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中勢 近畿中部防衛局 調達部設備課 久居（５）空調設備改修機械その他工事 三重県津市 一般競争入札 管工事 第４／四半期 ２０箇月
隊舎（ＲＣ造４階建　約６，４００ｍ２）の空調設備改修に係る
機械工事、電気工事、建築工事

工事規模：１億円以上３億円未満

中勢 国税庁名古屋国税局
名古屋国税局
総務部会計課

津税務署
内装改修工事

三重県津市 三重県津市 一般競争入札 建築工事一式 第一四半期 約２ヶ月 内装改修

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　津北部地区維持修繕工事 四日市市 津市 一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約26ヶ月 道路維持修繕工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６８０百
万円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】【フレックス余裕期間約２ヵ
月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　津国道管内橋梁補修工事 津市 伊勢市 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約19ヶ月

【一般土木系】雲出大橋（上り）橋　橋梁補修（主に一般土
木系　断面修復工、支承補修工、当て板補修工）　１式、
（三渡大橋（上り）、宮川大橋（上り） 他）

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約２ヵ月】【難工事指定工事】
【施工箇所点在】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重河川国道管内路側整備工事 桑名郡木曽岬町 伊勢市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約7ヶ月 舗装工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約２ヵ月】【特例監理技術者配
置可能工事】【難工事指定工事】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重中南部路面管理工事

津国道維持出張所
管内

一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約15ヶ月
道路清掃工　１式、除雪工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】【フレックス余裕期間約３ヵ
月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　中村川河道整備工事 松阪市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ
低水護岸　Ｌ＝２００ｍ

【３月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理
技術者配置可能工事】【フレックス
余裕期間約３ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　櫛田川河道掘削工事 松阪市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

河道掘削　Ｖ＝２０千ｍ３
河川土工　１式　堤防養生工１式

【２月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理
技術者配置可能工事】【フレックス
余裕期間約３ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　雲出古川高峰堤防整備工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長　Ｌ＝１００ｍ　
築堤護岸　Ｌ＝１００ｍ　構造物撤去工　
河川土工　１式

【３月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約３ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　雲出川須ヶ瀬堤防整備工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ　
築堤護岸　Ｌ＝２００ｍ　
河川土工　１式

【３月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約３ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
紀勢国道事務所 令和５年度　４２号大台管内橋側歩道橋上部工事 多気郡多気町 多気郡大台町 一般競争入札 鋼橋上部工事 第２四半期 約18ヶ月

工事延長Ｌ＝６１ｍ
工場製作工　１式（鋼重約１６０．７ｔ）、工場製品輸送工　１
式、鋼橋架設工　１式（送出工法）、橋梁現場塗装工　１式、
橋梁付属物工　１式、鋼橋足場等設置工　１式、仮設工　１
式

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【施工能力評価Ⅰ
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
蓮ダム管理所 令和５年度　蓮ダム通信設備整備工事 松阪市飯高町 一般競争入札 通信設備工事 第２四半期 約6ヶ月 放流警報中継装置製造・設置　１式

【６月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
蓮ダム管理所 令和５年度　蓮ダム管内法面補修工事 松阪市飯高町 一般競争入札 維持修繕工事 第３四半期 約5ヶ月 法面工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【企業能力評価
型】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
蓮ダム管理所 令和５年度　蓮ダム維持工事 松阪市飯高町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約13ヶ月

河川土工　１式、除草工　１式、伐木除根工　１式、応急処
理工　１式、仮設工　１式

発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【企業能力評価
型】【参加者確認型契約方式】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局
蓮ダム管理所 令和５年度　蓮ダム機械設備修繕工事 松阪市飯高町 一般競争入札 機械設備工事 第２四半期 約17ヶ月

ダム用水門設備（ホロージェットバルブ）開閉装置更新　1基
ダム管理設備（水質保全設備）修繕　１式

【６月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

中勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　津松阪港津地区（栗真）堤防（改良）本体
工事

津松阪港内 一般競争入札 港湾土木工事 1 11 仮設工、土工、本体工106m 90百万円以上150百万円未満

中勢 財務省東海財務局
管財部

統括国有財産管理官
５

津東住宅外1住宅23量水器取替工事
三重県津市桜橋3丁
目81外

一般競争入札 管工事 第1四半期 約3.5か月 量水器取替（津市内2住宅3棟）

中勢 財務省東海財務局
管財部

統括国有財産管理官
５

久居東住宅外1住宅23建築改修工事
三重県津市久居井
戸山町字東野282番
外

一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 約7か月

外壁改修（津市内1住宅2棟）
鉄部塗装（津市内1住宅2棟）
ベランダ防水（津市内1住宅3棟）
屋根防水（津市内1住宅3棟）
宅配ロッカー設置（津市内2住宅3棟）
囲障（津市内1住宅2棟）

中勢 三重県 営繕課 大台警察署庁舎棟ほか建築工事
多気郡大台町上三
瀬字油谷

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約15ヶ月

庁舎棟　ＲＣ造 一部 Ｓ造　３階建
延べ面積　2,553.34 ㎡（新築）
附属棟１　Ｓ造　平屋建
延べ面積　178.75 ㎡（新築）

５億円以上

中勢 三重県 営繕課 身体障害者総合福祉センター外部改修工事 津市一身田大古曽 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約9ヶ月
RC造　平屋建　延べ面積　7,441.9㎡（防水改修、外壁改
修）

２億円以上５億円未満

中勢 三重県 営繕課 県営住宅一身田団地P5棟長寿命化型改善工事 津市一身田町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5ヶ月
PC造　4階建　延べ面積　1,614.48㎡（外壁改修、屋上防
水）

１．５千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 営繕課
県営住宅一身田団地P17棟長寿命化型改善及び住戸
内改善工事

津市一身田町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5.5ヶ月
PC造　4階建　延べ面積　1,614.48㎡（外壁改修、屋上防
水、内部改修6戸）

５千万円以上１億円未満

中勢 三重県 営繕課 県営住宅千里団地T13ほか解体工事 津市河芸町 一般競争入札 解体工事 第３四半期 約3ヶ月
Ｔ13棟　ＰＣ造　2階建　延べ面積　256.48㎡（解体）
Ｔ17棟　ＰＣ造　2階建　延べ面積　213.74㎡（解体）

１．５千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 営繕課 津工業高等学校普通教室棟外部及びトイレ改修工事 津市半田５３４ 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月
普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積4,413.00㎡（防水改
修、トイレ改修）

１億円以上２億円未満

中勢 三重県 営繕課 松阪工業高等学校普通教室棟トイレ改修工事 松阪市殿町１４１７ 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月
普通教室棟　ＲＣ造　４階建　延べ面積2,706.00㎡（トイレ改
修）

５千万円以上１億円未満

中勢 三重県 営繕課
相可高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工
事

多気郡多気町相可５
０

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約6.5カ月

普通教室棟　ＲＣ造　４階建　延べ面積1,636.00㎡（外壁改
修、防水改修、トイレ改修）
特別教室棟　ＲＣ造　４階建　延べ面積1,030.00㎡（外壁改
修、防水改修）

１億円以上２億円未満

中勢 三重県 営繕課 大台警察署庁舎棟ほか電気設備工事
多気郡大台町上三
瀬字油谷

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約15ヶ月 電気設備工事 ２億円以上

中勢 三重県 営繕課 三重県人権センター受変電設備改修工事 津市一身田 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約15ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上２億円未満

中勢 三重県 営繕課 三重県立美術館受変電設備改修工事 津市大谷町 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約17ヶ月 電気設備工事 ２億円以上

中勢 三重県 営繕課 いつきのみや歴史体験館空調設備改修工事 多気郡明和町斎宮 一般競争入札 管工事 第２四半期 約6ヶ月 空調設備改修工事 ３千万円以上７千万円未満

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 三重県 営繕課 大台警察署庁舎棟ほか機械設備工事
多気郡大台町上三
瀬字油谷

一般競争入札 管工事 第２四半期 約15ヶ月 機械設備工事 ２億円以上

中勢 三重県 津建設事務所 （一）二本木御衣田線道路改良工事 津市白山町二本木
津市白山町二本
木

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ヶ月

施工延長　L=200m　　幅員W=6.0(10.75）m　
　
排水構造物工　L=332m
擁壁工　A=59m2
アスファルト舗装工　A=2750m2

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一般国道３０６号舗装修繕工事 津市河芸町三行 津市河芸町三行 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約5ヶ月
延長 L=340.0m　幅員 W=7.25～8.50m
　切削オーバーレイ工　A=2,484m2

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 主要地方道久居美杉線舗装修繕工事（その２） 津市一志町大仰 津市一志町井生 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約5ヶ月
延長 L=646.3m　幅員 W=5.7m
　切削オーバーレイ工　A=3,680m2

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 主要地方道久居美杉線舗装修繕工事（その１） 津市久居西鷹跡町 津市久居元町 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約5ヶ月
延長 L=1,147.9m　幅員 W=2.5m
　歩道舗装打換え工　A=2,870m2
　舗装保護工　L=2,296m

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所
二級河川相川河川改修（新相川橋旧橋撤去工・下部
工）工事

津市藤方
津市高茶屋小森
上野町

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約１５ヶ月

施工延長　L=35m　　幅員　W=6.5(7.5）m　
　
上部工撤去工　L=30m
P１橋脚工　１基

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 二級河川相川河川改修（新相川橋堤脚水路工）工事 津市藤方 津市藤方 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約１０ヶ月
施工延長　L=122.5m
堤脚水路工　L=122.5m

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 津松阪港　令和3年災害埋塞対策(航路浚渫)工事 松阪市大口町 一般競争入札
土木一式工事(海

洋土木)
第１四半期 約７ヶ月 浚渫工　N=1式 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防(管理用道路)工事 松阪市六呂木町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ヶ月 管理用道路工　N=1式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一級水系櫛田川水系長谷(支川1)砂防(堰堤・管理用
道路)工事

多気町長谷 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ヶ月
堰堤工　N=１式
管理用道路工　N=1式

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市大里睦合町字
北傅

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約5ヶ月

山腹工  A=0.02ha
　簡易法枠吹付工　A=400.3m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市白山町上之村
字正住寺地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約5ヶ月

山腹工  A=0.01ha
　現場吹付法枠工　A=207.3m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市榊原町字北浦
地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約6ヶ月

山腹工  A=0.02ha
　現場吹付法枠工　A=410.5m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市榊原町字赤部
谷ほか地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約6ヶ月

山腹工  A=0.02ha
　現場吹付法枠工　A=324.9m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市榊原町字花掛
地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約5ヶ月

山腹工  A=0.05ha
  吹付法枠工枠内補修工
　A=555.8m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美里町日南田
字北出地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第２四半期 約7ヶ月

山腹工  A=0.05ha
  土留工（鋼）　L=8.0m　A=16.0m2
  現場吹付法枠工　A=450.0m2

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市一志町大仰字
上山地内

一般競争入札
とび・土工・コン

クリート工事
第１四半期 約5ヶ月

山腹工  A=0.01ha
  現場吹付法枠工　A=141.3m2

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 県営受託治山事業
津市白山町字伊勢
見地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約7ヶ月
山腹工  A=0.10ha
　　擁壁工（補強盛土工）A=576m2

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市芸濃町林
字三ツ谷　地内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約6ヶ月

山腹工
　現場吹付法枠工　A=613㎡
　土留工（かご）　L=30.0m

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美里町三郷字
杉地内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約5ヶ月

山腹工  A=0.01ha
　　落石固定工　1.0式

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美杉町八知
字深山口　地内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約7ヶ月

山腹工
　転石被覆工　A=612.3㎡
　落石防護柵　L=56.0m
　仮設工（モノレール）　1式

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美杉町八知
字下神河　地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ヶ月
落石防止壁緩衝材取替え
　　L=56.6m

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美杉町下多気
字上村地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約5ヶ月 谷止工　V=90.1ｍ3 ３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美杉町下之川
字宇都野　地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約5ヶ月
谷止工　2基

　V=143.9ｍ3　V=97.6m3 ３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 自然災害防止事業
津市美杉町八知
字新堂垣内　地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ヶ月
渓間工
  　流路工（ブ）L=43.2m

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 経ヶ峰線芸濃側(芸濃２工区）開設
津市芸濃町河内地
内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ヶ月 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所
白塚漁港　県営漁港海岸保全事業　１号陸閘製作据
付工事

津市白塚町 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約９か月 陸閘製作据付　Ｎ＝１基 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
西山地区高度水利機能確保基盤整備事業東沖その2
工事

多気郡多気町西山
地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ケ月
区画整理工　A=0.2ha
農業用用水路工　L=0.4km

３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
仁田地区高度水利機能確保基盤整備事業平谷その5
工事

多気郡多気町平谷
地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ケ月 ほ場整備工　A=1.0ha ３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所 県営林道野又越線大台側開設工事
多気郡大台町桧原
地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ケ月 道路開設工L=40m ３千万円以上５千万円未満
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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 三重県 松阪農林事務所
一志南部用水地区基幹農業水利施設ストマネ事業取
水施設整備その３工事

松阪市嬉野矢下町
地内　他

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約6ケ月 取水施設補修工　２箇所 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
黒部第１地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全
事業（繰）補修更新その７工事

松阪市高須町地内 一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約7ケ月

高須旧排水機場
ポンプ補機類補修更新工　２基

３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
黒部第１地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全
事業補修更新その８工事

松阪市高須町地内 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約6ケ月 建屋補修工　２棟 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
黒部第２地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全
事業（繰）補修更新その３工事

松阪市東黒部町地
内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約8ヶ月

東黒部（旧）排水機場
　２号主ポンプ整備　N=１基
　２号吐出弁　N=１基

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
三雲南部地区 基幹土地改良施設防災機能拡充保全
事業 津屋城排水機補修更新その１工事

松阪市嬉野津屋城
町地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約9ヶ月 ポンプ補修更新工　１基 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
土羽地区　命と暮らしを守る農道保全対策事業　舗装
その２工事

多気郡　多気町土羽
地内

一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約6ヶ月 表層工　A=4,000m2 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
坊谷池地区（緊急対策分）
県営ため池等整備事業　堤体工その１工事

松阪市小阿坂町地
内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ヶ月 堤体工　１式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所 県営林道三峰局ケ岳線田引側開設工事
松阪市飯高町赤桶
地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ケ月 道路開設工L=95m ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所 令和５年度予防治山事業（交付金）第２号工事（瀬戸）
松阪市飯南町有間
野字瀬戸地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ケ月 谷止工（木）　１基 ３千万円未満

中勢 三重県 北勢水道事務所 長良川導水施設撤去工事（二期）
岐阜県海津市海津
町 地内

一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 約9ヶ月 導水管撤去　80ｍ ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場非常用発電設備改良工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 電気 第２四半期 約３０ヶ月
発電設備更新　１式
燃料貯蔵槽設置　１式

３億円以上

中勢 三重県 中勢水道事務所 久居森分水ほか取引用流量計取替工事 津市森町ほか２箇所 － 一般競争入札 電気 第４四半期 約１０ヶ月 流量計取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 一志加圧ポンプ所運転制御設備改良工事 津市一志町波瀬 － 一般競争入札 電気 第２四半期 約１１ヶ月
運転制御設備改良　１式
計装設備改良　１式

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 一志波瀬分水ほか取引用流量計取替工事
津市一志町波瀬ほ
か３箇所

－ 一般競争入札 電気 第１四半期 約１０ヶ月 流量計取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場後次亜流量計改良工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 電気 第２四半期 約６ヶ月 流量計改良　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場中央監視制御装置ほか改良工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 電気 第２四半期 約７ヶ月 中央監視制御装置改良　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 量水装置取替工事（中工水流-15、16）
津市一志町片田ほ
か１箇所

－ 一般競争入札 電気 第４四半期 約１０ヶ月 量水装置取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所
量水装置取替工事(中工水流4、5、6、7、9松工水流
7、8）

松阪市小津町ほか６
箇所

－ 一般競争入札 電気 第１四半期 約１０ヶ月 量水装置取替　１式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 木造取水所自動水質計測装置取替工事 津市新家町 － 一般競争入札 電気 第１四半期 約９ヶ月 自動水質計測装置取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 新屋敷取水所３号取水ポンプ取替工事 松阪市新屋敷町 － 一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 約１０ヶ月 取水ポンプ取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場薬品注入設備点検工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 約６ヶ月
PAC注入設備点検　１式
次亜注入設備点検　１式
苛性注入設備点検　１式

３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場３号取水ポンプ分解点検工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 約９ヶ月 ポンプ分解点検　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場３号送水ポンプ分解点検工事 津市一志町高野 － 一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 約９ヶ月 ポンプ分解点検　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 一志加圧ポンプ所２号、５号送水ポンプ分解点検工事 津市一志町波瀬 － 一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約８ヶ月 ポンプ分解点検　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 新屋敷取水所３号加圧ポンプ分解点検工事 松阪市新屋敷町 － 一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約７ヶ月 ポンプ分解点検　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 大里浄水場ほか浄水処理設備点検工事
津市大里山室町地
内ほか2箇所

－ 一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約６ヶ月 浄水処理設備点検　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 内径250粍送水管布設替工事（松阪市嬉野見永町）
松阪市嬉野見永町
地内

－ 一般競争入札 土木一式 第１四半期 約８ヶ月 管布設工 L=1.6km １． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場新発電機棟建築工事【債務R5-R6】
津市一志町高野地
内

－ 一般競争入札 建築一式 第３四半期 約14ヶ月 新発電機棟　1棟 １． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所
大里浄水場 急速ろ過池改良工事（2系4号池ほか2
池）

津市大里町地内 － 一般競争入札 水道施設 第３四半期 約4ヶ月 ろ過池ろ床改良工　３池 １． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 内径700粍配水管布設工事（松阪市古井町ほか） 松阪市古井町ほか － 一般競争入札 土木一式 第１四半期 約８ヶ月 管布設工 L=400ｍ ７千万円以上１．５億円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 三重県 中勢水道事務所 内径700粍配水管推進工事（松阪市古井町ほか） 松阪市古井町ほか － 一般競争入札 土木一式 第１四半期 約８ヶ月 推進、管布設工　L=300m ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 新屋敷取水所さく井工事
松阪市新屋敷町地
内

－ 一般競争入札 さく井 第２四半期 約5ヶ月 ボーリング工　1式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 新屋敷取水所場内配管工事
松阪市新屋敷町地
内

－ 一般競争入札 土木一式 第２四半期 約5ヶ月 場内配管工　1式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 新屋敷取水所取水井機械電気計装設備改良工事 松阪市新屋敷町 － 一般競争入札 電気 第２四半期 約１３ヶ月
ポンプ設備設置　１式
計装設備設置　１式
運転制御設備設置　１式

５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場急速ろ過池電動弁取替工事(7、9号池)
津市一志町高野地
内

－ 一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約７ヶ月 電動弁取替工事　１式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場2系3号沈澱池耐震補強工事
津市一志町高野地
内

－ 一般競争入札 土木一式 第２四半期 約７ヶ月 沈澱池耐震補強工　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 穴倉川水管橋塗装塗替工事（長良系） 津市美里町地内 一般競争入札 塗装 第３四半期 約４ヶ月 水管橋塗装塗替工　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場ろ過池原水渠流入扉修繕工事
津市一志町高野地
内

一般競争入札 水道施設 第２四半期 約８ヶ月 流入扉修繕　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 中勢水道事務所管内　電気防食設備点検整備工事
津市一志町高野ほ
か

一般競争入札 電気 第３四半期 約３ヶ月 電気防食設備点検工　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場　機械設備点検整備工事
津市一志町高野地
内

一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約８ヶ月 機械設備点検整備　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場　汚泥脱水用機械設備点検整備工事
津市一志町高野地
内

一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 約９ヶ月 汚泥脱水用機械設備点検整備　１式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 高野浄水場　2系3号沈澱池汚泥掻寄機修繕工事
津市一志町高野地
内

一般競争入札 機械器具設置 第２四半期 約８ヶ月 汚泥掻寄機修繕　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 導水ポンプ所浸水対策工事 多気郡多気町鍬形 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約９ヶ月 導水ポンプ所浸水対策工　１式 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 内径350粍送水管布設替工事（相可～神坂その２） 多気郡多気町相可
多気郡多気町神
坂

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約９ヶ月
送水管布設替工　１式　
φ350　L=740m
φ200　L=800m

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場第１急速撹拌機ほか改良工事 多気郡多気町相可 一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約８ヶ月

急速撹拌機改良　　１式
廃液移送ポンプほか取替　１式

５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 南勢水道事務所管内電気防食設備点検工事 多気郡多気町鍬形 伊勢市朝熊町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約３ヶ月 電気防食設備点検　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場緩速撹拌機改良工事 多気郡多気町相可 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約10ヶ月 緩速撹拌機改良　　１式 １． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 片野水管橋ほか５橋塗装塗替工事
多気郡多気町片野
ほか

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約３ヶ月 水管橋塗装塗替工　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場配水池管理橋ほか塗装塗替工事 多気郡多気町相可 一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約３ヶ月
排水池管理橋ほか塗装塗替工
１式

３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所
多気浄水場機械設備点検整備工事(攪拌その他機械
設備)

多気郡多気町相可 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約6ヶ月

撹拌機械設備点検　１式
沈澱池汚泥掻寄設備点検　１式

３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場機械設備点検整備工事（ろ過設備） 多気郡多気町相可 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約5ヶ月 ろ過設備点検　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場機械設備点検整備工事（薬品注入設備） 多気郡多気町相可 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約5ヶ月 薬品注入設備点検　１式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場非常用発電設備改良工事
多気郡多気町相可
地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約１８ヶ月 非常用発電設備改良　１式 ３億円以上

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場中央監視設備改良工事
多気郡多気町相可
地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約８ヶ月 中央監視設備改良　1式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 多気浄水場無線設備取替工事
多気郡多気町相可
地内

一般競争入札 電気通信工事 第２四半期 約５ヶ月 無線設備取替　１式 ３千万円未満

中勢 三重県 南勢水道事務所 勢和加圧ポンプ所ポンプ分解点検工事
多気郡多気町古江
地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約９ヶ月 ポンプ設備分解点検　1式 ３千万円未満

中勢 三重県 三重県立一志病院 照明改修工事
津市白山町南家城６
１６

一般競争入札 電気設備工事 第１四半期 約6か月 院内の照明器具の改修工事を行う（LED照明に改修する） ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県
三重県立こころの医

療センター
東病棟内部改修工事 津市城山1丁目 一般競争入札 建築一式 第２四半期 約5ヶ月

病室個室化、浴室改築、廊下等塗装等にかかる建築工事、
電気設備工事、機械設備工事

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 警察本部 津南警察署大三警察官駐在所建築工事 津市白山町二本木 一般競争入札 建築工事 第１四半期 約6ヶ月 駐在所建築工事一式 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 警察本部 松阪警察署粥見警察官駐在所リフォーム工事 松阪市飯南町粥見 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約3ヶ月 駐在所リフォーム工事一式 ３千万円未満
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【中勢地区の発注見通し】
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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 三重県 警察本部 大台警察署栃原警察官駐在所リフォーム工事 多気郡大台町栃原 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約3ヶ月 駐在所リフォーム工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 松阪警察署朝見警察官駐在所解体工事 松阪市佐久米町 一般競争入札 解体工事 第４四半期 約2ヶ月 駐在所解体工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 津警察署ポンプエアシェルター設置工事 津市丸之内 一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 ポンプエアシェルター設置工事 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 コンフォール観音寺公共下水道接続工事 津市観音寺町 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 公共下水道接続工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 警察本部庁舎防火設備等修繕工事 津市栄町 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約4ヶ月 防火設備等修繕工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 警察本部非常用発電設備直流電源装置改修工事 津市栄町 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約4ヶ月 非常用発電設備直流電源装置改修工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 本部塔世寮杭撤去工事 津市高洲町 一般競争入札 解体工事 第１四半期 約2ヶ月 杭撤去工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 津警察署高圧受電設備更新工事 津市丸之内 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約5ヶ月 高圧受電設備更新工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部 三重県警察学校体育館改修工事 津市高茶屋 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約4ヶ月 体育館改修工事一式 ３千万円未満

中勢 三重県 警察本部
令和５年度　第１号　国補路側式道路標識設置工事
（建替）

津警察署管内 一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 路側式道路標識設置工事 ３千万円未満

中勢 三重県 災害対策推進課 防災通信ネットワーク(衛星系)整備工事
津市広明町１３番地　
ほか73箇所

一般競争入札 電気通信 第２四半期 約２６ヶ月 防災通信ネットワーク（衛星系）整備　　１式 ３億円以上

中勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

飯南高等学校
普通教室棟ほか
トイレ改修工事

松阪市飯南町粥見５
４８０－１

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約3か月
改修工事
ＲＣ造3階建て　延べ面積1,111㎡
※トイレ１系統（１～３階）ほかの改修

３千万円未満

中勢 松阪市 環境課 火葬炉改修工事（篠田山斎場） 久保町 随意契約
機械器具設置工

事
令和5年4月 6か月 火葬炉改修工事

中勢 松阪市 環境課
篠田山霊苑第3第4墓地駐車場墓衝突防止ポール設
置工事

久保町 入札 第3四半期 3か月 墓衝突防止ポール設置工事

中勢 松阪市 建設保全課 和田沖西沖道線線舗装修繕工事 外五曲町 入札 舗装工事 令和5年7月 2か月 舗装工　A=500m2

中勢 松阪市 建設保全課 県道東黒部早馬瀬線道路区画線修繕工事 魚見町 入札 路面標示工事 令和5年7月 2か月 区画線工　A=150m2

中勢 松阪市 建設保全課 出間4号線舗装修繕工事 出間町 入札 舗装工事 令和5年7月 2ヶ月 舗装工　A=600m2

中勢 松阪市 建設保全課 松ヶ崎堤防線舗装修繕工事 松ヶ島町 入札 舗装工事 令和5年6月 3ヶ月 舗装工　A=550m2

中勢 松阪市 建設保全課 高町排水路維持工事 高町 入札 土木一式 令和5年8月 3ヶ月 ボックスカルバート設置工　L=30m

中勢 松阪市 建設保全課 小黒田町舗装修繕工事 小黒田町 入札 舗装工事 令和5年5月 3ヶ月
舗装工　A=450m2
転落防止柵設置工L=100m

中勢 松阪市 建設保全課 愛宕高町堤防道線舗装修繕工事 宮町 入札 舗装工事 令和5年10月 2ヶ月 舗装工　A=200m2

中勢 松阪市 建設保全課 幸生里浦通り線道路修繕工事 幸生町 入札 土木一式 令和5年7月 3ヶ月 側溝工 L=55m

中勢 松阪市 建設保全課 上川町舗装修繕工事 上川町 入札 舗装工事 令和5年7月 2ヶ月 舗装工　A=200m2

中勢 松阪市 建設保全課 西野々町里1号線舗装修繕工事 西野々町 入札 舗装工事 令和5年10月 2ヶ月 舗装工　A=500m2

中勢 松阪市 建設保全課 田村町排水路維持工事 田村町外 入札 土木一式 令和5年11月 3ヶ月 側溝工　L=80m

中勢 松阪市 建設保全課 中万1号線道路修繕工事 中万町 入札 土木一式 令和5年11月 3ヶ月 側溝工　L=90m

中勢 松阪市 建設保全課 土ノ宮神社道線舗装修繕工事 朝田町 入札 舗装工事 令和5年10月 2ヶ月 舗装工　A=400m2

中勢 松阪市 建設保全課 雨田道線舗装修繕工事 和屋町 入札 舗装工事 令和5年10月 2ヶ月 舗装工　A=320m2

中勢 松阪市 建設保全課 岡山通学道線舗装修繕工事 岡山町 入札 舗装工事 令和5年7月 2ヶ月 舗装工　A=600m2

中勢 松阪市 建設保全課 野村4号線舗装修繕工事 野村町 入札 舗装工事 令和5年7月 2ヶ月 舗装工　A=250m2
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【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 松阪市 建設保全課 一本松殿村大足線舗装修繕工事 大足町 入札 舗装工事 令和5年7月 2ヶ月 舗装工　A=300m2

中勢 松阪市 建設保全課 殿村町舗装修繕工事 殿村町 入札 舗装工事 令和5年8月 2ヶ月 舗装工　A=200m2

中勢 松阪市 建設保全課 深長北村線道路修繕工事 深長町 入札 土木一式 令和5年11月 3ヶ月 側溝工 L=20m

中勢 松阪市 建設保全課 八重田殿村線舗装修繕工事 八重田町 入札 舗装工事 令和5年10月 2ヶ月 舗装工　A=250m2

中勢 松阪市 建設保全課 狭あい道路拡幅舗装整備工事（単価契約）
本庁・北部管内（都
市計画区域内）

入札 舗装工事 令和5年5月 10ヶ月
舗装工　一式
側溝工　一式

中勢 松阪市 建設保全課 松阪駅松阪港線舗装修繕工事 大口町 入札 舗装工事 令和5年9月 4ヶ月
切削オーバーレイ工  A=6900m2
舗装版クラック補修工 A=850m2
区画線工 L=3800m

中勢 松阪市 建設保全課 山室立野線舗装修繕工事 立野町 入札 舗装工事 令和5年11月 3ヶ月 切削オーバーレイ工  A=1400m2

中勢 松阪市 建設保全課 立野通り高田線道路修繕工事 立野町 入札 土木一式 令和5年8月 3ヶ月 側溝工 L=20m

中勢 松阪市 建設保全課 愛宕川・神道川除草等業務委託 朝日町外1町 入札 除草等業務委託 令和5年5月 6ヶ月
除草工　A=3,000m2
浚渫工　V=79m3
側溝清掃工　L=1,150m

中勢 松阪市 建設保全課 準用河川甚太川外２川河川維持業務委託 松ヶ島町外3町 入札 除草等業務委託 令和5年8月 3ヶ月
除草工　A=20.1千m2
清掃工　L=240ｍ

中勢 松阪市 建設保全課 準用河川前沖川・九手川除草等業務委託 久保町外2町 入札 除草等業務委託 令和5年8月 2ヶ月 除草工　A=15,000m2

中勢 松阪市 建設保全課 パークタウン学園前調整池外２２池管理業務委託 下村町外 入札 除草等業務委託 令和5年8月 3ヶ月
除草工　A=25.8千m2
清掃工　N=20箇所

中勢 松阪市 建設保全課 街路樹剪定委託(その1) 大黒田町外 入札 街路樹剪定委託 令和5年9月 4ヶ月 高木剪定工　N=280本

中勢 松阪市 建設保全課 街路樹剪定委託(その2) 宮町外 入札 街路樹剪定委託 令和5年9月 4ヶ月 高木剪定工　N=280本

中勢 松阪市 建設保全課 山室立野線外20線除草業務委託(その1) 山室町外 入札 除草等業務委託 令和5年5月 3ヶ月 除草工　A=25,000m2

中勢 松阪市 建設保全課 後藤外川原線外11線除草業務委託 高須町外 入札 除草等業務委託 令和5年5月 3ヶ月 除草工　A=14,000m2

中勢 松阪市 建設保全課 東黒部早馬瀬線除草業務委託 早馬線町外 入札 除草等業務委託 令和5年6月 6ヶ月 除草工　A=13,000m2

中勢 松阪市 建設保全課 山室立野線外31線維持業務委託 山室町外 入札 除草等業務委託 令和5年9月 3ヶ月 除草工　A=24,000m2

中勢 松阪市 建設保全課 小阿坂久米線舗装修繕工事 美濃田町 入札 舗装工事 令和5年5月 2ヶ月 舗装工　A=300m2

中勢 松阪市 上水道建設課 令和５年度上水道工事跡舗装復旧工事（単価契約） 市内一円 入札 土木一式 令和5年6月 ９か月 舗装復旧工　一式

中勢 松阪市 上水道建設課 愛宕町配水管布設替工事 愛宕町 入札 土木一式 第1四半期 7か月 配水管布設替　L=95ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 立野町送配水管布設替工事 立野町 入札 土木一式 第1四半期 7か月 送配水管布設替　L=480ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 小阿坂町送配水管布設替工事 小阿坂町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 送配水管布設替　L=720ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 西町外配水管布設替工事 西町外 入札 土木一式 第2四半期 7か月 配水管布設替　L=390ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 小片野町配水管布設替工事 小片野町 入札 土木一式 第2四半期 5か月 配水管布設替　L=300ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 大口町外配水管布設替工事 大口町外 入札 土木一式 第2四半期 6か月 配水管布設替　L=500ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 猟師町水管橋架替工事 猟師町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 配水管布設替　L=136ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 河川改修工事に伴う仮設配水管布設工事 下村町 入札 土木一式 第3四半期 5か月 仮設配水管　L=60ｍ

中勢 松阪市 上水道建設課 河川改修工事に伴う配水管布設替工事 松ヶ島町 入札 土木一式 第2四半期 6か月 配水管布設替　L=20m

中勢 松阪市 上水道建設課 河川改修工事に伴う配水管布設替工事 笹川町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 配水管布設替　L=50ｍ
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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 松阪市 水源管理課 第一調整池外光水位計更新工事 南虹ヶ丘町　外 入札 機械 第１四半期 9ケ月 水位計更新　９台

中勢 松阪市 生涯学習課 調理室整備委託
松阪市船江町
松阪公民館

随意契約
管工事・

内装仕上工事
令和5年5月 3か月

調理台・レンジフード設置、
給排水・ガス配管接続整備等

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 奥の広線舗装修繕工事 飯高町宮前 入札 舗装 令和5年5月 2ヶ月 Ｃｏ舗装　Ａ＝200㎡

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 北出線舗装修繕工事 飯南町粥見 入札 舗装 令和5年7月 2ヶ月 舗装　Ａ＝250㎡

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 森安城線舗装修繕工事 飯南町粥見 入札 舗装 令和5年10月 2ヶ月 舗装　Ａ＝250㎡

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 本郷神路山線舗装修繕工事 飯南町深野 入札 舗装 令和5年12月 3ヶ月 舗装　Ａ＝500㎡

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 波留線道路修繕工事 飯南町向粥見 入札 土木一式 令和5年10月 4ヶ月 側溝工　Ｌ＝70ｍ

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 松阪市飯高管内市道除草業務委託 飯高管内 入札 その他業務委託 令和5年7月 2ヶ月 除草工　Ａ＝5000㎡

中勢 松阪市
西部水道浄化槽事務

所
第5-401号飯南町深野配水管布設替工事 飯南町深野 入札 水道本管工事 第2四半期 8ヶ月 HPPEφ50～100　L=730m

中勢 松阪市
西部水道浄化槽事務

所
第5-501号飯高町宮本配水管布設替工事 飯高町宮本 入札 水道本管工事 第1四半期 3か月 DIP(GX)φ150　L=30m 、　撤去DIPφ150　L=60m

中勢 松阪市
西部水道浄化槽事務

所
第5-402号飯南町粥見配水管布設替工事 飯南町粥見 入札 水道本管工事 第3四半期 8か月 DIP(GX)φ150　L=550m

中勢 松阪市 農村整備課 朝見上地区舗装工事 朝田町外 入札 舗装工事 ８月 ４か月 舗装工　A=2600㎡

中勢 松阪市 農村整備課 ビーフロード道路修繕工事 阿波曽町 入札 土木一式 ５月 ３か月 道路修繕工　N=1式

中勢 松阪市 農村整備課 中ノ坪揚水機場分電盤改修工事 大津町 随意契約 電気 ９月 ３か月 分電盤改修工　N=1式

中勢 松阪市 農村整備課 上川町用水ゲート改修工事 上川町 随意契約 鋼構造物 ８月 ２か月 ゲート補修工　N=1式

中勢 松阪市 農村整備課 機殿下排水機場施設改修工事 東久保町 随意契約 機械 １０月 ６か月 排水ポンプ、主エンジンオーバーホール　N=1式

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 マンホールピット整備工事 小津町　外 一般競争入札 土木一式 第３四半期 3カ月 マンホールピット整備

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 中ノ庄第二排水機場施設改修工事 六軒町 随意契約 機械 第３四半期 6カ月 除塵機設備　一式

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 五主新排水機場高圧受電盤内機器更新修繕 五主町 随意契約 機械 第１四半期 １０カ月 高圧受電内遮断器等更新　一式

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 曽原第二排水機場バルコン修繕 曽原町 随意契約 機械 第１四半期 ６カ月 バルブコントロール更新　一式

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 上ノ庄排水機場シャッター修繕工事 中ノ庄町 随意契約 機械 第３四半期 ４か月 電動シャッター整備　一式

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 喜多村新田排水機場　場内整備工事 喜多村新田町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 3カ月 施工面積　A=約10立米

中勢 松阪市 北部農林水産事務所 西茂田池補修工事 嬉野田村町 一般競争入札 土木一式 第３四半期 5カ月
グラウド工法15本
堤体復旧延長　L=約50m

中勢 松阪市 林業振興課 林道トロセ線開設工事 嬉野上小川町 入札 土木一式 令和5年5月 9か月 施工延長L=270m 幅員W=3.0m

中勢 松阪市 林業振興課 林道唐谷線コンクリート路面工事 飯高町森 入札 土木一式 令和5年6月 4か月 施工延長L=300m 幅員W=3.0m

中勢 松阪市 下水道建設課 マンホールトイレ設置工事（その１） 京町 入札 土木一式 第2四半期 3か月 マンホールトイレ設置　１箇所

中勢 松阪市 下水道建設課 マンホールトイレ設置工事（その２） 早馬瀬町 入札 土木一式 第2四半期 3か月 マンホールトイレ設置　１箇所

中勢 松阪市 下水道建設課 マンホールトイレ設置工事（その３） 嬉野田村町 入札 土木一式 第2四半期 3か月 マンホールトイレ設置　１箇所

中勢 松阪市 下水道建設課
総合地震対策事業
汚水管渠地震対策化工事

市内全域 入札 土木一式 第2四半期 5か月 マンホール浮上防止工、可とう接手設置工

中勢 松阪市 下水道建設課 都市下水路草刈業務委託（その１） 宮町外 入札 除草業務 第1四半期 2か月 除草工　5,300ｍ2
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中勢 松阪市 下水道建設課 調整池草刈業務（その１） 広陽町外 入札 除草業務 第1四半期 2か月 除草工　10,000m2

中勢 松阪市 下水道建設課 都市下水路草刈業務委託（その２） 宮町外 入札 除草業務 第3四半期 2か月 除草工　5,300ｍ2

中勢 松阪市 下水道建設課 調整池草刈業務（その２） 広陽町外 入札 除草業務 第3四半期 2か月
除草工　29,000m2
側溝清掃　250m

中勢 松阪市 下水道建設課 導水路維持管理工事 末広町 入札 土木一式 第1四半期 3か月 浚渫工・除草工　１式

中勢 松阪市 下水道建設課 汚水管路修繕 日野町 入札 土木一式 第2四半期 3か月 マンホール取替修繕

中勢 松阪市 下水道建設課 松阪第１処理分区4－56号外汚水管渠工事 大黒田町 入札 土木一式 第１四半期 9ケ月 下水施工延長L=1611ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第１処理分区327-1号外汚水管渠及び配水管布
設替工事

小黒田町 入札 土木一式 第２四半期 8ケ月 下水施工延長L=729.9ｍ配水管延長L=690ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第１処理分区6-19号外汚水管渠及び配水管布
設替工事

駅部田町 入札 土木一式 第１四半期 8ケ月 下水施工延長L=943.6ｍ配水管延長L=850ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第１処理分区23号外汚水管渠及び配水管布設
替工事

大津町 入札 土木一式 第1四半期 8ケ月 下水施工延長L=914ｍ配水管延長L=660ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第3処理分区18-31号外汚水管渠及び配水管布
設替工事

上川町 入札 土木一式 第２四半期 6ケ月 下水施工延長L=498ｍ配水管延長L=520ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第3処理分区21-35号外汚水管渠及び配水管布
設替工事

久保町 入札 土木一式 第２四半期 8ケ月 下水施工延長L=805ｍ配水管延長L=860ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課 松阪第2処理分区松阪2-3号汚水幹線外管渠工事 平成町外 入札 土木一式 第２四半期 9ケ月 下水施工延長L=740ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第1処理分区56号外汚水管渠（375-1号雨水）及
び配水管布設替工事

石津町 入札 土木一式 第1四半期 6ケ月 下水施工延長L=300ｍ配水管延長L=160ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
愛宕川排水区 276号雨水管渠及び配水管布設替工
事

大黒田町 入札 土木一式 第2四半期 5ケ月 雨水施工延長L=51ｍ配水管延長L=60ｍ

中勢 松阪市 下水道建設課
松阪第1処理分区4-56号外汚水管渠に伴う配水管布
設替工事

大黒田町 入札 土木一式 第1四半期 9か月 配水管布設替φ150-50 L=1,150m

中勢 松阪市 下水道建設課 桜町１号雨水幹線管渠工事 桜町 入札 土木一式 第２四半期 7か月 低水路2200×700-1300　L=200ｍ

中勢 松阪市 土木課 星合舞出線(第2工区）道路改良工事 甚目町外 入札 土木一式 第1四半期 5カ月
施工延長 L=150m
Ｌ型擁壁工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 根木御麻生薗線道路改良工事 大河内町 入札 土木一式 第1四半期 6カ月
施工延長 L=210m
水路工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 松阪公園防犯カメラ設置工事 殿町 入札 電気工事 第1四半期 9カ月
防犯カメラ設置N=2基
公園灯設置N=1基

中勢 松阪市 土木課 中部台運動公園芝生管理業務委託 立野町 入札 土木一式 第1四半期 11カ月 芝生管理業務委託 N=1式

中勢 松阪市 土木課 中部台運動公園樹木管理業務委託 立野町 入札 土木一式 第1四半期 11カ月 樹木管理業務委託 N=1式

中勢 松阪市 土木課 公園樹木剪定施肥委託 京町 入札 土木一式 第1四半期 10カ月 都市公園剪定業務 N=1式

中勢 松阪市 土木課 三角公園他２６公園藤棚剪定施肥委託 愛宕町 入札 土木一式 第1四半期 10カ月 藤棚剪定業務 N=1式

中勢 松阪市 土木課 上川山添線道路改良工事 山添町 入札 土木一式 第2四半期 3カ月
施工延長 L=65m
舗装工、安全施設設置工

中勢 松阪市 土木課 小野薬王寺線道路改良工事 小野町 入札 土木一式 第2四半期 4カ月
施工延長 L=220m
側溝工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 外五曲伊勢寺線道路改良工事 茶与町 入札 土木一式 第2四半期 2カ月
施工延長 L=30m
舗装工、安全施設設置工

中勢 松阪市 土木課 月出線道路改良工事 飯高町月出 入札 土木一式 第1四半期 4カ月
施工延長 L=80m
法面保護工

中勢 松阪市 土木課 東出線道路改良工事 飯高町宮前 入札 土木一式 第2四半期 7カ月
施工延長 L=220m
側溝工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 伊勢寺小野上野線道路改良工事 小阿坂町 入札 土木一式 第2四半期 4カ月
施工延長 L=740m
舗装工

中勢 松阪市 土木課 曲西沖牛草線道路改良工事 曲町 入札 土木一式 第2四半期 3カ月
施工延長 L=250m
舗装工
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【中勢地区の発注見通し】
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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 松阪市 土木課 令和4年災第91号細野5号線道路災害復旧工事 阪内町 入札 土木一式 第2四半期 5カ月
復旧延長 L=9m
大型ブロック積工、
コンクリート舗装工

中勢 松阪市 土木課 蘭橋架替工事 柚原町 入札 土木一式 第2四半期 5カ月 橋梁上部工 N=1式

中勢 松阪市 土木課 日ノ広2号橋外3橋橋梁修繕工事 飯南町深野外 入札 土木一式 第2四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=4橋

中勢 松阪市 土木課 水通2号橋外3橋橋梁修繕工事 嬉野津屋城町外 入札 土木一式 第2四半期 5カ月 橋梁修繕工事 N=4橋

中勢 松阪市 土木課 二号橋外2橋橋梁修繕工事 飯南町深野外 入札 土木一式 第2四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=3橋

中勢 松阪市 土木課 中谷橋外3橋橋梁修繕工事 飯高町宮前外 入札 土木一式 第2四半期 5カ月 橋梁修繕工事 N=4橋

中勢 松阪市 土木課 太平橋外2橋橋梁修繕工事 飯高町栃谷外 入札 土木一式 第2四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=3橋

中勢 松阪市 土木課 中村川桜づつみ公園四阿設置工事 嬉野中川町 入札 土木一式 第2四半期 5カ月 四阿設置工 N=1棟

中勢 松阪市 土木課 東公園フェンス設置工事 東町 入札 土木一式 第2四半期 5カ月 フェンス設置工 L=90m

中勢 松阪市 土木課 猟師町公園フェンス設置工事 猟師町 入札 土木一式 第2四半期 4カ月 フェンス設置工 L=40m

中勢 松阪市 土木課 松阪市総合運動公園附帯工事 山下町 入札 土木一式 第2四半期 8カ月 伐採工 A=950m2

中勢 松阪市 土木課 松阪公園石垣除草業務委託 殿町 入札 土木一式 第2四半期 8カ月 除草工 A=7,000m2

中勢 松阪市 土木課 篠田山霊苑内急傾斜地法面対策工事 久保町外 入札 土木一式 第2四半期 6カ月 重力式擁壁工 L=100m

中勢 松阪市 土木課 谷線道路改良工事 大石町 入札 土木一式 第3四半期 2カ月
施工延長 L=50m
側溝工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 鎌田大平尾線道路改良工事 大平尾町 入札 土木一式 第3四半期 2カ月
施工延長 L=30m
小型擁壁工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 山室久保線道路改良工事 久保町 入札 土木一式 第3四半期 5カ月
施工延長 L=100m
舗装工、安全施設設置工

中勢 松阪市 土木課 星合舞出線(第2工区）道路改良工事(その2) 甚目町外 入札 土木一式 第3四半期 5カ月
施工延長 L=100m
Ｌ型擁壁工、舗装工

中勢 松阪市 土木課 蘭橋架替工事(その2) 柚原町 入札 土木一式 第3四半期 5カ月
仮橋撤去工 N=1式
取付道路工 N=1式

中勢 松阪市 土木課 林橋外1橋橋梁修繕工事 飯南町上仁柿外 入札 土木一式 第3四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=2橋

中勢 松阪市 土木課 古川橋外1橋橋梁修繕工事 飯南町下仁柿外 入札 土木一式 第3四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=2橋

中勢 松阪市 土木課 奥谷橋外2橋橋梁修繕工事 飯高町森外 入札 土木一式 第3四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=3橋

中勢 松阪市 土木課 円蔵寺橋橋梁修繕工事 嬉野上小原町 入札 土木一式 第3四半期 4カ月 橋梁修繕工事 N=1橋

中勢 松阪市 土木課 浸水対策事業　猟師ポンプ場施設整備工事 猟師町 随意契約 機械器具設置 第1四半期 10か月 電気設備更新　Ｎ＝１式

中勢 松阪市 土木課 浸水対策事業　幸生ポンプ場施設整備工事 幸生町 随意契約 機械器具設置 第2四半期 9か月 No.1ポンプ分解整備　Ｎ＝１基

中勢 松阪市 土木課 準用河川九手川河川改修工事 下村町 入札 土木一式 第2四半期 9か月
函渠工 Ｎ＝１式
仮設工 Ｎ＝１式

中勢 松阪市 土木課
総合雨水対策10か年戦略事業　準用河川甚太川河
川改修工事

松ヶ島町 入札 土木一式 第3四半期 6か月
築堤護岸工 Ｌ＝８０ｍ
橋梁下部工 N＝１基

中勢 松阪市 土木課 浸水対策事業　焼橋排水路改修工事 山室町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 自由勾配側溝工Ｌ＝１１０ｍ

中勢 松阪市 土木課 普通河川毛谷川河川改修工事 豊原町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 ボックスカルバート工Ｌ＝１０ｍ

中勢 松阪市 土木課 普通河川山村川河川改修工事 笹川町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 ボックスカルバート工Ｌ＝２０ｍ

中勢 松阪市 土木課 普通河川山下川河川改修工事 上川町 入札 土木一式 第3四半期 6か月
ﾌﾞﾛｯｸ積み護岸工 A＝８０ｍ２
付帯工 N＝１式
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【中勢地区の発注見通し】
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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 松阪市 土木課 浸水対策事業　上川排水路改修工事 上川町 入札 土木一式 第2四半期 7か月 U型水路工  L＝８０ｍ

中勢 松阪市 土木課 準用河川法浄寺川浚渫工事 西野町 入札 土木一式 第3四半期 5か月 浚渫工Ｌ＝１００ｍ

中勢 松阪市 土木課 準用河川岩内川浚渫工事 岩内町 入札 土木一式 第3四半期 5か月 浚渫工Ｌ＝３００ｍ

中勢 松阪市 土木課 準用河川中川浚渫工事 塚本町 入札 土木一式 第3四半期 5か月 浚渫工Ｌ＝１００ｍ

中勢 松阪市 土木課 普通河川勢々川浚渫工事 古井町 入札 土木一式 第3四半期 5か月
浚渫工Ｌ＝３００ｍ
付帯工 N＝１式

中勢 松阪市 土木課 4年災第86号準用河川三渡川河川災害復旧工事 小阿坂町 入札 土木一式 第3四半期 5か月
復旧延長 L＝３０．２ｍ
ﾌﾞﾛｯｸ積み護岸工 A＝１００ｍ２
付帯工 N＝１式

中勢 松阪市 北部建設保全事務所 準用河川小田川浚渫工事 上ノ庄町 入札 土木一式 第3四半期 5か月 浚渫工Ｌ＝１００ｍ

中勢 松阪市 営繕課 朝見地区市民センター倉庫改築工事 大宮田町 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 既設倉庫解体（12.7㎡）、プレハブ倉庫（13㎡）

中勢 松阪市 営繕課 射和地区市民センター倉庫改築工事 射和町 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 既設倉庫解体（12㎡）、プレハブ倉庫（9.7㎡）その他

中勢 松阪市 営繕課 花岡地区市民センター屋根外壁改修工事 大黒田町 入札 建築一式 令和5年10月 5か月 屋根・外壁の改修

中勢 松阪市 営繕課 中川新町交流センター屋根防水改修工事 嬉野中川新町 入札 防水工事 令和5年8月 3か月 屋上防水改修工事（ウレタン塗膜防水Ａ＝約400㎡）

中勢 松阪市 営繕課 嬉野地域振興局空調設備更新工事 嬉野町 入札 管工事 令和5年5月 6か月 ＧＨＰ更新室外機4台、室内機27台

中勢 松阪市 営繕課 飯高波瀬火葬場解体工事 飯高町加波 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 残骨収納庫、簡易焼却炉共、解体後砕石敷き

中勢 松阪市 営繕課 奥香肌キャンプ場施設解体工事 飯高町粟野 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 敷地内全施設解体工事

中勢 松阪市 営繕課 松阪市飯南体育センター照明器具改修工事 飯南町粥見 入札 電気工事 令和5年7月 5か月 照明ＬＥＤ化

中勢 松阪市 営繕課 飯南コミュニティセンター屋上防水改修他工事 飯南町粥見 入札 防水工事 令和5年9月 3か月 屋上防水改修工事（ウレタン防水）

中勢 松阪市 営繕課 飯南地域振興局高圧受電設備改修工事 飯南町粥見 入札 電気工事 令和5年6月 6か月 高圧受電設備改修工事

中勢 松阪市 営繕課 飯高老人福祉センター外壁改修工事 飯高町宮前 入札 建築一式 令和5年9月 3か月 外壁改修工事

中勢 松阪市 営繕課 そだちの丘外壁改修工事 久保町 入札 建築一式 令和5年8月 3か月 木外壁塗装、目隠しルーバー改修工事

中勢 松阪市 営繕課 カリヨンプラザ外壁塗装他改修工事 日野町 入札 塗装工事 令和5年9月 5か月 外壁塗装他改修工事

中勢 松阪市 営繕課 花岡分団車庫新築工事 大黒田町 入札 建築一式 令和5年4月 4か月 既設消防団車庫の解体、鉄骨造平屋建て車庫新築

中勢 松阪市 営繕課 中央分団車庫新築工事 京町 入札 建築一式 令和5年9月 4か月 既設消防団車庫の解体、鉄骨造平屋建て車庫新築

中勢 松阪市 営繕課 子ども支援研究センター屋上防水改修工事 川井町 入札 防水工事 令和5年4月 4か月 屋上防水改修工事(ウレタン塗膜防水）

中勢 松阪市 営繕課 中川こども園間仕切壁改修工事 嬉野中川町 入札 建築一式 令和5年5月 4か月 防火上主要な間仕切り壁の設置　工事7箇所他

中勢 松阪市 営繕課 三雲南こども園パーゴラ設置工事 小津町 入札 建築一式 令和5年10月 3か月 新設パーゴラ設置

中勢 松阪市 営繕課 第二保育園プール日除け設置工事 泉町 入札 建築一式 令和5年11月 3か月 プール日除け　Ａ＝25㎡程度、上部開閉式テント

中勢 松阪市 営繕課 東保育園プール日除け設置工事 東町 入札 建築一式 令和5年11月 3か月 プール日除け　Ａ＝20㎡程度、上部開閉式テント

中勢 松阪市 営繕課 駅部田保育園プール日除け設置工事 駅部田町 入札 建築一式 令和5年11月 3か月 プール日除け　Ａ＝20㎡程度、上部開閉式テント

中勢 松阪市 営繕課 鵲小学校運動場体育倉庫改築工事 笠松町 入札 建築一式 令和5年6月 3か月 校舎（旧公民館）解体、運動場体育倉庫改築工事

中勢 松阪市 営繕課 花岡小学校運動場体育倉庫改築工事 大黒田町 入札 建築一式 令和5年6月 3か月 木造校舎解体、運動場体育倉庫改築工事
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中勢 松阪市 営繕課 中原小学校運動場体育倉庫改築工事 嬉野田村町 入札 建築一式 令和5年6月 3か月 運動場体育倉庫改築工事

中勢 松阪市 営繕課 徳和小学校家庭科室改修工事 上川町 入札 建築一式 令和5年6月 3か月 家庭科室改修工事

中勢 松阪市 営繕課 徳和小学校校舎外壁・サッシ改修工事 上川町 入札 建築一式 令和5年4月 5か月 外壁等改修工事

中勢 松阪市 営繕課 中川小学校校舎外壁・サッシ改修工事 嬉野中川町 入札 建築一式 令和5年4月 5か月 外壁等改修工事

中勢 松阪市 営繕課 米ノ庄小学校資料室（旧園舎）解体工事 市場庄町 入札 建築一式 令和5年6月 2か月 資料室（旧園舎）解体工事

中勢 松阪市 営繕課 伊勢寺小学校高圧受変電設備改修工事 伊勢寺町 入札 電気工事 令和5年5月 6か月 高圧受変電設備改修工事

中勢 松阪市 営繕課 第二小学校高圧受変電設備改修工事 垣鼻町 入札 電気工事 令和5年5月 6か月 高圧受変電設備改修工事

中勢 松阪市 営繕課 松江小学校給排水設備改修工事 川井町 入札 管工事 令和5年5月 4か月 給排水設備改修工事

中勢 松阪市 営繕課 第五小学校外2校屋内運動場照明器具改修工事 久保町 入札 電気工事 令和5年5月 3か月
第五小学校、大河内小学校、山室山小学校屋内運動場照
明等改修工事

中勢 松阪市 営繕課 米ノ庄小学校外1校屋内運動場照明器具改修工事 荒木町 入札 電気工事 令和5年5月 3か月 港小学校、米ノ庄小学校屋内運動場照明等改修工事

中勢 松阪市 営繕課 三雲中学校校舎屋上防水改修工事 中道町 入札 防水工事 令和5年9月 3か月 屋上防水改修工事(ウレタン塗膜防水）

中勢 松阪市 営繕課 東部中学校多目的トイレ設置工事 魚見町 入札 建築一式 令和5年6月 3か月 多目的トイレ設置工事

中勢 松阪市 営繕課 中部中学校外壁等改修工事 立野町 入札 建築一式 令和5年5月 5か月 外壁等改修工事

中勢 松阪市 営繕課 久保中学校屋内運動場照明器具改修工事 垣鼻町 入札 電気工事 令和5年4月 4か月 屋内運動場照明ＬＥＤ化

中勢 松阪市 営繕課 徳和小学校給食室床改修工事 上川町 入札 建築一式 令和5年6月 2か月
塗床改修工事（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床129㎡、硬質ｳﾚﾀﾝ塗床25
㎡）

中勢 松阪市 営繕課 清生町団地C14棟手摺塗装他工事 垣鼻町 入札 建築一式 令和5年9月 4か月 ベランダ手摺塗装・防水改修工事

中勢 松阪市 営繕課 粥田団地C3棟手摺塗装及び外壁改修工事 田村町 入札 建築一式 令和5年9月 5か月 外壁塗装・ベランダ手摺塗装・防水改修工事

中勢 松阪市 営繕課 宮町団地C1棟手摺塗装及び外壁改修工事 宮町 入札 建築一式 令和5年9月 5か月 外壁塗装・ベランダ手摺塗装・防水改修工事

中勢 松阪市 営繕課 中万町団地C5棟物置改修工事 中万町 入札 建築一式 令和5年7月 4か月 プレハブ物置設置工事（24戸）

中勢 松阪市 営繕課 上川町団地C5・C6・C7・C8棟解体工事 上川町 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 簡易耐火2階建て解体工事（４棟）

中勢 松阪市 営繕課 若葉町団地老人児童会館解体他工事 若葉町 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 プレファブ平屋建て解体、花壇、フェンス、擁壁新設工事等

中勢 松阪市 営繕課 清生町団地C10棟給水システム改修工事 垣鼻町 入札 管工事 令和5年7月 5か月 高架水槽撤去、受水槽、ポンプ更新、揚水管更新等工事

中勢 松阪市 営繕課 粥田団地C4棟給水システム改修工事 田村町 入札 管工事 令和5年7月 5か月 高架水槽撤去、受水槽、ポンプ更新、揚水管更新等工事

中勢 松阪市 営繕課 篠田山斎場大規模改修工事 久保町 入札 建築一式 令和5年4月 8か月 大規模改修工事

中勢 松阪市 営繕課 ハートフルみくも保健福祉センター空調設備改修工事 曽原町 入札 管工事 令和5年7月 3か月 空調設備改修工事

中勢 松阪市 営繕課 機殿会館解体工事 六根町 入札 建築一式 令和5年10月 4か月 RC造解体工事

中勢 松阪市 営繕課 庁舎本館他照明LED化工事 殿町 入札 電気工事 令和5年8月 6か月 LED化工事

中勢 松阪市 北部上下水道事務所 嬉野津屋城町配水管布設替工事 嬉野津屋城町 入札 土木一式 第2四半期 5ヶ月 配水管φ150外L=600ｍ

中勢 松阪市 北部上下水道事務所 嬉野釜生田町配水管布設替工事 嬉野釜生田町 入札 土木一式 第2四半期 5ヶ月 配水管φ150外L=410ｍ

中勢 松阪市 北部上下水道事務所 三雲第1-1処理分区5-7号外汚水管渠工事 中道町外 入札 土木一式 第2四半期 6ヶ月
開削φ150外L=800ｍ、推進φ200L=280ｍ、マンホールポ
ンプ1基
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中勢 松阪市 北部上下水道事務所 三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 中道町外 入札 土木一式 第2四半期 6ヶ月 配水管φ150外L=80ｍ

中勢 松阪市 北部上下水道事務所 三雲第1-1処理分区3号外汚水管渠工事 中林町外 入札 土木一式 第2四半期 6ヶ月 開削φ150L=1030ｍ

中勢 松阪市 北部上下水道事務所 三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事（その2) 中林町外 入札 土木一式 第2四半期 6ヶ月 配水管φ150外L=380ｍ

中勢 多気町 建設課
町単維持補修事業　
町道6226号線外　舗装修繕工事

丹生 下出江 指名競争 舗装 R5.4月 R5.8月 舗装工事一式 2500000

中勢 多気町 上下水道課
公共下水道事業及び農業集落排水事業舗装復旧工
事

多気町地内 多気町地内 一般競争 舗装 R5.5月 R5.9月 舗装工事一式 5000000

中勢 多気町 上下水道課
多気町水道事業 
送配水管布設替工事

鍬形 鍬形 一般競争 土木一式 R5.5月 R6.3月
DIP　GXφ100　L=605m
DIP　GXφ150　L=650m
道路側溝300C L=397m

150000000

中勢 多気町 建設課
町単維持補修事業　
町道2187号線　維持補修工事

五佐奈 五佐奈 一般競争 土木一式 R5.5月 R5.9月 維持補修工事一式 4000000

中勢 多気町 建設課
町単維持補修事業　
町道4093号線外　舗装修繕工事

片野 朝柄 一般競争 舗装 R5.5月 R5.9月 舗装工事一式 3500000

中勢 多気町 建設課
町単維持補修事業　
町道0203号線　維持補修工事

三疋田 三疋田 指名競争 土木一式 R5.5月 R5.9月 維持補修工事一式 2500000

中勢 多気町 建設課
町単公共土木事業　
町道4032号線　舗装工事

波多瀬 波多瀬 一般競争 舗装 R5.6月 R5.10月 舗装工事一式 5000000

中勢 多気町 教育課 BANKYO文化会館多目的ホール改修工事 相可 相可 一般競争 建築一式 R5.6月 R6.1月 舞台・客席照明及び客席天井・床改修 223000000

中勢 大台町 建設課 大台町内除草工事（その１） 大台町　一円　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 100日間 除草工事（1回刈　29,900㎡）
予算額
　5,100千円

中勢 大台町 建設課 大台町内除草工事（その２） 大台町　一円　地内 指名競争入札 一般土木工事 第3四半期 100日間 除草工事（2回刈　29,900㎡）
予算額
　4,700千円

中勢 大台町 建設課 町道千代柳原線排水改良工事 大台町　千代　地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 115日間 延長L=165ｍ　側溝改修
予算額
　7,200千円

中勢 大台町 建設課 町道ナゴシ2号線排水改良工事 大台町　本郷　地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 105日間 延長L=90ｍ　側溝改修
予算額
　5,400千円

中勢 大台町 建設課 町道中街道線排水改良工事 大台町　粟生　地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 100日間 延長L=93ｍ　側溝改修
予算額
　5,000千円

中勢 大台町 建設課 町道中川原2号線排水改良工事 大台町　粟生　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 90日間 延長L=52ｍ　側溝改修
予算額
　3,500千円

中勢 大台町 建設課 町道神瀬中央線排水改良工事 大台町　神瀬　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 125日間 延長L=181ｍ　側溝改修
予算額
　8,600千円

中勢 大台町 建設課 町道中央第２号線側溝蓋設置工事
大台町　下三瀬　地
内

指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 85日間 延長L=150ｍ　側溝蓋設置
予算額
　2,600千円

中勢 大台町 建設課 町道下出下通線排水改良工事 大台町　上菅　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 90日間 延長L=22ｍ　側溝改修
予算額
　2,800千円

中勢 大台町 建設課 町道八丁古佐原線排水改良工事 大台町　佐原　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 115日間 延長L=114ｍ　側溝改修
予算額
　6,500千円

中勢 大台町 建設課 町道新大杉谷線落石防止柵補修工事 大台町　岩井　地内 指名競争入札 一般土木工事 第1四半期 95日間 延長L=72ｍ　防護柵補修
予算額
　3,900千円

中勢 大台町 建設課 町道ヒワラ線路側補修工事 大台町　桧原　地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 165日間 延長L=72ｍ　ブロック積
予算額
　22,000千円

中勢 大台町 建設課 町道グリーンプラザ線舗装工事 大台町　新田　地内 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 70日間 延長L=96ｍ　舗装工
予算額
　4,500千円

中勢 大台町 建設課 町道中川原線舗装工事 大台町　粟生　地内 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 60日間 延長L=146ｍ　舗装工
予算額
　3,500千円

中勢 大台町 建設課 町道中山線舗装工事
大台町　下真手　地
内

指名競争入札 舗装工事 第2四半期 75日間 延長L=250ｍ　舗装工
予算額
　5,700千円

中勢 大台町 建設課 町道浦谷線舗装工事
大台町　小切畑　地
内

指名競争入札 舗装工事 第2四半期 85日間 延長L=450ｍ　舗装工
予算額
　9,000千円

中勢 大台町 建設課 町道下三瀬坂瀬線舗装工事
大台町　下三瀬　地
内

指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 75日間 延長L=110ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工
予算額
　6,500千円

中勢 大台町 建設課 町道佐原寺下線舗装工事 大台町　佐原　地内 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 75日間 延長L=70ｍ　舗装工
予算額
　6,500千円

中勢 大台町 建設課 町道上三瀬空出線道路改良工事
大台町　上三瀬　地
内

指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 120日間 延長L=75ｍ　擁壁工
予算額
　8,000千円
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中勢 大台町 建設課 町道本田木屋線道路改良工事
大台町　本田木屋　
地内

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 200日間 延長L=102ｍ　ブロック積工
予算額
　40,800千円

中勢 大台町 建設課 江原橋橋梁修繕工事
大台町　江馬・茂原
地内

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 450日間
橋梁L=141ｍ　橋梁塗膜PCB除去
橋梁塗装工

予算額
　262,500千円

中勢 大台町 建設課 島谷５号橋橋梁修繕工事 大台町　南地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 130日間
橋梁L=6.1ｍ
床固工、護岸根継工　他

予算額
　7,000千円

中勢 大台町 建設課 大滝橋橋梁修繕工事 大台町　　菅合地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 145日間
橋梁L=8.6ｍ                          橋台沓座拡幅工、竪壁補修
工　他

予算額
　9,500千円

中勢 大台町 建設課 滝水橋橋梁修繕工事 大台町　滝谷地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 170日間
橋梁L=80ｍ
橋脚底版修繕工　他

予算額
　15,600千円

中勢 大台町 建設課 喜世谷1号橋橋梁修繕工事 大台町　弥起井地内 指名競争入札 一般土木工事 第2四半期 115日間
橋梁L=12ｍ
上部工塗装塗替え工　他

予算額
　4,600千円

中勢 大台町 建設課 北畠谷川河川改修工事 大台町　上三瀬地内 指名競争入札 一般土木工事 第3四半期 130日間 延長L＝70ｍ　ブロック積
予算額
　21,000千円

中勢 大台町 生活環境課 東部浄水場　逆洗ポンプ・排水移送ポンプ修繕工事 大台町　南　地内 随意契約 機械設備工 第1四半期 120日間 逆洗ポンプ・排水移送ポンプ修繕工　N=1.0式
予算額
　3,500千円

中勢 大台町 生活環境課 日進川添・三瀬谷連絡管布設工事（第2工区）
大台町　長ケ・高奈　
地内

指名競争入札 管工事 第2四半期 120日間
配水管布設工
HPPE　φ150　L=690m

予算額
　60,000千円

中勢 大台町 生活環境課 町道東道2号線配水管布設工事 大台町　新田　地内 指名競争入札 管工事 第1四半期 120日間
配水管布設工
HPPE　φ75　L=160m

予算額
　11,000千円

中勢 大台町 生活環境課 栃原地内配水管布設替工事 大台町　栃原　地内 指名競争入札 管工事 第1四半期 120日間
配水管布設替工
HPPE　φ50　L=160m

予算額
　3,000千円

中勢 大台町 生活環境課 長ケ地内配水管布設替工事 大台町　長ケ　地内 指名競争入札 管工事 第1四半期 120日間
配水管布設替工
HPPE　φ75　L=350m

予算額
　21,000千円

中勢 大台町 生活環境課 県道大台ヶ原線（桧原地内）配水管布設替工事 大台町　桧原　地内 指名競争入札 管工事 第2四半期 150日間
配水管布設替工
HPPE　φ150　L=120m

予算額
　12,000千円

中勢 大台町 生活環境課 国号422号（栗谷地内）配水管布設替工事 大台町　栗谷　地内 指名競争入札 管工事 第1四半期 150日間
配水管布設替工
HPPE　φ150　L=160m

予算額
　14,000千円

中勢 大台町 生活環境課 国号422号（滝谷地内）導水管布設替工事 大台町　滝谷　地内 指名競争入札 管工事 第2四半期 150日間
配水管布設替工
HPPE　φ200　L=80m

予算額
　11,000千円

中勢 大台町 生活環境課 県道大台宮川線（天ヶ瀬地内）配水管布設替工事
大台町　天ヶ瀬　地
内

指名競争入札 管工事 第2四半期 150日間
配水管布設替工
HPPE　φ100　L=200m

予算額
　13,000千円

中勢 大台町 生活環境課 町道千代柳原線配水管布設替工事 大台町　千代　地内 指名競争入札 管工事 第2四半期 120日間
配水管布設替工
HPPE　φ75　L=90m

予算額
　5,700千円

中勢 大台町 生活環境課 浄化槽設置工事
大台町全域（下水道
処理区域を除く）

指名競争入札
又は、

随意契約
管工事 第１～４四半期 60日間 合併浄化槽設置　Ｎ＝30基

予算額　40,000千円
 5人槽 ✕ 27基
 7人槽 ✕ 2基
10人槽 ✕ 1基

中勢 大台町 生活環境課 クリーンピア宮川汚泥脱水機修繕工事 大台町下真手地内 随意契約 機械設備工 第１四半期 330日間 汚泥脱水機修繕　N=１式 予算額　28,270千円

中勢 大台町 生活環境課 クリーンピア宮川場内排水ポンプ更新工事 大台町下真手地内 指名競争入札 機械設備工 第１四半期 180日間 ポンプ　N＝1式 予算額　5,940千円

中勢 大台町 生活環境課 クリーンピア宮川PACポンプ更新工事 大台町下真手地内 指名競争入札 機械設備工 第１四半期 180日間 ポンプ　N＝1式 予算額　2,900千円

中勢 大台町 産業課 大台町ふるさと耕房解体工事 大台町　長ケ　地内 指名競争入札 解体工事 第1四半期 ９０日間
施設解体工事
木造平屋建て395㎡

予算額
　16,500千円

中勢 大台町 産業課 奥伊勢フォレストピア大浴場三方弁修繕工事 大台町　薗　地内 随意契約 修繕工事 第1四半期 240日間 三方弁更新工事
予算額
　2,530千円

中勢 大台町 産業課 奥伊勢フォレストピア浄化槽工事 大台町　薗　地内 指名競争入札 修繕工事 第1四半期 240日間
マンホールポンプの更新
制御盤設置等電気配線工

予算額
　2,860千円

中勢 大台町 総務課 庁舎照明器具ＬＥＤ更新工事 大台町　佐原　地内 指名競争入札 電気工事 第2四半期 150日間
役場庁舎ＬＥＤ更新
照明器具取替　N＝669基
その他照明設備取替　Ｎ=50基

予算額
　39,100千円

中勢 大台町 総務課 旧日進保育園解体工事 大台町　新田　地内 指名競争入札 解体工事 第1四半期 120日間
解体工　A=458.79㎡
RC造平屋建て

予算額
　19,500千円

中勢 大台町 総務課 防災行政無線更新整備工事 大台町　一円　地内 一般競争入札 電気通信工事 第1四半期 約32ヶ月
防災行政無線（同報系）の更新
防災行政無線（移動系）の更新

予算額
　396,836千円

中勢 大台町 町民室 火葬炉制御盤修繕工事 大台町上真手地内 随意契約 その他 第1四半期 300日 火葬炉制御盤部品交換　３箇所
予算額
　３，４６５千円

中勢 大台町 教育課 大台中学校屋上等防水改修工事　１期工事（校舎）
大台町　上三瀬　地
内

一般競争入札 防水改修工事 第1四半期 180日間
建築改修工事　　　　1式
電気設備改修工事　1式
機械設備改修工事　1式

予算額
　228,994千円

中勢 大台町 教育課 特天カモシカ食害対策柵設置工事 大台町　薗他　地内 指名競争入札 柵設置工事 第2四半期 180日間
防護柵設置工事　　　１式
　（薗、栗谷、御棟①②）

予算額
　5,000千円
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【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 伊勢自動車道　津管内舗装補修工事（2023年度）

三重県亀山市
～三重県多気郡多
気町
三重県多気郡多気
町
～三重県多気郡大

一般競争 舗装工事 2023第２四半期 14

伊勢自動車道の伊勢関IC～勢和多気IC間および紀勢自動
車道の勢和多気IC～大宮大台IC間において、土工部およ
び橋梁部の損傷した舗装の補修を行う工事
  ・切削オーバーレイ工　約2.0万m2
  ・段差修正工　約2.0千m2
  ・床版防水工　約8.0千m2

3.5億円以上～7億円未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

伊勢自動車道　久居インターチェンジ可変式速度規制
標識設備改造工事

三重県津市 個別契約
交通情報設備工

事
2024第１四半期 9

久居インターチェンジにおいて、新規供用に伴う可変式速
度規制標識設備の改造を行う工事
・可変式速度規制標識設備　改造：1式

4億円未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 伊勢自動車道　波瀬川橋他１橋耐震補強工事

三重県津市久居明
神町～三重県松阪
市嬉野一志町

一般競争 土木補修工事 2023第１四半期 53

伊勢自動車道　久居IC～一志嬉野IC間に位置する波瀬川
橋他1橋の下部工においてRC巻立工法等による耐震補強
を施工する工事。
　橋梁数　2橋
　下部工補強（RC巻立）等　約15基

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

伊勢自動車道　津管内コンクリート構造物補修工事
（2024年度）

三重県津市芸濃町
～三重県津市戸木
町

公募併用型指名競争
入札方式

橋梁補修工事 2024第１四半期 12

伊勢自動車道の伊勢関IC～久居IC間において、コンクリー
ト構造物の補修を行う工事
　・断面修復工、はつり工　約11.0千L
　（PC上部工：約0.1千L、RC上部工：約5.5千L、下部工・そ
の他：約5.5千L）
　※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない

5億円未満

中勢 津市 河川排水推進室 白塚排水機場放流渠改築工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 水路工

中勢 津市 建設整備課 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その１） 美杉町八手俣地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 土工及び側溝工事

中勢 津市 建設整備課 半田久居線道路改良工事（その１） 半田地内 総合評価落札方式 土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 土工及び側溝工事

中勢 津市 建設整備課 雲出野田線道路改良工事 半田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 土工及び側溝工事

中勢 津市 津北工事事務所 片田地内道路改修工事 片田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 上浜町六丁目地内道路改修工事 上浜町六丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 東古河町地内道路改修工事 東古河町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 相生町地内道路改修工事 相生町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 東丸之内地内道路改修工事 東丸之内地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 下弁財町津興地内道路改修工事 下弁財町津興地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 寿町地内道路改修工事 寿町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 芸濃町椋本地内道路改修工事 芸濃町椋本地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 安濃町清水地内道路改修工事 安濃町清水地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 藤枝町御殿場海岸第２号線道路整備工事 藤方地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 本町１2号線道路整備工事 本町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 船頭町垂水線道路整備工事
八幡町津ほか２町地
内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 7 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 上浜町一身田町第１号線道路整備工事
上浜町一丁目及び
上浜町二丁目地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 7 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 島崎５号橋ほか４橋橋梁長寿命化修繕（上部工）工事 島崎町ほか４町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 橋梁補修工事

中勢 津市 津北工事事務所 田中８号橋ほか４橋橋梁長寿命化修繕（上部工）工事
片田田中町ほか３町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 橋梁補修工事

中勢 津市 津南工事事務所 香良洲町地内道路改修工事 香良洲町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 桜茶屋１３号線道路整備工事 高茶屋二丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 河川排水推進室 普通河川３０号川改修工事
久居一色町及び稲
葉町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 水路工

中勢 津市 河川排水推進室 垂水地内普通河川改修工事 垂水地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝工

中勢 津市 河川排水推進室 農業用ため池（北の池）調整池化整備工事 上浜町六丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 調整池化整備

中勢 津市 建設整備課 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その２） 美杉町下之川地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 土工及び法面工事

中勢 津市 建設整備課 半田久居線道路改良工事（その２） 半田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 土工及び側溝工事
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【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。
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地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 建設整備課 岩田池公園整備事業に伴う工事用道路整備工事
半田及び西阿漕町
岩田地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 土工

中勢 津市 建設整備課 井生波瀬線道路改良工事 一志町井生地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 側溝工事

中勢 津市 建設整備課 河芸町島崎町線道路改良工事 河芸町上野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 上浜町六丁目地内道路改修工事（その２） 上浜町六丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 大里窪田町地内道路改修工事 大里窪田町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 一身田大古曽地内道路改修工事 一身田大古曽地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 一身田上津部田地内道路改修工事
一身田上津部田地
内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 渋見町地内道路改修工事 渋見町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 大倉地内道路改修工事 大倉地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 柳山津興地内道路改修工事 柳山津興地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 神戸地内道路改修工事 神戸地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 擁壁工事

中勢 津市 津北工事事務所 大里睦合第２０号線道路整備工事 大里睦合町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事
河芸町上野及び河
芸町東千里地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 河芸町一色及び河芸町南黒田地内道路改修工事
河芸町一色及び河
芸町南黒田地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所
安濃町東観音寺及び安濃町田端上野地内排水路改
修工事

安濃町東観音寺及
び安濃町田端上野
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 水路工事

中勢 津市 津北工事事務所 美里町日南田地内道路改修工事 美里町日南田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 雲出野田線道路整備工事 藤方地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 片田田中地内道路改修工事 片田田中地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 偕楽霊苑内道路整備工事 観音寺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 準用河川生水川河道整備工事
安濃町東観音寺及
び安濃町川西地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 土砂撤去工事

中勢 津市 津北工事事務所 準用河川細石川河道整備工事 片田志袋町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 土砂撤去工事

中勢 津市 津北工事事務所 準用河川浄土寺川改修工事 安濃町浄土寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 擁壁工事

中勢 津市 津北工事事務所 普通河川東千里川改修工事 河芸町東千里地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 擁壁工事

中勢 津市 津南工事事務所 久居団地１１号線道路整備工事 久居野村町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 烏木１３号線ほか２線道路整備工事 久居烏木町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 久居小野辺町地内道路改修工事 久居小野辺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 城山一丁目及び城山二丁目地内道路改修工事
城山一丁目及び城
山二丁目地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 7 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 雲出長常町地内道路改修工事 雲出長常町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 側溝・擁壁及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 庄田町地内道路改修工事 庄田町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 稲葉町及び久居一色町地内道路改修工事
稲葉町及び久居一
色町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 側溝・擁壁及び舗装工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 津南工事事務所 榊原町地内道路改修工事 榊原町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 美杉町八手俣地内道路改修工事 美杉町八手俣地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 擁壁工事

中勢 津市
津駅前北部土地区画

整理事務所
津駅前北部土地区画整理事業に伴う宅地整地等工事 津市羽所町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 側溝及びブロック舗装、宅地整地工事

中勢 津市 農業基盤整備課 長岡町地内水路改修工事 長岡町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 農業用水路改修

中勢 津市 農業基盤整備課 河芸町西千里地内水路改修工事 河芸町西千里地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 農業用水路改修

中勢 津市 農業基盤整備課 白山町佐田地内水路改修工事 白山町佐田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 農業用水路改修

中勢 津市 農業基盤整備課 芸濃町中縄地内水路改修工事 芸濃町中縄地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 農業用水路改修

中勢 津市 農業基盤整備課 野田地内水路改修工事（その１） 野田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 農業用水路改修

中勢 津市 農業基盤整備課 小野平池堤体補修工事 芸濃町小野平地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 ため池堤体改修

中勢 津市 林業振興室 林道中畑線開設工事 美里町平木地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 開設工事

中勢 津市 林業振興室 林道河内谷線１号橋橋梁長寿命化修繕工事 榊原町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 橋梁修繕工事

中勢 津市 建設整備課 上浜町大谷町第１号線道路改良工事 大谷町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 6 か月間 道路改良工事

中勢 津市 建設整備課 大里睦合町第２０号線道路改良工事 大里睦合町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 3 か月間 道路改良工事

中勢 津市 津南工事事務所 雲出島貫町地内道路改修工事 雲出島貫町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 側溝・擁壁及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 雲出伊倉津町地内道路改修工事 雲出伊倉津町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 側溝・擁壁及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 一志町高野地内道路改修工事 一志町高野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 側溝・擁壁及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 白山町二俣地内道路改修工事 白山町二俣地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 5 か月間 側溝及び擁壁工事

中勢 津市 津南工事事務所 香良洲町地内排水路改修工事 香良洲町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 側溝及び舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 普通河川宇谷川及び普通河川こも坂川河道整備工事 美杉町八知地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 土砂撤去工事

中勢 津市 津南工事事務所 普通河川谷山川河道整備工事 美杉町奥津地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 5 か月間 土砂撤去工事

中勢 津市 津南工事事務所 高茶屋小森町地内排水路改修工事 高茶屋小森町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 3 か月間 擁壁工事

中勢 津市 津南工事事務所 普通河川西俣川改修工事 美杉町丹生俣地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 擁壁工事

中勢 津市 津南工事事務所 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事 高茶屋小森町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 4 か月間 擁壁及び舗装工事

中勢 津市 営繕課 津市モーターボート競走場スタンド棟改修工事 藤方地内 条件付一般競争入札 建築一式 第 １ 四半期 8 か月間 内装等改修工事

中勢 津市 営繕課
一志放課後児童クラブ整備に伴う津市とことめの里一
志改修工事

一志町井関地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 １ 四半期 5 か月間 内装等改修工事

中勢 津市 営繕課 津市上下水道庁舎給水車車庫改修工事 殿村地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 １ 四半期 5 か月間 改修工事

中勢 津市 営繕課 津市立西橋内中学校長寿命化改修（第二期）工事 東古河町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 １ 四半期 7 か月間 長寿命化改修工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。
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【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 営繕課 津市立東橋内中学校長寿命化改修工事 中河原地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 １ 四半期 7 か月間 長寿命化改修工事

中勢 津市 営繕課
（仮称）安東地区コミュニティ施設整備に伴う旧安東幼
稚園改修工事

納所町地内 総合評価落札方式 建築一式 第 １ 四半期 6 か月間 改修工事

中勢 津市 営繕課 白山庁舎アトリウム改修工事 白山町川口地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 ２ 四半期 5 か月間 改修工事

中勢 津市 市営住宅課 南阿漕２号館外壁その他改修工事 阿漕町津興地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 ２ 四半期 4.8 か月間 外壁等改修工事

中勢 津市 市営住宅課 ぜにやま団地１３号館外壁その他改修工事 神戸地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 ３ 四半期 3.5か月間 外壁等改修工事

中勢 津市 市営住宅課 青木団地屋根等修繕 芸濃町雲院林地内
事後審査型条件付一

般競争入札
屋根 第 １ 四半期 2.5 か月間 屋根修繕

中勢 津市 市営住宅課 藤ヶ丘団地屋根等修繕 芸濃町中縄地内
事後審査型条件付一

般競争入札
屋根 第 １ 四半期 2.5 か月間 屋根修繕

中勢 津市 営繕課 津市美里文化センター発電設備改修工事 美里町三郷地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 5 か月間 発電設備改修工事

中勢 津市 営繕課 三重短期大学校舎棟雷保護設備設置工事 一身田中野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 5 か月間 雷保護設備設置工事

中勢 津市 営繕課 津市敬和公民館拡声設備改修工事 寿町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 6 か月間 拡声設備改修工事

中勢 津市 営繕課 津市本庁舎変圧器等取替修繕 西丸之内地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 6 か月間 電気設備修繕

中勢 津市 事業推進課
津市モーターボート競走場競技運営用インカム改修
工事

藤方地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 3 か月間 場内インカム設備改修

中勢 津市 津北工事事務所 津駅一身田上津部田線道路照明灯修繕工事 大谷町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 4 か月間 照明灯工事

中勢 津市 市営住宅課
朝汐１号館アパートほか２棟遠隔水道メーター取替工
事

下弁財町津興地内
事後審査型条件付一

般競争入札
管 第 １ 四半期 3 か月間 遠隔水道メーター取替工事

中勢 津市 市営住宅課 西城山アパート１号館遠隔水道メーター取替工事 城山三丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
管 第 １ 四半期 3 か月間 遠隔水道メーター取替工事

中勢 津市 建設整備課 津興橋大規模更新事業橋梁（鋼橋上部工）新設工事 津興ほか２町地内 総合評価落札方式 鋼構造物 第 ３ 四半期 570 日間 上部工製作及び架設工事

中勢 津市 津北工事事務所 河芸町ほか７町地内道路改修（舗装）工事 河芸町ほか７町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 １ 四半期 4 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 椋本安西線道路整備（舗装）工事
芸濃町北神山及び
萩野地内

事後審査型条件付一
般競争入札

舗装 第 １ 四半期 4 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 殿舟団地第１号線道路整備（舗装）工事 小舟地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 １ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 白山芸濃線道路改良（舗装）工事
芸濃町椋本ほか２町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

舗装 第 １ 四半期 6 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 白山町南家城地内道路改修（舗装）工事 白山町南家城地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 １ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 香良洲町地内道路改修（舗装）工事 香良洲町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 １ 四半期 4 か月間 舗装工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 津北工事事務所 分部地内道路改修（舗装）工事 分部地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 2 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 上浜町五丁目地内道路改修（舗装）工事 上浜町五丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 2 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 高野尾町及び安濃町安濃地内道路改修（舗装）工事
高野尾町及び安濃
町安濃地内

事後審査型条件付一
般競争入札

舗装 第 ２ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 芸濃町北神山地内道路改修（舗装）工事 芸濃町北神山地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 西古河安東町第１号線道路整備（舗装）工事 安東町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 2 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 栗真海浜線道路改良（舗装）工事
白塚町及び栗真小
川町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

舗装 第 ２ 四半期 4 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 河芸環状線道路改良（舗装）工事
河芸町北黒田及び
河芸町南黒田地内

総合評価落札方式 舗装 第 ２ 四半期 5 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所
雲出長常町及び雲出本郷町地内道路改修（舗装）工
事

雲出長常町及び雲
出本郷町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

舗装 第 ２ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 高茶屋小森町地内道路改修（舗装）工事 高茶屋小森町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 羽野２０号線道路改良（舗装）工事 戸木町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ２ 四半期 6 か月間 舗装工事

中勢 津市 津南工事事務所 庄田榊原線道路改良（舗装）工事 榊原町地内 総合評価落札方式 舗装 第 ２ 四半期 6 か月間 舗装工事

中勢 津市 津北工事事務所 末広町地内道路改修（舗装）工事 末広町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 ３ 四半期 2 か月間 舗装工事

中勢 津市 市営住宅課 高洲住宅屋根塗装替え等修繕 高洲町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
塗装 第 ３ 四半期 2.5 か月間 屋根塗装修繕

中勢 津市 市営住宅課 大井住宅屋根塗装替え等修繕 中河原地内
事後審査型条件付一

般競争入札
塗装 第 ３ 四半期 2.5 か月間 屋根塗装修繕

中勢 津市 営繕課
旧津市白銀環境清掃センター浸出水処理施設防水改
修工事

片田田中町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
防水 第 ２ 四半期 4 か月間 防水改修工事

中勢 津市 営繕課 津市安芸・津衛生センター処理棟防水改修工事 安濃町妙法寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
防水 第 ２ 四半期 4 か月間 防水改修工事

中勢 津市 環境施設課 野田ポンプ場ポンプ設備（No.1ポンプ）更新工事 野田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 11 か月間 用水ポンプ更新工事

中勢 津市 建設整備課 香良洲高台防災公園整備工事 香良洲町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
造園 第 １ 四半期 8 か月間 植栽等

中勢 津市 津北工事事務所 志登茂園団地東公園及び一身田東公園整備工事
一身田町及び栗真
町屋町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

造園 第 １ 四半期 3 か月間 遊具工事

中勢 津市 津北工事事務所 長岡公園ほか２園整備工事 長岡町ほか２町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
造園 第 １ 四半期 4 か月間 遊具工事

中勢 津市 津北工事事務所 高松山団地東公園ほか３園整備工事
半田及び下弁財町
津興地内

事後審査型条件付一
般競争入札

造園 第 １ 四半期 4 か月間 遊具工事

中勢 津市 津南工事事務所 北口第一公園ほか６公園整備工事
久居北口町ほか３町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

造園 第 １ 四半期 5 か月間 遊具工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 津南工事事務所 緑の風公園改修工事 久居新町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
造園 第 ２ 四半期 3 か月間 ベンチ改修工事

中勢 津市 営繕課 津市立久居西中学校消火設備改修工事 久居一色町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
消防施設 第 １ 四半期 6 か月間 消火設備改修工事

中勢 津市 水道工務課 河芸町東千里地内配水管布設工事（本設） 河芸町東千里地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 藤方地内配水管布設工事 藤方地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 安濃町神田地内配水管布設工事 安濃町神田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 安濃町曽根地内配水管布設工事 安濃町曽根地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 7 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 相生町ほか2町地内配水管布設工事 相生町ほか２町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 森町地内配水管布設工事 森町地内 条件付一般競争入札 土木一式 第 １ 四半期 9 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 白山町八対野地内配水管布設工事 白山町八対野地内 条件付一般競争入札 土木一式 第 １ 四半期 9 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課 公共下水道事業に伴う河辺町地内配水管移設工事 河辺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う河芸町上野地内配水管移設工
事

河芸町上野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管移設工事 垂水地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課 堤防整備事業に伴う白塚町地内配水管移設工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 観音寺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う半田地内配水管移設工事（仮
設）

半田地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う一身田豊野地内配水管移設工
事

一身田豊野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
道路整備事業に伴う久居小野辺町及び城山三丁目地
内配水管移設工事

久居小野辺町及び
城山三丁目地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 6 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 下水道工務課 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事 豊が丘二丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 下水道管布設工事

中勢 津市 下水道工務課 清水処理分区公共下水道切替工事 河辺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 2 か月間 下水道管切替工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 安濃処理分区公共下水道工事
安濃町安濃及び安
濃町内多地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１４処理分区公共下水道工事（その１）
広明町及び大谷町
地内

総合評価一般競争入
札

土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１７－１処理分区公共下水道工事（その２） 渋見町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第３－２処理分区公共下水道工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１４処理分区公共下水道工事（その２） 大谷町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課
津北部第１５－１処理分区及び津北部第１６処理分区
公共下水道工事

観音寺町ほか２町地
内

総合評価一般競争入
札

土木一式 第 １ 四半期 8 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１７－１処理分区公共下水道工事（その１） 渋見町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 杜の街１号汚水幹線築造工事（その２）
河芸町西千里及び
河芸町上野地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１３処理分区公共下水道工事
羽所町及び栄町二
丁目地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 7 か月間 下水道管布設工事（開削）
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 下水道工務課 曽根西処理分区公共下水道工事 安濃町浄土寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 7 か月間 下水道管布設工事（推進）

中勢 津市 下水道工務課 片田井戸町地内下水道管移設工事（その１） 片田井戸町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 3 か月間 下水道管移設工事

中勢 津市 下水道工務課 白山町二本木地内下水道管布設替工事 白山町二本木地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 下水道管布設替工事

中勢 津市 下水道工務課 安濃町田端上野地内下水道管更生工事
安濃町田端上野地
内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 １ 四半期 4 か月間 下水道管更生工事

中勢 津市 下水道工務課 町屋第２雨水幹線築造工事 栗真町屋町地内
総合評価一般競争入

札
土木一式 第 １ 四半期 9 か月間 函渠工事

中勢 津市 営繕課 津市上下水道庁舎給水車車庫改修工事 殿村地内
事後審査型条件付一

般競争入札
建築一式 第 １ 四半期 4 か月間 車庫改修工事

中勢 津市 水道施設課 高野尾ポンプ場旧館電気設備更新工事 高野尾町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 12 か月間 電気設備更新工事

中勢 津市 水道施設課 河辺配水池非常用発電設備設置工事 河辺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 10 か月間 非常用発電設備設置工事

中勢 津市 下水道施設課 桜が岡ポンプ場遠方監視通信装置修繕 岩田地内 随意契約 電気 第 １ 四半期 10 か月間 遠方監視通信装置修繕

中勢 津市 下水道施設課 上浜第一排水機場高圧設備修繕 上浜町三丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 10 か月間 高圧設備修繕

中勢 津市 下水道施設課 殿舟団地共同汚水処理施設水質分析装置修繕 小舟地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 10 か月間 水質分析装置修繕

中勢 津市 下水道施設課 藤方西ポンプ場蓄電池修繕 藤方地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 10 か月間 蓄電池修繕

中勢 津市 水道施設課
河芸千里ヶ丘配水池及び芸濃中央配水池水位計取
替修繕

河芸町千里ヶ丘及
び芸濃町中縄地内

事後審査型条件付一
般競争入札

電気 第 １ 四半期 6 か月間 水位計取替修繕

中勢 津市 下水道施設課 小野平地区農業集落排水処理施設流量計修繕 芸濃町小野平地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 １ 四半期 10 か月間 流量計修繕

中勢 津市 水道工務課 稲葉町地内配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 稲葉町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
舗装 第 １ 四半期 3 か月間 舗装工事

中勢 津市 下水道施設課 桜橋ポンプ場コンベア修繕 桜橋三丁目地内 随意契約 機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 コンベア修繕

中勢 津市 水道施設課 安濃工業用水道ポンプ場１号取水ポンプ取替修繕 安濃町川西地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 6 か月間 取水ポンプ取替修繕

中勢 津市 水道施設課 久居金剛峰浄水場導水ポンプ取替修繕 榊原町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 8 か月間 導水ポンプ取替修繕

中勢 津市 下水道施設課 豊が丘団地共同汚水処理施設ブロワ修繕 豊が丘二丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 ブロワ修繕

中勢 津市 水道施設課
片田浄水場内分部ポンプ場ほか２施設ポンプ更新工
事

片田志袋町ほか２町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

機械器具設置 第 １ 四半期 9 か月間 ポンプ更新工事

中勢 津市 水道施設課 安濃妙法寺浄水場送水ポンプ等更新工事 安濃町妙法寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 9 か月間 送水ポンプ等更新工事

中勢 津市 一志事業所
白山真見二俣ポンプ場及び白山八対野ポンプ場送水
ポンプ更新工事

白山町真見及び白
山町八対野地内

事後審査型条件付一
般競争入札

機械器具設置 第 １ 四半期 9 か月間 送水ポンプ更新工事

中勢 津市 下水道施設課 古河排水機場ポンプ修繕 西古河町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 ポンプ修繕

中勢 津市 下水道施設課 石田排水機場ポンプ修繕 修成町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 ポンプ修繕

中勢 津市 下水道施設課 新町汚水中継ポンプ場ポンプ修繕 南新町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 ポンプ修繕

中勢 津市 下水道施設課 津市中央浄化センター駆動水ポンプ修繕 高洲町地内 随意契約 機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 駆動水ポンプ修繕

中勢 津市 下水道施設課 白塚排水機場傾斜コンベア修繕 白塚町地内 随意契約 機械器具設置 第 １ 四半期 10 か月間 傾斜コンベア修繕

中勢 津市 水道工務課 安濃町清水地内配水管布設工事 安濃町清水地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 7 か月間 配水管布設工事

中勢 津市 水道工務課
道路整備事業に伴う一身田大古曽地内配水管移設工
事

一身田大古曽地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う上浜町一丁目及び上浜町四丁
目地内配水管移設工事

上浜町一丁目及び
上浜町四丁目地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 配水管移設工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う渋見町及び長岡町地内配水管
移設工事

渋見町及び長岡町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う上浜町六丁目及び大谷町地内
配水管移設工事

上浜町六丁目及び
大谷町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う観音寺町及び広明町地内配水
管移設工事

観音寺町及び広明
町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う江戸橋一丁目地内配水管移設
工事

江戸橋一丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う鳥居町及び観音寺町地内配水
管移設工事

鳥居町及び観音寺
町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う観音寺町ほか2町地内配水管
移設工事

観音寺町ほか2町地
内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事
（その２）

白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う鳥居町及び観音寺町地内配水
管移設工事（その２）

鳥居町及び観音寺
町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課 道路整備事業に伴う一身田町地内配水管移設工事 一身田町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事
(その２）

観音寺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課 公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 水道工務課
公共下水道事業に伴う一身田上津部田及び観音寺町
地内配水管移設工事

一身田上津部田及
び観音寺町地内

事後審査型条件付一
般競争入札

土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 配水管移設工事

中勢 津市 安芸事業所 久居別所浄水場仕切弁取替修繕 榊原町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 仕切弁取替修繕

中勢 津市 下水道工務課 中別保第２処理分区公共下水道工事 河芸町上野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第７処理分区公共下水道工事 一身田豊野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 安濃第１汚水幹線築造工事 安濃町安濃地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 3 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第２処理分区公共下水道工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津第５－２処理分区公共下水道工事 阿漕町津興地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 清水第１汚水幹線築造工事 河辺町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第３－１処理分区公共下水道工事 白塚町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１５－２処理分区公共下水道工事
鳥居町及び観音寺
町地内

総合評価一般競争入
札

土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 曽根南処理分区公共下水道工事 安濃町曽根地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 東千里東部処理分区公共下水道工事 河芸町東千里地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 7 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 杜の街１号汚水幹線築造工事 河芸町上野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 7 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 椋本処理区公共下水道工事 芸濃町椋本地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 下水道管布設工事（開削・推進）

中勢 津市 下水道工務課 津北部第１７－２処理分区公共下水道工事 長岡町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 下水道管布設工事（開削・推進）

中勢 津市 下水道工務課 北部第１０汚水幹線築造工事 江戸橋一丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 7 か月間 下水道管布設工事（推進）

中勢 津市 下水道工務課 東丸之内地内下水道管布設替工事 東丸之内地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 下水道管布設替工事

中勢 津市 下水道工務課 天神雨水幹線築造工事
高茶屋小森上野町
地内

総合評価一般競争入
札

土木一式 第 ２ 四半期 6 か月間 函渠工事

中勢 津市 下水道工務課 白山町上ノ村地内下水道管更生工事 白山町上ノ村地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 4 か月間 下水道管更生工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 津市 下水道工務課 南丸之内地内下水道管更生工事 南丸之内地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ２ 四半期 5 か月間 下水道管更生工事

中勢 津市 水道施設課 片田浄水場ほか２施設遠方監視設備設置工事
片田志袋町ほか２町
地内

事後審査型条件付一
般競争入札

電気 第 ２ 四半期 12 か月間 遠方監視設備設置工事

中勢 津市 一志事業所 美杉下太郎浄水場膜ろ過装置内濁度計取替修繕 美杉町太郎生地内 随意契約 電気 第 ２ 四半期 8 か月間 濁度計取替修繕

中勢 津市 水道施設課 安濃妙法寺浄水場非常用発電設備更新工事 安濃町妙法寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 ２ 四半期 12 か月間 非常用発電設備更新工事

中勢 津市 水道施設課 三雲浄水場無停電電源装置等更新工事 松阪市甚目町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 ２ 四半期 12 か月間 無停電電源装置等更新工事

中勢 津市 水道施設課
美里中野高宮浄水場及び美里平木浄水場空気圧縮
機修繕

美里町桂畑及び美
里町平木地内

事後審査型条件付一
般競争入札

機械器具設置 第 ２ 四半期 6 か月間 空気圧縮機修繕

中勢 津市 一志事業所 白山グリーンタウン配水池次亜注入ポンプ取替修繕 白山町南出地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 ２ 四半期 5 か月間 次亜注入ポンプ取替修繕

中勢 津市 下水道工務課 安濃処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事
安濃町安濃及び安
濃町内多地内

事後審査型条件付一
般競争入札

機械器具設置 第 ２ 四半期 3 か月間 マンホールポンプ設置工事

中勢 津市 下水道工務課
津北部第１４処理分区公共下水道マンホールポンプ
設置工事

上浜町六丁目地内
事後審査型条件付一

般競争入札
機械器具設置 第 ２ 四半期 5 か月間 マンホールポンプ設置工事

中勢 津市 下水道工務課 津北部第７処理分区公共下水道切替工事 一身田豊野地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 2 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 曽根西処理分区公共下水道切替工事 安濃町浄土寺地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 2 か月間 下水道管布設工事（開削）

中勢 津市 下水道工務課 片田井戸町地内下水道管移設工事（その２） 片田井戸町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
土木一式 第 ３ 四半期 3 か月間 下水道管移設工事

中勢 津市 一志事業所 美杉下竹原浄水場オートストレーナー分解修繕 美杉町竹原地内 随意契約 機械器具設置 第 ３ 四半期 5 か月間 オートストレーナー分解修繕

中勢 津市 一志事業所 美杉下太郎生浄水場膜モジュール取替修繕 美杉町太郎生地内 随意契約 機械器具設置 第 ３ 四半期 5 か月間 膜モジュール取替修繕

中勢
農林水産省東海農政

局
木曽川水系土地改良

調査管理事務所

中勢用水事業（機能保全）
中勢用水地区
安濃ダム堆砂対策その６他工事

三重県津市芸濃町
河内及び林地内他

三重県津市芸濃
町河内及び林地
内他

一般競争入札 土木工事
第2四半期

（概ね7月を予定）
約9ヶ月

堆砂対策　１式
付帯施設整備　1式

9千万円～1.2億円未満

中勢
農林水産省東海農政

局
木曽川水系土地改良

調査管理事務所

中勢用水事業（機能保全）
中勢用水地区
安濃ダム管理所他補修工事

三重県津市芸濃町
河内及び納所町地
内

三重県津市芸濃
町河内及び納所
町地内

一般競争入札 建築工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約5ヶ月

安濃ダム管理所、中央管理所機械室補修
１式

3千万円未満

中勢 明和町 こども課 こ工－１　みょうじょうこども園遊戯室空調改修工事 明星　地内 指名競争入札 電気工事 5月 8月末 みょうじょうこども園の遊戯室空調改修

中勢 明和町 教育課 斎宮小学校体育館軒先修繕工事 斎宮　地内 指名競争入札 その他工事 5月 約4ヵ月
体育館軒天修繕　1式
樋改修工事　1式

中勢 明和町 教育課 ふるさと会館雨漏り・樋修繕工事 馬之上　地内 指名競争入札 その他工事 5月 約3ヵ月 ふるさと会館の雨漏り・樋修繕工事

中勢 明和町 上下水道課
宮川流域関連公共下水道事業　管路施設工事４１工
区

明星　地内 一般競争入札 土木工事 6月 約8ヶ月 管路施設工事　L=325ｍ

中勢 明和町 上下水道課
宮川流域関連公共下水道事業　管路施設工事４２工
区

明星（尾野）　地内 一般競争入札 土木工事 6月 約8ヶ月 管路施設工事　L=1500ｍ

中勢 明和町 上下水道課 老朽管更新工事(第2工区) 蓑村　地内 一般競争入札 管工事 6月 約9ヶ月 配水管布設替工事(φ50～φ100）　L=740ｍ

中勢 明和町 上下水道課 公共下水道事業に伴う水道管移設工事（尾野地区） 上野　地内 一般競争入札 管工事 6月 約8ヶ月 配水管布設替工事(φ50～75）　L=465ｍ

中勢 明和町 建設課 道路改良工事 前野　地内 一般競争入札 土木工事 6月 10月末 交差点改良工　N=1式

中勢 明和町 上下水道課 公共下水道事業に伴う水道管移設工事（上野地区） 明星　地内 一般競争入札 管工事 7月 約7ヶ月 配水管布設替工事(φ25～75）　L=520ｍ

中勢 明和町 建設課 側溝工事 有爾中　地内 一般競争入札 土木工事 7月 10月末 側溝工L=70m

中勢 明和町 建設課 町道牛葉1号線　通学路整備工事 斎宮　地内 一般競争入札 土木工事 7月 12月末 路肩整備工　L=220m

中勢 明和町 建設課 側溝工事 上村　地内 一般競争入札 土木工事 7月 12月末 側溝工L=70m

中勢 明和町 上下水道課
宮川流域関連公共下水道事業　管路施設工事４３工
区

上野　地内 一般競争入札 土木工事 7月 約8ヶ月 管路施設工事　L=770ｍ

中勢 明和町 上下水道課
宮川流域関連公共下水道事業　マンホールポンプ設
備設置工事

明星　地内 指名競争入札 その他工事 7月 約8ヶ月 マンホールポンプ設備工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【中勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 明和町 上下水道課
宮川流域関連公共下水道事業　マンホールポンプ設
備設置工事

明星（尾野）　地内 指名競争入札 その他工事 7月 約8ヶ月 マンホールポンプ設備工事

中勢 明和町 上下水道課 マンホールトイレ整備工事 明星　地内 指名競争入札 その他工事 7月 約3ヶ月 マンホールトイレ整備　1式

中勢 明和町 上下水道課 水源地修繕工事
坂本、佐田、金剛
坂、大淀　地内

指名競争入札 その他工事 8月 約5ヶ月 水源地施設修繕工事　N=4箇所

中勢 明和町 建設課 町道明星35号線　道路改良工事 明星　地内 一般競争入札 土木工事 8月 2月末 道路改良工　L=20m

中勢 明和町 建設課 町道明和中央線　道路改良工事 行部　地内 一般競争入札 土木工事 8月 2月末 道路改良工　L=80m

中勢 明和町 建設課 道路改良工事 明星　地内 一般競争入札 土木工事 8月 10月末 道路改良工L=20m

中勢 明和町 斎宮跡・文化観光課 区画道路下園・御館道ポケットパーク整備工事 斎宮　地内 一般競争入札 土木工事 8月 12月末 園路　L=80ｍ

中勢 明和町 上下水道課 量水器取替工事 明和町　地内 一般競争入札 管工事 9月 約5ヶ月 取替予定件数　N=1,550件

中勢 明和町 上下水道課 道路防災事業に伴う水道管移設工事 斎宮　地内 一般競争入札 管工事 9月 約5ヶ月 閉栓工　N=1箇所

中勢 明和町 斎宮跡・文化観光課 東加座広場整備工 斎宮　地内 一般競争入札 土木工事 9月 3月末 園路・排水路 L=140ｍ


