
担当課 工事名 工事場所 工事期間 工事概要 入札・契約方法 発注予定時期 備考

総務企画課 旧滝原小学校グラウンド外周舗装 滝原 3ヶ月 舗装工　Ａ＝６００㎡ 指名 6月

総務企画課 駒コミュニティセンター舗装 大内山 3ヶ月 舗装工　Ａ＝３５０㎡ 指名 5月

防災安全課 阿曽地区消防詰所建築工事 阿曽 5ケ月 消防詰所A=100㎡ 指名 10月

防災安全課 阿曽地区消防詰所造成工事 阿曽 5ケ月 A=1,050㎡ 指名 5月

防災安全課 柏崎消防詰所造成工事 崎 5ケ月 A=2,300㎡ 指名 5月

防災安全課 わかば保育園取壊し工事 崎 5ケ月 A=800㎡ 指名 5月

環境水道課 野原墓地整備事業 野原 ３ヵ月 フェンス工　L＝110ｍ 指名 ４月

農林課 野原・林道羽ヶ広線舗装改修工事 野原 3ヶ月 As舗装工　L=114m 指名 4月

農林課 野原・林道間所線舗装工事 野原 3ヶ月 As舗装工　L=167m 指名 4月

農林課 打見・相原地区用水路改修外工事 打見 3ヶ月
水路工　L=26.5m
湧水処理工　L=26m

指名 9月
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農林課 金輪・林道芦谷線法面改良工事 金輪 5ヶ月 法面工　L=21m 指名 9月

農林課
金輪・坂口地区山林排水路整備工
事

金輪 5ヶ月 排水路工　L=70m 指名 9月

農林課 古里・高谷地区排水路改修工事 永会 5ヶ月 排水路工　L=90m 指名 9月

農林課
大内山間弓・奥ノ野地区頭首工新
設工事

大内山 7ヶ月 頭首工新設　N=1基 指名 9月

農林課
大内山駒・向井駒地区農道開設工
事

大内山 6ヶ月 農道開設　L=30m 指名 10月

農林課
大内山間弓・不動野沖地区用水路
改修工事

大内山 3ヶ月 用水路改修　L=70m 指名 10月

商工観光課 柏崎消防詰所横公園 崎 ５ヶ月
公園整備1.0式
駐車場整備工
構造物取壊し工

指名 9月

建設課 西沖大切線道路維持工事 野原 3ヶ月 L=100ｍ（U字溝240設置） 指名 ４月

建設課 相原西古谷線道路維持工事 打見 2ヶ月 L=110m（舗装打換） 指名 ４月

建設課 中川平見線道路維持工事 永会 2ヶ月 L=59.0m（舗装打換） 指名 ５月

建設課 旧国滝原1号線道路維持工事 滝原 3ヶ月
L=13.5m（暗渠排水Φ600設
置）

指名 ５月

建設課 注連小路線道路維持工事 柏野 2ヶ月
L= 192.8m　（舖装打換）
L=  10.0m　（舖装打換）

指名 ４月



建設課 海岸線外道路維持工事 錦 2ヶ月
（舖装打換　5箇所）
（歩道部補修　1式）

指名 ４月

建設課 築地3号線道路維持工事 錦 3ヶ月 L=63.0m　（側溝設置工） 指名 ５月

建設課
古里八ヶ河内線（上河内橋）橋梁
修繕工事

永会 4ヶ月 L=8.4m　W=3.9m（橋梁修繕） 指名 １０月

建設課
古里八ヶ河内線（河内橋）橋梁修
繕工事

永会 3ヶ月 L=3.3m　W=3.6m（橋梁修繕） 指名 １０月

建設課
奥河内線（大木戸橋）橋梁修繕工
事

阿曽 3ヶ月
L=6.0m　W= 3.0m（橋梁修
繕）

指名 １０月

建設課 旧国阿曽線道路改良工事 阿曽 3ヶ月
L=63.0m（道路拡幅・舖装
工）

指名 ８月

建設課 宮里線道路改良工事 柏野 3ヶ月 L=58.0m（側溝設置工） 指名 ５月

建設課
浅ヶ谷12号線（花園橋3）橋梁改良
工事

錦 4ヶ月 L=7.0m（橋梁幅員拡幅） 指名 ８月

建設課 浅ヶ谷2号線道路改良工事 錦 3ヶ月 L=30.0m（パラペット補強工） 指名 １０月

建設課 井良野6号線道路改良工事 大内山 3ヶ月 L=56.5m（側溝設置工） 指名 ４月

建設課 田柑子川河川改良工事 野原 3ヶ月
L=30.0m（プレハブ水路設置
工）

指名 １０月

水産課 錦魚市場舗装修繕 錦 3カ月 Ａ＝４６０㎡ 指名 5月



教育委員会
事務局

七保小学校駐車場舗装・法面修繕
工事

打見 3ヶ月
舗装工A=1,033ｍ2
法面工Ｌ=36m

指名 6月

教育委員会
事務局

大紀小学校外構整備工事 大内山 3ヶ月 野鳥観察小屋撤去　他 指名 6月

教育委員会
事務局

大宮小学校調理室床塗装工事 滝原 3ヶ月 施工面積A=220m2 指名 6月

教育委員会
事務局

コンベンションホール屋根改修工
事

崎 4ヶ月 A=1,360ｍ2 指名 10月

教育委員会
事務局

大紀町地域交流センター屋根改修
工事

阿曽 4ヶ月 屋根改修 指名 4月


