
所属：危機管理環境部（局）
グリーン社会推進課

番号 発注時期
入札・

契約方法
委託業務名 路線名等 委託業務箇所

履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第2四半期 指名競争入札
Ｒ４グリ　鳴門公園　鳴・鳴門　お茶園歩道橋耐震
補強設計

瀬戸内海国立公園 鳴門市鳴門町土佐泊浦 8ヶ月 土木コンサル 橋梁耐震補強設計　１式

2 第2四半期 指名競争入札
Ｒ４グリ　剣山山頂あわエコトイレ汚泥引き抜き業
務

那賀町大字岩倉 ４ヶ月 その他 汚泥引き抜き　１式

3 第2四半期 その他 Ｒ４グリ　剣山山頂あわエコトイレ汚泥運搬業務 那賀町大字岩倉 ４ヶ月 その他 汚泥運搬　１式

4 第2四半期 指名競争入札 オヤニラミ生息環境調査業務 阿南市 6か月 土木コンサル 魚類調査、河川環境調査　１式

5 第2四半期 プロポーザル方式 県有施設への太陽光発電設備等の導入調査 － 県内全域 4か月 その他
県有施設への太陽光発電設備等の導入調査　一
式

（注1）ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。

（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表

    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。



所属：未来創生文化部文化資源活用課

番号 発注時期
入札・

契約方法
委託業務名 路線名等 委託業務箇所

履行
期間

業務種別 委託業務概要

１ 第2四半期 指名競争入札 令和4年度阿波遍路道札所寺院測量調査業務
阿波遍路道札所寺院（熊谷寺ほ
か）

阿波市土成町 6ヶ月 測量 地形測量一式

（注1）ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。

（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表

    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。



東部農林水産局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　かん排　上板２期　境界
測量業務

上板２期地区
板野郡上板町
佐藤塚

6ヶ月 測量 境界測量業務　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　経営体　和田島　揚水機
場実施設計業務

和田島地区
小松島市
和田島町塚ノ間

6ヶ月 土木コンサル 揚水機場実施設計　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　中原排水機場
機能保全計画策定業務

中原排水機場地区
徳島市
応神町中原

6ヶ月 土木コンサル 機能保全計画策定　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　古川排水機場
機能保全計画策定業務

古川排水機場地区
徳島市
応神町古川

6ヶ月 土木コンサル 機能保全計画策定　１式

5 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　源九郎排水機場
機能保全計画策定業務

源九郎排水機場地区
徳島市
応神町吉成

6ヶ月 土木コンサル 機能保全計画策定　１式

6 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　雑賀開排水機場
機能保全計画策定業務

雑賀開排水機場地区
徳島市
雑賀町北開東

6ヶ月 土木コンサル 機能保全計画策定　１式

7 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　地沈　大麻２期　津慈排
水樋門実施設計業務

大麻２期地区
鳴門市
大麻町津慈

8ヶ月 土木コンサル 実施設計　１式

8 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　かん排他　上板２期他
工事監督支援１業務

上板２期地区
板野郡上板町
他

6ヶ月 土木コンサル 工事監督支援業務　１式

9 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　経営体　和田島　実施設
計業務

和田島地区
小松島市
和田島町平見他

6ヶ月 土木コンサル ほ場整備実施設計　１式

10 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　かん排　田野　実施設計
業務

田野地区
小松島市
田野町字高田他

6ヶ月 土木コンサル 実施設計　１式

11 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　ストマネ　喜来　家屋事
後調査業務

喜来地区
板野郡松茂町
中喜来

5ヶ月 補償コンサル 家屋事後調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部農林水産局＜吉野川＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉耕　ストマネ　麻名用水上
実施設計業務

麻名用水上地区
吉野川市
川島町川島

7ヶ月 土木コンサル 施設長寿命化実施設計　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉耕　地すべり　山川　実施設
計業務

山川地区
吉野川市
山川町皆瀬

9ヶ月 土木コンサル 地すべり対策施設設計　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉耕　広域　吉野川　農道橋点
検業務

吉野川地区
吉野川市
山川町久宗ほか

5ヶ月 土木コンサル 農道橋点検　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉耕　震災対策　徳島２３　地
質調査業務

徳島２３地区
阿波市
土成町ほか

6ヶ月 地質調査 ため池地質調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局農林水産部＜阿南＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　広域　阿南丹生谷３期
平川内用地測量業務

阿南丹生谷３期地区
阿南市
新野町平川内

6ヶ月 測量 用地測量　１式

2 第２四半期 指名競争入札 Ｒ４阿耕　経営体　黒地　測量業務 黒地地区
阿南市
那賀川町他

5ヶ月 測量 基準点設置測量　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　経営体　長生中央　実施
設計２業務

長生中央地区
阿南市
長生町宮内

9ヶ月 土木コンサル ほ場整備実施設計　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　経営体　黒地　基本設計
業務

黒地地区
阿南市
那賀川町他

6ヶ月 土木コンサル ほ場整備基本設計　１式

5 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　経営体　黒地　地質調査
業務

黒地地区
阿南市
那賀川町他

5ヶ月 地質調査 調査ボーリング　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局農林水産部＜美波＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４波耕　地すべり　相生２期　蔭
谷・竹ヶ谷下全体実施計画業務

相生２期地区
那賀郡那賀町
蔭谷他

6ヶ月 土木コンサル 全体実施計画策定　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局農林水産部＜美馬＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬耕　ストマネ　美馬南岸　実
施設計業務

美馬南岸地区
美馬郡つるぎ町
貞光字岡他

8ヶ月 土木コンサル 水路工設計　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬林　林開梶山内田線内田　美
馬市　測量設計業務

梶山内田線　内田工区
美馬市
穴吹町古宮

5ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

3 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４馬林　改良　美馬市北星　森林
整備

北星地区
美馬市
脇町北星

5ヶ月 その他 森林整備　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局農林水産部＜三好＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４三耕　中山間　三好　柳沢集落
道実施設計業務

三好地区
三好郡東みよし町
東山

4ヶ月 土木コンサル 実施設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部県土整備局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（沖洲外地
区）　徳・東沖洲１他　測量業務

徳島小松島港（沖洲外地区）
徳島市
東沖洲１丁目他

3ヶ月 測量 測量　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　勝浦川　小・江田他　河
川測量データ処理業務（１）

勝浦川
小松島市
江田町他（第１分割）

3ヶ月 測量 ＵＡＶ写真データ三次元処理　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（金磯地
区）他　小・金磯町他　維持管理計
画書策定業務

徳島小松島港（金磯地区）他
小松島市
金磯町他

5ヶ月 土木コンサル 維持管理計画書策定　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港海岸（港口
地区）他　小・金磯他　樋門修繕設
計業務

徳島小松島港海岸（港口地区）他
小松島市
金磯町他

7ヶ月 土木コンサル 樋門修繕設計　１式

5 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　松茂吉野線（勝瑞跨線
橋）　藍・勝瑞　橋梁修繕設計業務

（主）松茂吉野線
板野郡藍住町
勝瑞（勝瑞跨線橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

6 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　園瀬川　徳・八万　樋門
耐震設計業務

園瀬川
徳島市
八万町橋北

7ヶ月 土木コンサル 樋門耐震設計　１式

7 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島引田線（名田橋）
徳・不動北　橋梁点検業務（７）

（主）徳島引田線
徳島市
不動北町（名田橋）（第７
分割）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁点検　１式

8 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島引田線（名田橋）
藍・徳命　橋梁点検業務（８）

（主）徳島引田線
板野郡藍住町
徳命（名田橋）（第８分
割）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁点検　１式

9 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（北島応神
橋）　徳・応神　橋梁耐震補強予備
設計業務

（主）徳島環状線
徳島市
応神町（北島応神橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁耐震補強予備設計　１式

10 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（鯛の浜橋）
徳・川内～北・鯛浜　橋梁修繕設計
業務

（主）徳島環状線
徳島市
川内町～北島町鯛浜（鯛の
浜橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

11 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　沖ノ洲徳島本町線　徳・
北沖洲１他　電線共同溝詳細設計業
務（２）

（主）沖ノ洲徳島本町線
徳島市
北沖洲１丁目他（第２分
割）

8ヶ月 土木コンサル 電線共同溝詳細設計　１式

12 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　沖ノ洲徳島本町線　徳・
安宅３他　電線共同溝詳細設計業務
（２）

（主）沖ノ洲徳島本町線
徳島市
安宅３丁目他（第２分割）

8ヶ月 土木コンサル 電線共同溝詳細設計　１式

13 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　田野勢合線他（はやり橋
他）　小・田野他　橋梁点検業務
（６）

（一）田野勢合線他
小松島市
田野橋他（はやり橋他）
（第６分割）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁点検　１式

14 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　長原港線（八丁野橋）
松・笹木野　橋梁詳細設計業務

（一）長原港線
板野郡松茂町
笹木野（八丁野橋）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁詳細設計　１式

15 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　鳴門総合運動公園　鳴・
撫養立岩　公園施設長寿命化計画策
定業務

鳴門総合運動公園
鳴門市
撫養町立岩

7ヶ月 土木コンサル 公園長寿命化計画策定１式

16 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（沖洲外地
区）　徳・東沖洲１他　緑地詳細設
計業務

徳島小松島港（沖洲外地区）
徳島市
東沖洲１丁目他

6ヶ月 土木コンサル 緑地設計　１式

17 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島引田線（田宮川橋）
徳・庄　橋梁修繕設計業務

（主）徳島引田線
徳島市
庄町（田宮川橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

18 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島鳴門線　徳・上助任
～応神　橋梁修繕設計業務

（主）徳島鳴門線
徳島市
上助任町～応神町（吉野川
橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

19 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江他
堤防耐震詳細設計業務（１）

撫養川
鳴門市
大津町長江他（第１分割）

6ヶ月 土木コンサル 堤防耐震詳細設計　１式

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部県土整備局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表

20 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江他
堤防耐震詳細設計業務（２）

撫養川
鳴門市
大津町長江他（第２分割）

6ヶ月 土木コンサル 堤防耐震詳細設計　１式

21 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島上那賀線（与川内
橋）　勝・三渓　橋梁修繕設計業務

（主）徳島上那賀線
勝浦郡勝浦町
三渓（与川内橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

22 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江他
堤防耐震詳細設計業務（３）

撫養川
鳴門市
大津町長江他（第３分割）

6ヶ月 土木コンサル 堤防耐震詳細設計　１式

23 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　和田島赤石線（太田橋）
小・和田島　橋梁修繕設計業務

（一）和田島赤石線
小松島市
和田島町（太田橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

24 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島上那賀線（第１坂本
橋）　勝・坂本　橋梁修繕設計業務

（主）徳島上那賀線
勝浦郡勝浦町
坂本（第１坂本橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

25 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　沖ノ洲徳島本町線　徳・
北沖洲１他　電線共同溝電気施設設
計業務（１）

（主）沖ノ洲徳島本町線
徳島市
北沖洲１丁目他（第１分
割）

8ヶ月 土木コンサル 電線共同溝電気施設設計　１式

26 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　沖ノ洲徳島本町線　徳・
安宅３他　電線共同溝電気施設設計
業務（１）

（主）沖ノ洲徳島本町線
徳島市
安宅３丁目他（第１分割）

8ヶ月 土木コンサル 電線共同溝電気施設設計　１式

27 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　一宮下中筋線他　徳・上
八万他（西光寺橋他）　橋梁点検業
務（５）

一宮下中筋線他
徳島市
上八万町他（西光寺橋他）
（第５分割）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁点検業務　一式

28 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　国道４３８号（大道一丁
目歩道橋）　徳・大道　歩道橋修繕
設計業務

国道４３８号
徳島市
大道一丁目（大道一丁目歩
道橋）

6ヶ月 土木コンサル 歩道橋修繕設計　１式

29 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島北灘線　鳴・北灘川
筋　道路詳細設計業務

（主）徳島北灘線
鳴門市
北灘町川筋

7ヶ月 土木コンサル 道路詳細設計業務１式

30 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（津田地
区）他　徳・津田海岸他　維持管理
計画書策定業務

徳島小松島港（津田地区）他
徳島市
津田海岸町他

5ヶ月 土木コンサル 維持管理計画書策定　１式

31 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　神山鮎喰線他　神・阿野
他（南行者野桟道橋他）　橋梁点検
業務（４）

神山鮎喰線他
名西郡神山町
阿野他（南行者野桟道橋
他）（第４分割）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁点検業務　一式

32 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　鬼篭野国府線　徳・一宮
橋梁修繕設計業務

鬼籠野国府線
徳島市
一宮町南丁（南丁桟道橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計業務　一式

33 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島引田線（不動橋）
徳・北島田～不動西　橋梁修繕設計
業務

（主）徳島引田線
徳島市
北島田町～不動西町（不動
橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

34 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　国道４３８号（新町橋
（新））　徳・新町橋１他　橋梁修
繕設計業務

国道４３８号
徳島市
新町橋１丁目他（新町橋
（新））

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

35 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　川内大代線（加賀須野
橋）　徳・川内　橋梁点検業務
（９）

（一）川内大代線
徳島市
川内町（加賀須野橋）（第
９分割）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁点検　１式

36 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島引田線（北島田三丁
目歩道橋）　徳・北島田　歩道橋修
繕設計業務

（主）徳島引田線
徳島市
北島田町（北島田三丁目歩
道橋）

6ヶ月 土木コンサル 歩道橋修繕設計　１式

37 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　撫養港海岸（桑島瀬戸地
区）他　鳴・撫養他　樋門修繕設計
業務

撫養港海岸（桑島瀬戸地区）他
鳴門市
撫養町他

5ヶ月 土木コンサル 樋門修繕設計　１式

38 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　鬼籠野国府線（舟戸下
橋）　徳・一宮　橋梁修繕設計業務

（一）鬼籠野国府線
徳島市
一宮町（舟戸下橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式



東部県土整備局＜徳島＞
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39 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（府中橋）
徳・国府　橋梁修繕設計業務

（主）徳島環状線
徳島市
国府町（府中橋）

6ヶ月 土木コンサル 橋梁修繕設計　１式

40 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　松茂吉野線（北島横断歩
道橋）　北・中村　歩道橋修繕設計
業務

（主）松茂吉野線
板野郡北島町
中村（北島横断歩道橋）

6ヶ月 土木コンサル 歩道橋修繕設計　１式

41 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　今津坂野海岸　小・和田
島他　事業評価資料作成業務

今津坂野海岸（坂野地区）
小松島市
和田島町他

7ヶ月 土木コンサル 事業評価資料作成　１式

42 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（本港地
区）　小・小松島　防舷材修繕設計
業務

徳島小松島港（本港地区）
小松島市
小松島町

4ヶ月 土木コンサル 防舷材修繕設計　１式

43 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（北島応神
橋）　徳・応神　地質調査業務

（主）徳島環状線
徳島市
応神町（北島応神橋）

6ヶ月 地質調査 地質調査　１式

44 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（沖洲地
区）　徳・南沖洲８　地質調査業務

徳島小松島港（沖洲地区）
徳島市
南沖洲８丁目

4ヶ月 地質調査 地質調査　１式

45 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　長原港線（八丁野橋）
松・笹木野　地質調査業務

（一）長原港線
板野郡松茂町
笹木野（八丁野橋）

6ヶ月 地質調査 地質調査　１式

46 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　神山国府線　神・阿野五
反地～広野　家屋事後調査業務

（一）神山国府線
名西郡神山町
阿野字五反地～広野

5ヶ月 補償コンサル 家屋事後調査　１式

47 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島上那賀線　上勝・福
原　用地測量業務

徳島上那賀線
勝浦郡上勝町
福原

6ヶ月 測量 用地測量　１式

48 第３四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・国府
橋梁詳細設計

（主）徳島環状線 徳島市 12ヶ月 土木コンサル 橋梁詳細設計

49 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（北島応神
橋）　徳・応神　橋梁耐震補強設計
業務

（主）徳島環状線
徳島市
応神町（北島応神橋）

10ヶ月 土木コンサル 橋梁耐震補強設計　１式

50 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　粟津港（松茂地区）
松・豊久　底質調査業務

粟津港（松茂地区）
板野郡松茂町
豊久

3ヶ月 その他 底質調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。

    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。

    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。

    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。



東部県土整備局＜吉野川＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉土　国道３１８号（阿波中央
橋）　吉・鴨島知恵島　橋梁点検業
務

一般国道３１８号
吉野川市
鴨島町知恵島（阿波中央
橋）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁定期点検　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉土　国道３１８号（阿波中央
橋）　阿波・吉野柿原　橋梁点検業
務

一般国道３１８号
阿波市
吉野町柿原（阿波中央橋）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁定期点検　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉土　志度山川線（瀬詰大橋）
阿波・阿波～吉・山川　橋梁点検業
務

（主）志度山川線
阿波市
阿波町～吉野川市山川町
（瀬詰大橋）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁定期点検　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４吉土　奥野井阿波山川停車場線
（高越大橋）　吉・山川久宗～旗見
橋梁点検業務

（一）奥野井阿波山川停車場線
吉野川市
山川町久宗～旗見（高越大
橋）

7ヶ月 土木コンサル 橋梁定期点検　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜阿南＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　大井南島線　阿南・水井
道路測量業務

（一）大井南島線
阿南市
水井町東

5ヶ月 測量 路線測量　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　大井南島線　阿南・水井
道路詳細設計業務

（一）大井南島線
阿南市
水井町東

7ヶ月 土木コンサル 道路詳細設計　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　福井川　阿南・福井　樋
門耐震設計業務

福井川
阿南市
福井町湊

5ヶ月 土木コンサル 樋門耐震設計　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　福井川　阿南・福井　地
質調査業務

福井川
阿南市
福井町湊

3ヶ月 地質調査 地質調査　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　桑野川他　阿南・新野他
樋門点検業務

桑野川他
阿南市
新野町他

12ヶ月 その他 樋門等点検業務

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜美波＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５波土　美波管内河川・港湾　樋
門陸閘点検業務

美波管内
海部郡美波町
他

4ヶ月 その他 樋門陸閘点検　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５波土　善蔵川　海・大里　排水
機場点検整備業務

善蔵川
海部郡海陽町
大里

10ヶ月 その他 排水機場点検整備　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜那賀＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４那土　古屋日浦線他（日野谷橋
他２橋）　那賀・日浦他　橋梁点検
業務

（一）古屋日浦線他
那賀郡那賀町
日浦他

6ヶ月 土木コンサル
橋梁点検
３橋

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４那土　国道１９５号　那賀・平
谷　道路設計業務

一般国道１９５号
那賀郡那賀町
平谷

5ヶ月 土木コンサル 道路詳細設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局県土整備部＜三好＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　有瀬地すべり　三・西祖
谷有瀬　地すべり調査業務（１）

有瀬地すべり防止区域
三好市
西祖谷山村有瀬（第１分
割）

6ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　西部三好管内　三・井川
他　砂防堰堤除石計画概略検討業務

西部三好管内
三好市
井川町他

6ヶ月 土木コンサル 除石計画概略検討　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　井ノ内谷川　三・井川井
内西～井内東　護床設計業務

井ノ内谷川
三好市
井川町井内西～井内東

3ヶ月 土木コンサル 護床設計　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　山口谷川　東・中庄　護
岸設計業務

山口谷川
三好郡東みよし町
中庄

5ヶ月 土木コンサル 護岸設計　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　柴川左岸地すべり　三・
山城柴川　地すべり調査業務

柴川左岸地すべり防止区域
三好市
山城町柴川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　白川地すべり　三・山城
白川　地すべり調査業務

白川地すべり防止区域
三好市
山城町白川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　脇地すべり　三・山城脇
地すべり調査業務

脇地すべり防止区域
三好市
山城町脇

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

8 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　山城長谷地すべり　三・
山城大和川　地すべり調査業務

山城長谷地すべり防止区域
三好市
山城町大和川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

9 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　信正地すべり　三・山城
信正　地すべり調査業務

信正地すべり防止区域
三好市
山城町信正

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

10 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　仏子地すべり　三・山城
仏子　地すべり調査業務（２）

仏子地すべり防止区域
三好市
山城町仏子（第２分割）

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

11 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　光兼地すべり　三・山城
光兼　地すべり調査業務（２）

光兼地すべり防止区域
三好市
山城町光兼（第２分割）

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

12 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　城山地すべり　三・山城
黒川　地すべり調査業務（２）

城山地すべり防止区域
三好市
山城町黒川（第２分割）

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

13 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　有瀬地すべり　三・西祖
谷有瀬　地すべり調査業務（２）

有瀬地すべり防止区域
三好市
西祖谷山村有瀬（第２分
割）

6ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

14 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　桑内地すべり　三・山城
光兼　地すべり調査業務

桑内地すべり防止区域
三好市
山城町光兼

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

15 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　粟山地すべり　三・山城
粟山　地すべり調査業務

粟山地すべり防止区域
三好市
山城町粟山

12ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

16 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　柿の尾地すべり　三・山
城上名　地すべり調査業務

柿の尾地すべり防止区域
三好市
山城町上名

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

17 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　西傍示地すべり　三・池
田大利　地すべり調査業務

西傍示地すべり防止区域
三好市
池田町大利

12ヶ月 地質調査 地すべり調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局県土整備部＜美馬＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　国道４９２号　美・木屋
平樫原　測量業務（１）

一般国道４９２号
美馬市
木屋平樫原（第１分割）

7ヶ月 測量 地形測量　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　明連川　美・穴吹舞中島
他　測量業務

明連川
美馬市
穴吹町舞中島他

5ヶ月 測量 路線測量　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　国道４９２号　美・木屋
平樫原　道路予備設計業務（２）

一般国道４９２号
美馬市
木屋平樫原（第２分割）

7ヶ月 土木コンサル 道路予備設計１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　国道４３８号（土釜トン
ネル）　つ・一宇樫地　トンネル定
期点検業務

一般国道４３８号
美馬郡つるぎ町
一宇樫地

6ヶ月 土木コンサル トンネル定期点検　１式

5 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　国道４９２号　美・木屋
平樫原　地質調査業務

一般国道４９２号
美馬市
木屋平樫原

6ヶ月 地質調査 調査ボーリング　１式

6 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　田方穴吹線他　美・穴吹
口山他　地質調査業務

（一）田方穴吹線他
美馬市
穴吹町口山他

4ヶ月 地質調査 地質調査　一式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　大内地すべり　美・穴吹
口山大内　地すべり調査業務

大内地すべり防止区域
美馬市
穴吹町口山大内

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

8 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　川瀬地すべり　美・穴吹
川瀬　地すべり調査業務

川瀬地すべり防止区域
美馬市
穴吹口山川瀬

6ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

9 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　猿飼地すべり　つ・半田
猿飼　地すべり調査業務

猿飼地すべり防止区域
美馬郡つるぎ町
半田猿飼

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

10 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　谷口カゲ地すべり　美・
木屋平谷口カゲ　地すべり調査業務

谷口カゲ地すべり防止区域
美馬市
木屋平谷口カゲ

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

11 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　葛城地すべり　つ・半田
葛城　地すべり調査業務

葛城地すべり防止区域
美馬郡つるぎ町
半田葛城

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

12 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　成戸地すべり　美・穴吹
市ノ下　地すべり調査業務

成戸地すべり防止区域
美馬市
穴吹町穴吹市ノ下

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

13 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　穴吹猿飼地すべり　美・
穴吹口山穴吹猿飼　地すべり調査業
務

穴吹猿飼地すべり防止区域
美馬市
穴吹町口山穴吹猿飼

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



営繕課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期
一般競争入札
（価格競争）

Ｒ４営繕　国府支援学校　徳・国府
体育館新築設計業務

徳島市
国府町矢野

10ヶ月 建築関係 新築設計　１式

2 第２四半期
一般競争入札
（価格競争）

Ｒ４営繕　椿泊漁港荷さばき所　阿
南・椿町　新築設計業務

阿南市
椿町谷ノ浦

13ヶ月 建築関係 新築設計　１式

3 第２四半期
一般競争入札
（価格競争）

Ｒ４営繕　第２三好寮・三好市地域
利便性施設（仮称）　三・池田　新
築設計業務

三好市
池田町マチ

11ヶ月 建築関係 新築設計　１式

4 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門公園　鳴・鳴門　孫
崎休憩所他解体設計業務

鳴門市
鳴門町土佐泊浦

5ヶ月 建築関係 解体設計　１式

5 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　白山職員住宅　東京・文
京　職員住宅改修設計業務

東京都
文京区白山４丁目

6ヶ月 建築関係 改修設計　１式

6 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門総合運動公園　鳴・
撫養　体育館設備改修設計業務

鳴門市
撫養町立岩

7ヶ月 建築関係 設備改修設計　１式

7 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門総合運動公園　鳴・
撫養　陸上競技場放送設備改修設計
業務

鳴門市
撫養町立岩

6ヶ月 建築関係 設備改修設計　１式

8 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門総合運動公園　鳴・
撫養　武道館他照明設備改修設計業
務

鳴門市
撫養町立岩

6ヶ月 建築関係 設備改修設計　１式

9 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　善蔵川　海・大里　排水
機場耐水化監理業務

善蔵川
海部郡海陽町
大里

10ヶ月 建築関係 監理業務　１式

10 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門総合運動公園　鳴・
撫養　野球場解体設計業務

鳴門市
撫養町立岩

6ヶ月 建築関係 解体設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



住宅課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

該当なし

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



水・環境課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

該当なし

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



病院局総務課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４病総　中央病院他　浸水対策調
査業務

　
徳島市
蔵本町他

７ヶ月 建築・設備設計 浸水対策調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



企業局経営企画戦略課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４企総管　川口ダム　調整池深浅
測量業務

　
那賀郡那賀町
吉野～日浦

5ヶ月 測量 深浅測量（３次元測量）　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４企工　阿南工業用水道　辰巳配
水支管布設替測量業務

　
阿南市
見能林町

7ヶ月 測量 測量　１式

3 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４企工　阿南工業用水道　深浅測
量業務

　
阿南市
柳島町北別当

4ヶ月 測量 深浅測量　１式

4 第２四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４企総管　日野谷発電所　構築物
現状診断業務（一部債務負担）

　
那賀郡那賀町
日浦～長安

16ヶ月 土木コンサル 点検診断　１式

5 第２四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４企工　阿南工業用水道　辰巳配
水支管布設替設計業務

　
阿南市
見能林町

8ヶ月 土木コンサル 管路詳細設計　１式

6 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４企総管　坂州発電所　導水路内
部点検調査業務

　
那賀郡那賀町
坂州

5ヶ月 土木コンサル 点検　１式

7 第３四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４企総管　坂州発電所　水圧鉄管
板厚測定調査業務

　
那賀郡那賀町
坂州

5ヶ月 土木コンサル 外観調査，板厚測定及び腐食量測定　１式

8 第３四半期 指名競争入札
Ｒ４企工　阿南工業用水道　辰巳配
水支管布設替地質調査業務

　
阿南市
見能林町

4ヶ月 地質調査 地質調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



教育委員会施設整備課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期 指名競争入札 Ｒ４県立学校施設定期点検等業務 　
徳島市
他

5ヶ月 建築関係 建築物定期点検　１式

2 第２四半期 指名競争入札
Ｒ４県立学校施設建築設備等定期点
検業務

　
徳島市
他

5ヶ月 建築関係 建築設備定期点検　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年6月27日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



所属：徳島県警察本部警務部拠点整備課

番号 発注時期
入札・

契約方法
委託業務名 路線名等 委託業務箇所

履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第２四半期
一般競争入札
（価格競争）

Ｒ４警交　交通信号機電球交換及び灯器レンズ清掃
等委託

徳島市 ５ヶ月 信号機保守 信号機委託１式

（注1）ここに記載する内容は、令和4年6月22日現在の予定である。

（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表

    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。


