
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

建設課 金輪地内道路維持工事 金輪 ２ヶ月 L=210.0m（舗装工） 指　名 4月

建設課 滝原地内道路維持工事 滝原 ２ヶ月 L=62.5m（側溝工、舗装工） 指　名 4月

建設課 滝原地内道路維持工事 滝原 ３ヶ月 L=49.9m（側溝工、擁壁工、舗装工） 指　名 4月

建設課 滝原地内道路維持工事 滝原 ３ヶ月 L=50.3m（側溝工、石積工、舗装工） 指　名 5月

建設課 阿曽地内道路維持工事 阿曽 ２ヶ月 L=32.5m（側溝工、舗装工） 指　名 4月

建設課 阿曽地内道路維持工事 阿曽 ２ヶ月 L=60.5m（側溝工、舗装工） 指　名 9月

建設課 錦地内道路維持工事 錦 ２ヶ月 L=209.0m（舗装工） 指　名 9月

建設課 野原地内道路改良工事 野原 ３ヶ月 L=38.8m（擁壁工、舗装工） 指　名 9月

建設課 野原地内道路改良工事 野原 ３ヶ月 L=80.0m（側溝工、舗装工） 指　名 10月

建設課 永会地内道路改良工事 永会 ３ヶ月 L=86.8m（擁壁工、、舗装工） 指　名 4月

建設課 永会地内道路改良工事 永会 ３ヶ月 L=50.0m（側溝工、擁壁工、舗装工） 指　名 10月

建設課 永会地内道路改良工事 永会 ３ヶ月 L=49.5m（擁壁工、舗装工） 指　名 10月

建設課 滝原地内道路改良工事 滝原 ３ヶ月 L=69.0m（側溝工、擁壁工、舗装工） 指　名 10月

建設課 崎地内道路改良工事 崎 ３ヶ月 L=47.0m（側溝工、擁壁工、舗装工） 指　名 4月

建設課 崎地内道路改良工事 崎 ３ヶ月 L=15.5m（ブロック積工、石積工、舗装工） 指　名 4月

建設課 阿曽地内橋梁長寿命化修繕工事 阿曽 ３ヶ月 橋梁長寿命化修繕 指　名 10月

建設課 阿曽地内橋梁長寿命化修繕工事 阿曽 ３ヶ月 橋梁長寿命化修繕 指　名 10月

建設課 永会地内河川維持工事 永会 ３ヶ月 L=45.0m（擁壁工、底張コンクリート工） 指　名 10月

建設課 崎地内河川改良工事 崎 ３ヶ月 L=106.6m（ブロック積工） 指　名 10月

建設課 錦地内河川改良工事 錦 ４ヶ月 L=49.0m（胸壁工、ブロック積工、排水工） 指　名 4月

建設課 錦地内河川改良工事 錦 ４ヶ月 L=61.6m（胸壁工、舗装工、排水工） 指　名 5月

建設課 錦地内河川改良工事 錦 ４ヶ月 L=64.0m（胸壁工、排水工） 指　名 5月
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農林課 新田・こらご地区農道舗装工事 野原 ２ヶ月 農道舗装 L=254m 指名 ８月

農林課 八軒屋地区用水路路肩改良工事 野原 ２ヶ月 用水路路肩改良 L=35m 指名 ９月

農林課 揚水機管理道改良工事 野添 ３ヶ月 管理道拡幅改良外 L=137m 指名 ７月

農林課 松葉坂地区用水路路肩改良工事 打見 ２ヶ月 用水路管理道土砂撤去 L=330m 指名 ９月

農林課 櫃井原・北野地区用水路改良工事 金輪 ３ヶ月 用水路谷横断部改良 L=10m 指名 ９月

農林課 槙ヶ野地区排水路法面改良工事 神原 ２ヶ月 排水路法面改良外 L=47m 指名 ９月

農林課 駒・向駒地区農道開設工事 大内山 ５ヶ月 農道開設 L=100m 指名 ６月

農林課 林道間所線舗装工事 野原 ２ヶ月 林道舗装 L=200m 指名 ９月

農林課 横掛谷改良工事 野添 ２ヶ月 床固工外 L=8m 指名 ９月

農林課 林道大紀南島線改良工事 阿曽 ３ヶ月 排水改良 L=122m 指名 ７月

農林課 勝瀬地区山林排水工事 阿曽 ２ヶ月 排水路改良 L=68m 指名 ５月

農林課 笠松作業道開設工事 柏野 ３ヶ月 作業道開設 L=229m 指名 １０月

環境水道課 古里墓地駐車場舗装工事 永会（古里） ３ヶ月 駐車場及び隣接道路舗装工　A=898㎡ 指名 ５月

水産課 つきいそ（自然石投入）工事 錦地先 ３ヶ月 自然石投入　Ｖ＝２，０３０㎥ 指名 ６月

防災安全課 減災対策防潮堤整備工事（向井） 錦 9ヶ月 防潮堤整備 指名 6月

防災安全課 減災対策防潮堤整備工事（築地） 錦 8ヶ月 防潮堤整備 指名 7月

生涯学習課 B＆G海洋センター温水プール増改築工事 大内山 3ヶ月 観客席設置 指名 5月

生涯学習課 古里地区グランドゴルフ場整備工事 古里 3ヶ月 トイレ設置、休憩所増築　他 指名 6月


