随意契約の内容（予定価格100万円以上の委託契約）
契約日

ファイル

備考

長柄ダム再開発事業 地質調査解析業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年12月28日

香東川総合開発事業 椛川ダム 施工計画検討業務委託

PDF:82KB

NEW

平成30年12月14日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 新川 改修工事（橋梁下部工）（第２工区）施工管理業務委託

PDF:87KB

NEW

平成31年2月28日

平成30年12月6日

工事名

県道丸亀詫間豊浜線（多度津西工区） 道路改修工事（仮称：多度津トンネル） 施工管理業務委託

PDF:53KB

NEW

平成30年11月14日

新香川県立体育館基本・実施設計業務

PDF:39KB

NEW

平成30年11月12日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 春日川 改修工事（橋梁上部工）（第２工区）施工管理業務委託

PDF:99KB

NEW

平成30年10月18日

（防災・安全社会資本整備交付金）詫間港 港湾海岸津波等対策工事（宮の下地区）施工管理業務委託

PDF:109KB

NEW

平成30年9月28日

国道３１８号（山神橋）外１線１橋 道路維持修繕工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年9月28日

国道３１８号（山神橋）外１線１橋 道路維持修繕工事（塗装工） 施工管理業務委託

PDF:85KB

NEW

平成30年9月18日

都市計画道路中新町詰田川線電線共同溝引込管等工事（その１）委託

PDF:97KB

NEW

平成30年9月6日

（防災・安全社会資本整備交付金）総合流域防災事業 湊川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:87KB

NEW

平成30年9月6日

（防災・安全社会資本整備交付金）総合流域防災事業 津田川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:88KB

NEW

平成30年9月6日

（防災・安全社会資本整備交付金）総合流域防災事業 高瀬川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:88KB

NEW

平成30年9月6日

（防災・安全社会資本整備交付金）総合流域防災事業 鴨部川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:90KB

NEW

平成30年9月6日

（防災・安全社会資本整備交付金）総合流域防災事業 財田川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:89KB

NEW

平成30年8月23日

県道丸亀詫間豊浜線（多度津西工区） 道路改修工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:46KB

NEW

平成30年8月23日

（防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（草壁地区） 水門基本設計業務委託

PDF:92KB

NEW

平成30年8月20日

都市計画基礎調査業務委託

PDF:83KB

NEW

平成30年8月3日

都市計画道路中新町詰田川線電線共同溝引込管等工事（第１工区）委託

PDF:97KB

NEW

平成30年8月3日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 新川 改修工事（熊川橋梁工） 施工管理業務委託

PDF:86KB

NEW

平成30年8月3日

国道３７７号（多和工区）道路改修工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年8月1日

香東川総合開発事業 椛川ダム 貯水池周辺斜面地質解析業務委託

PDF:85KB

NEW

PDF:108KB

NEW

PDF:97KB

NEW

平成30年7月26日

（防災・安全社会資本整備交付金）県道汐木洲崎詫間線（洲崎橋）道路整備工事（橋梁補修・落橋防止） 施工管理業務委託

平成30年7月23日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替市道建設工事（工事用道路）（西岸線第２７工区）施工管理業務委託

平成30年7月18日

県道屋形崎小江渕崎線 道路維持修繕工事 測量業務

PDF:113KB

NEW

平成30年7月12日

県道善通寺綾歌線（中方橋）地方特定道路整備工事 施工管理業務委託

PDF:96KB

NEW

平成30年6月28日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 資料整理業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年6月28日

長柄ダム再開発事業 資料整理業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年6月28日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 高瀬川 改修工事（橋梁撤去工）施工管理業務委託

PDF:108KB

NEW

平成30年6月26日

新県立体育館整備に伴う周辺関連基礎調査業務委託

PDF:87KB

NEW

平成30年6月21日

長柄ダム再開発事業 第四紀断層・貯水池周辺斜面等調査整理業務委託

PDF:88KB

NEW

平成30年6月21日

長柄ダム再開発事業 水理地質構造解析業務委託

PDF:85KB

NEW

平成30年6月21日

長柄ダム再開発事業 水質予測検討業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年6月21日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 第四紀断層・貯水池周辺斜面等調査整理業務委託

PDF:89KB

NEW

平成30年6月21日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 水理地質構造・地質調査解析業務委託

PDF:86KB

NEW

平成30年6月21日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 水質予測検討業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年6月15日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 新川 改修工事（橋梁下部工） 施工管理業務委託

PDF:87KB

NEW

平成30年6月13日

香川県庁舎東館内部その他改修工事監理業務

PDF:107KB

NEW

平成30年5月17日

赤山川 河川改修工事（取水堰下部工）施工管理業務委託

PDF:107KB

NEW

平成30年5月10日

県道丸亀詫間豊浜線（多度津西工区） 道路改修工事 施工管理業務委託

PDF:51KB

NEW

平成30年5月10日

（防災・安全社会資本整備交付金）一の谷川 津波等対策河川工事 施工管理業務委託

PDF:49KB

NEW

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替県道法面工事（田中第３０工区） 施工管理業務委託

PDF:97KB

NEW

平成30年4月26日

国道４３８号（飯山南工区）道路改修工事（小富士横断歩道橋下部工）施工管理業務委託

PDF:52KB

NEW

平成30年4月26日

国道４３８号（飯山南工区）道路改修工事（小富士横断歩道橋上部工）施工管理業務委託

PDF:52KB

NEW

平成30年4月20日

（防災・安全社会資本整備交付金）津柳八の谷川 通常砂防工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年5月1日

平成30年4月2日

香東川総合開発事業 椛川ダム環境調査業務委託

PDF:83KB

NEW

平成30年4月2日

香東川総合開発事業 椛川ダム 基礎掘削面岩盤評価及び基礎処理工解析業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年4月2日

香東川総合開発事業 椛川ダム 施工実績分析評価業務委託

PDF:83KB

NEW

平成30年4月2日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 五名ダム環境調査業務委託

PDF:86KB

NEW

平成30年4月2日

長柄ダム再開発事業 長柄ダム環境調査業務委託

PDF:84KB

NEW

平成30年3月23日

河川等計画調査費 中谷川 治水計画検討業務委託

PDF:83KB

平成30年3月23日

河川等計画調査費 桜川水系 総合治水対策検討業務委託

PDF:82KB

平成30年3月23日

香東川総合開発事業 椛川ダム 試験湛水計画検討業務委託

PDF:81KB

平成30年3月20日

（公共土木施設修繕計画策定費）香川県大型道路施設維持管理計画策定業務委託

PDF:35KB

平成30年2月22日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 ダム本体概略設計業務委託

PDF:83KB

平成30年2月22日

長柄ダム再開発事業 ダム本体概略設計業務委託

PDF:84KB

平成30年2月20日

都市計画基礎調査業務委託（その３）

PDF:84KB

平成30年2月15日

県道鴨川停車場五色台線 道路改修工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:43KB

平成30年2月15日

県道綾川府中線（綾川工区）（綾南橋）交通安全施設工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:47KB

平成30年2月15日

府中ダム管理用制御処理設備等設計業務委託

PDF:80KB

県道大屋冨築港宇多津線（新坂江橋）道路維持修繕工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:53KB

平成29年12月27日

国道３１８号外１４線 道路維持修繕工事 路面下空洞調査業務委託

PDF:37KB

平成29年12月14日

香東川総合開発事業 椛川ダム 貯水池周辺斜面地質解析及び基本設計会議資料作成業務委託

PDF:88KB

平成29年12月12日

東部浄水系 新志度本線(2期区間)(上春日川橋箇所)送水管布設工事(推進工)施工管理業務委託

PDF:97KB

平成29年12月8日

五郷ダム ダム保全工事 利水放流設備設計業務委託

PDF:84KB

平成29年12月1日

香川県・高松市動物愛護センター（仮称）建築工事監理業務

PDF:102KB

平成29年12月1日

国道３７７号（多和工区）道路改修工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

平成29年12月1日

県道高松長尾大内線 地方特定道路整備工事 施工管理業務委託（その２）

平成30年2月8日

PDF:85KB

平成29年11月30日

（防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺綾歌線（中方橋）道路整備工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:105KB

平成29年11月17日

北川 河川改修工事（与一堰下部工） 施工管理業務委託

PDF:82KB

平成29年11月9日

香東川総合開発事業 椛川ダム 取水放流設備等修正設計業務委託

PDF:84KB

平成29年11月9日

（防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺綾歌線（中方橋）道路整備工事 施工管理業務委託

平成29年11月8日

都市計画基礎調査業務委託（その２）

PDF:84KB

平成29年11月8日

都市計画基礎調査業務委託（その１）

PDF:84KB

平成29年10月31日

殿川ダム外２ダム本体安定性検討業務委託

PDF:82KB

平成29年10月23日

香東川総合開発事業 椛川ダム本体建設工事（堤体工） 施工管理業務委

PDF:97KB

平成29年10月23日

香東川総合開発事業 椛川ダム本体建設工事（基礎処理工） 施工管理業務委託

PDF:96KB

平成29年10月19日

香東川総合開発事業 椛川ダム グラウチングデータ整理・解析業務委託

PDF:83KB

平成29年10月16日

県道琴平停車場琴平公園線電線共同溝引込管等工事（神明町通）１工区委託

PDF:37KB

平成29年10月13日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 綾川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:87KB

平成29年10月13日

河川等計画調査費 金倉川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:83KB

平成29年10月13日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:89KB

平成29年10月13日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 本津川 洪水浸水想定区域検討業務委託

PDF:87KB

平成29年10月10日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替市道建設工事（工事用道路）（西岸線第２１工区） 施工管理業務委託

PDF:98KB

平成29年10月10日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替市道建設工事（東岸線第６工区） 施工管理業務委託

PDF:97KB

平成29年10月6日

県道津田引田線（湊川下橋）道路維持修繕工事 施工管理業務委託

PDF:87KB

平成29年10月6日

県道津田引田線（湊川下橋）道路維持修繕工事（塗装工） 施工管理業務委託

PDF:88KB

平成29年10月2日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 春日川改修工事（橋梁下部工）施工管理業務委託

PDF:99KB

平成29年9月28日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 高瀬川 改修工事（橋梁上部工）施工管理業務委託

PDF:90KB

平成29年9月27日

県道琴平停車場琴平公園線電線共同溝引込管等工事（神明町３）委託

PDF:38KB

平成29年9月19日

中讃流域下水道（大束川処理区）幹線管渠調査評価業務委託

PDF:87KB

平成29年9月19日

中讃流域下水道（金倉川処理区）幹線管渠調査評価業務委託

PDF:87KB

平成29年9月19日

香川県中讃流域下水道 下水道ストックマネジメント計画策定業務委託

PDF:87KB

PDF:103KB

平成29年9月15日

（防災・安全社会資本整備交付金）中西西川 通常砂防工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

平成29年9月15日

（防災・安全社会資本整備交付金）津柳八の谷川 通常砂防工事 施工管理業務委託

PDF:84KB

平成29年8月30日

五郷ダム 耐震性能解析業務委託

PDF:82KB

平成29年8月28日

県道志度山川線（中津橋） 交通安全施設工事 橋梁詳細設計業務委託

PDF:35KB

平成29年8月24日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 地質調査業務委託

PDF:81KB

平成29年8月17日

長柄ダム再開発事業 資料整理業務委託

PDF:83KB

平成29年8月17日

香東川総合開発事業 椛川ダム 堤体コンクリート用骨材評価業務委託

PDF:84KB

平成29年8月14日

予讃線海岸寺・詫間間３９ｋ６３０ｍ付近道路改良工事の実施に係る協定

PDF:38KB

平成29年8月10日

長柄ダム再開発事業 長柄ダム環境調査業務委託

PDF:83KB

平成29年8月10日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 五名ダム環境調査業務委託

PDF:84KB

平成29年8月10日

ダム管理施設長寿命化計画修正業務委託

PDF:81KB

平成29年8月4日

中讃流域下水道（大束川処理区）幹線管渠耐震診断（詳細診断）業務委託

PDF:88KB

平成29年8月3日

木庄川外２河川 津波等対策河川工事 河川堤防耐震性能照査業務委託

PDF:87KB

平成29年8月3日

大束川外３河川 津波等対策河川工事 河川堤防耐震性能照査業務委託

PDF:85KB

平成29年8月3日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 全体計画作成業務委託（その２）

PDF:84KB

平成29年8月3日

亀水川外２河川 津波等対策河川工事 河川堤防耐震性能照査業務委託

PDF:86KB

平成29年8月1日

（道路計画調査費）香川県歩行者等関連事故抑止対策検討業務委託

PDF:36KB

平成29年7月18日

県道円座香南線（西山崎南工区） 道路改修工事 施工管理業務委託（その１８）

PDF:98KB

平成29年7月6日

観音寺港 港湾維持修繕工事（港町地区）施工管理業務委託

PDF:104KB

平成29年7月5日

予讃線観音寺・豊浜間昭和大橋こ線橋補修工事の実施に係る協定

PDF:38KB

平成29年7月4日

備讃瀬戸海域流別下水道整総合計画 調査業務委託

PDF:87KB

平成29年6月29日

湊川総合開発事業 五名ダム再開発 水質予測概略検討業務委託

PDF:85KB

平成29年6月29日

長柄ダム再開発事業 水質予測概略検討業務委託

PDF:84KB

平成29年6月26日

（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 本津川 改修工事（落合橋上部工）施工管理業務委託

PDF:99KB

平成29年6月9日

香川県建設業事業継続計画認定委託業務

PDF:47KB

平成29年6月8日

香東川総合開発事業 椛川ダム 管理設備実施設計業務委託

PDF:83KB

平成29年6月7日

香川県庁舎東館内部改修実施設計業務

PDF:56KB

平成29年5月18日

香東川総合開発事業 椛川ダム 基礎掘削面岩盤評価業務委託

PDF:84KB

平成29年5月18日

香東川総合開発事業 椛川ダム 施工実績分析評価業務委託

PDF:84KB

平成29年5月12日

県道高松長尾大内線 地方特定道路整備工事 施工管理業務委託

PDF:83KB

平成29年5月12日

県道鹿庭奥山線（鹿庭工区）道路改修工事 施工管理業務委託（その１）

PDF:86KB

平成29年5月12日

県道鹿庭奥山線（鹿庭工区）道路改修工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:85KB

平成29年5月11日

県道多度津丸亀線（庄工区） 道路改修工事施工管理業務委託

PDF:103KB

平成29年5月11日

栗林公園旧日暮亭保存修理実施設計業務委託

PDF:105KB

平成29年4月27日

（防災・安全社会資本整備交付金）相津川 通常砂防工事 施工管理業務委託

PDF:46KB

平成29年4月27日

県道綾川府中線（綾川工区）（綾南橋）交通安全施設工事 施工管理業務委託（その１）

PDF:45KB

平成29年4月27日

県道綾川府中線（綾川工区）（綾南橋）交通安全施設工事 施工管理業務委託（その２）

PDF:45KB

平成29年4月27日

県道鴨川停車場五色台線 道路改修工事 施工管理業務委託

PDF:44KB

平成29年4月27日

県道川津丸亀線（土器川大橋）道路維持修繕工事 施工管理業務委託

PDF:46KB

平成29年4月27日

県道大屋冨築港宇多津線（新坂江橋）道路維持修繕工事 施工管理業務委託

PDF:48KB

平成29年4月24日

（防災・安全社会資本整備交付金） 春日川 津波等対策河川工事（第６工区） 施工管理業務委託

PDF:98KB

平成29年4月24日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替県道法面工事（田中第２７工区） 施工管理業務委託

PDF:96KB

平成29年4月24日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替県道法面工事（田中第２８工区） 施工管理業務委託

PDF:97KB

平成29年4月24日

香東川総合開発事業 椛川ダム 付替県道法面工事（田中第２９工区） 施工管理業務委託

PDF:97KB

平成29年4月3日

ダム保全事業 内海ダム 環境調査業務委託

PDF:84KB

平成29年4月3日

香東川総合開発事業 椛川ダム環境調査業務委託

PDF:83KB

