
令和４年度県土マネジメント部所管業務発注見通し（令和４年１０月公表分）

○ここに記載した内容は、令和4年10月25日時点の概算見込みに基づくものであるため、発注にあたっては、積算その他の状況により変更する場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。
　
○入札制度の改正等により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 大和田地区　急傾斜施設台帳整備（緊
急自然災害防止事業（急傾斜））

奈良市大和田 一般競争 測量 第 3 四半期 約　3ヶ月 急傾斜施設台帳整備

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 一般国道308号宝来ランプ　地質調査
業務委託（地域連携道路事業（都づく
り））

奈良市宝来町 一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 地質調査　N=4箇所

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 一般国道369号大保道路　道路詳細設
計業務委託（防災・安全交付金事業））

奈良市大保町 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　10ヶ月 一般構造物詳細設計
施工計画検討

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 奈良土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

奈良市 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 機側操作盤等改良詳細設計業務 天理市和爾町 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　7ヶ月 機側操作盤改良設計業務

奈良県 奈良県 奈良土木事務所 堆砂測量業務 天理市長滝町 一般競争 測量 第 3 四半期 約　3ヶ月 ダム湖堆砂測量業務

奈良県 奈良県 郡山土木事務所 郡山土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

大和郡山市 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 高田土木事務所 柳田川　橋梁詳細設計委託（事業間連
携事業（砂防））

御所市楢原 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　9ヶ月 橋梁詳細設計

奈良県 奈良県 高田土木事務所 高田土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

大和高田市 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 中和土木事務所 大和川他　河川巡視・点検業務委託
（河川維持修繕（緊急浚渫））

桜井市大泉他 一般競争 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視L=66km

【公表対象業務】

次の業務のうち、入札契約方式が一般競争入札であるもの。
建設コンサルタント、測量、地質調査、補償コンサルタント及び建築設計（工事監理を含む）

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】
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公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 中和土木事務所 曽我川他　河川巡視・点検業務委託
（河川維持修繕（緊急浚渫））

橿原市曽我町他 一般競争 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視L=67km

奈良県 奈良県 中和土木事務所 屋就川他　河川巡視・点検業務委託
（河川維持修繕（緊急浚渫））

橿原市大垣町他 一般競争 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 河川巡視L=50km

奈良県 奈良県 中和土木事務所 中和土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

橿原市 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 宇陀土木事務所 宇陀土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

宇陀市 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 吉野土木事務所 一般国道169号　地質調査業務（道路改
良事業等基礎調査費（都づくり））

下北山村前鬼～上池
原

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 地質調査 N=1 式

奈良県 奈良県 吉野土木事務所 主要地方道大台ヶ原公園川上線　無名
橋1他2橋　橋梁補修詳細設計委託（道
路メンテナンス事業（地方道橋りょう補
修））

川上村伯母谷 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　5ヶ月 橋梁補修設計 N=1 式

奈良県 奈良県 吉野土木事務所 一般国道169号　音枝第二橋他　橋梁
補修詳細設計委託（道路メンテナンス事
業（国道橋りょう補修））

吉野郡下北山村上池
原　他

一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　8ヶ月 橋りょう補修詳細設計

奈良県 奈良県 吉野土木事務所 吉野土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

吉野郡吉野町 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 五條土木事務所 一般国道168号　新天辻工区　環境調
査（猛禽類）業務委託（単独道路整備事
業（通常分）（臨時））

五條市大塔町阪本 五條市西吉野町阪巻 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　10ヶ月 猛禽類調査

奈良県 奈良県 五條土木事務所 五條土木事務所管内　土木技術業務補
助委託事業（債務分）業務委託

五條市・吉野郡十津川
村

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 現場技術業務委託　N=12ヶ月

奈良県 奈良県 五條土木事務所 川原樋川　河床変動解析等業務委託
（新宮川水系堆積土砂処分推進事業
（緊急浚渫））

五條市大塔町清水 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　8ヶ月 二次元河床変動解析
護岸詳細修正設計

奈良県 奈良県 幹線街路整備事務
所

(都)大安寺柏木線　施工計画検討業務
((仮称)奈良IC周辺整備補助街路事業
(都づくり)）

奈良市大安寺三丁目
他

一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　5ヶ月 施工計画検討

奈良県 奈良県 流域下水道センター 浄化センター自家発電機更新詳細設計
委託

大和郡山市額田部南
町

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 自家発電機更新設計

奈良県 奈良県 流域下水道センター 浄化センター土木現場技術業務委託
（防災・安全交付金事業）

大和郡山市額田部南
町

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 土木現場技術業務
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【共通】

奈良県 奈良県 流域下水道センター 第二浄化センター他土木現場技術業務
委託（防災・安全交付金事業）

大和郡山市額田部南
町

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 土木現場技術業務

奈良県 奈良県 下水道課 奈良県流域下水道第2期ストックマネジ
メント計画策定委託（防災・安全交付金
事業）

大和郡山市額田部南
町他

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　12ヶ月 ストックマネジメント計画検討

奈良県 奈良県 奈良公園事務所 平城宮跡歴史公園南側地区　公園施設
実施設計業務委託

奈良市三条大路4丁目 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　9ヶ月 公園施設実施設計業務

奈良県 奈良県 河川整備課 大和川他　航空レーザ測量業務委託 川西町吐田他 一般競争 測量 第 2 四半期 約　7ヶ月 航空レーザ測量（ALB）
数値地形図作成（平面・縦横断図）

奈良県 奈良県 中和公園事務所 大和民俗公園　公園施設長寿命化計画
更新業務（補助都市計画公園事業（防
災安全））

大和郡山市矢田町 一般競争 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　6ヶ月 大和民俗公園の公園施設長寿命化計画
の見直し業務

奈良県 奈良県 中和公園事務所 馬見丘陵公園　公園施設長寿命化計画
更新業務（補助都市計画公園事業（防
災安全））

河合町佐味田他 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　6ヶ月 馬見丘陵公園の公園施設長寿命化計画
の見直し業務

奈良県 奈良県 中和公園事務所 竜田公園　公園施設長寿命化計画更新
業務（補助都市計画公園事業（防災安
全））

斑鳩町稲葉車瀬 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　6ヶ月 竜田公園の公園施設長寿命化計画の見
直し業務

奈良県 奈良県 中和公園事務所 竜田公園（堂山地区）　公園基本設計業
務（単独都市計画公園事業）

斑鳩町稲葉車瀬 一般競争 建設コンサルタント 第 2 四半期 約　7ヶ月 竜田公園の堂山地区における公園基本
設計

奈良県 奈良県 住まいまちづくり課 県営住宅桜井団地第２期造成工事現場
技術業務

桜井市西之宮 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　6ヶ月 県営住宅桜井団地第2期造成工事にか
かる現場技術業務

奈良県 奈良県 県有施設営繕課・営
繕プロジェクト推進室

県営競輪場第一払戻所及び東西ファン
休憩所除却・整備工事監理業務

奈良市秋篠町　地内 一般競争 建築設計 第 4 四半期 約　11ヶ月 除却・整備工事の監理業務

奈良県 奈良県 県有施設営繕課・営
繕プロジェクト推進室

奈良春日野国際フォーラム本館特定天
井改修工事監理業務

奈良市春日野町　地内 一般競争 建築設計 第 3 四半期 約　14ヶ月 特定天井改修工事の監理業務

奈良県 奈良県 県有施設営繕課・営
繕プロジェクト推進室

鹿苑シェルター中央棟及び東棟B新築
工事監理業務

奈良市春日野町　地内 一般競争 建築設計 第 4 四半期 約　10ヶ月 中央棟及び東棟B新築工事の監理業務

奈良県 奈良県 県有施設営繕課・営
繕プロジェクト推進室

高円高校放送設備改修工事監理業務 奈良市白毫寺町　地内 一般競争 建築設計 第 4 四半期 約　7ヶ月 放送設備改修工事の監理業務

奈良県 奈良県 県有施設営繕課・営
繕プロジェクト推進室

二階堂養護学校屋内運動場(3)空調設
備改修工事監理業務

天理市庵治町　地内 一般競争 建築設計 第 4 四半期 約　6ヶ月 空調設備改修工事の監理業務

一括審査

3 ページ



分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 リニア推進・地域交
通対策課

地域公共交通の可視化構築業務委託
（公共交通デジタル化推進事業）

奈良県全域 一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　4ヶ月 ・地域公共交通サービスの情報等の収集
及びデータベース化
・コミュニティバス運行情報のデータ化に
よる今後の活用方法の検討
・研修会等の開催

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　造成基本
設計等業務委託（奈良県大規模広域防
災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 建設コンサルタント 第 3 四半期 約　12ヶ月 造成基本設計

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　現地測量
他業務委託（その３）（奈良県大規模広
域防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　9ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　現地測量
他業務委託（その４）（奈良県大規模広
域防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　9ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　現地測量
他業務委託（その５）（奈良県大規模広
域防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　9ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　現地測量
他業務委託（その６）（奈良県大規模広
域防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　9ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その３）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その４）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その５）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その６）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その７）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　地質調査
業務委託（その８）（奈良県大規模広域
防災拠点整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　9ヶ月 地質調査
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分類項目

地区名
発注機
関名

担当事務所
（課）名

業務名称
業務対象地域

（自）
業務対象地域

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行期間 概要 備考

公表項目

発注予定工事を追加した場合 ： 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合 ： 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合 ： 変更箇所（セル）を黄色着色し、赤字にて記載

【共通】

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点　造成実施
設計委託（奈良県大規模広域防災拠点
整備整備事業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　10ヶ月 造成実施設計

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　測量業務委託（その３）（奈良県大
規模広域防災拠点整備整備事業（都づ
くり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　現地測量他業務委託（その３）（奈
良県大規模広域防災拠点整備整備事
業（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 2 四半期 約　4ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　地質調査業務委託（その３）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市丹原町 一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　地質調査業務委託（その4）（奈良県
大規模広域防災拠点整備整備事業（都
づくり））

五條市丹原町 一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　道路予備設計業務委託（その２）
（奈良県大規模広域防災拠点整備整備
事業（都づくり））

五條市丹原町 一般競争 建設コンサルタント 第 4 四半期 約　4ヶ月 道路予備設計（B)

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　用地測量業務委託（その４）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 4 四半期 約　8ヶ月 境界測量
用地幅杭設置

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　用地測量業務委託（その５）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 4 四半期 約　8ヶ月 境界測量
用地幅杭設置

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　測量業務委託（その２）（奈良県大
規模広域防災拠点整備整備事業（都づ
くり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　4ヶ月 現地測量
基準点測量
路線測量

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　地質調査業務委託（その２）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市御山町 一般競争 地質調査 第 3 四半期 約　4ヶ月 地質調査

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　用地測量業務委託（その６）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 4 四半期 約　7ヶ月 境界測量
用地幅杭設置

奈良県 奈良県 大規模広域防災拠
点整備課

奈良県大規模広域防災拠点工事用道
路　用地測量業務委託（その３）（奈良
県大規模広域防災拠点整備整備事業
（都づくり））

五條市阪合部新田町
ほか

一般競争 測量 第 3 四半期 約　8ヶ月 境界測量
用地幅杭設置
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