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中勢
警察庁　中部管区警

察局
三重県情報通信部 通信機器撤去等工事（3-1-2）

三重県内の別途指
定する場所

三重県内の別途
指定する場所

一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約5ヶ月 通信機器撤去

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５工事

三重県津市芸濃町
河内及び林地内

三重県津市芸濃
町河内及び林地
内

一般競争入札 土木工事
第1四半期

（概ね6月を予定）
約9ヶ月 堆砂対策　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
中幹線水路他補修工事

三重県津市芸濃町
地内

三重県津市芸濃
町地内

一般競争入札
施設機械
電気通信

第１四半期
（概ね6月を予定）

約9ヶ月 用水路補修　１式 6千万円～9千万円未満

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　櫛田川堤防整備工事 松阪市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヵ月 堤防整備工事　２００ｍ

【１２月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川堤防等維持管理修繕工事 津市 松阪市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【フレックス余裕期間約
３ヵ月】

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　櫛田川堤防等維持管理修繕工事 松阪市 多気郡多気町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【フレックス余裕期間約
３ヵ月】

中勢 中部地方整備局 紀勢国道事務所
令和３年度　４２号松阪多気バイパス朝田高架橋鋼製
橋脚工事

松阪市朝田町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約11ヵ月
工場製作工　１式（鋼製張出式橋脚、鋼重約１４０ｔ）、鋼橋
架設工（トラッククレーン架設）　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（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１ヵ月】

中勢 中部地方整備局 紀勢国道事務所
令和３年度　４２号大台大紀地区橋梁補修工事（橋梁
補修）

多気郡大台町 度会郡大紀町 一般競争入札 鋼橋上部工事 第４四半期 約11ヵ月
橋梁数=７橋
橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、仮
設工1式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【簡略積算（試行）実勢価
格等変更方式】【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 中部地方整備局 営繕部
令和３年度　三重河川国道事務所津国道維持出張所
新築等工事

津市広明町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約14ヵ月
庁舎（ＲＣー２　５１８ｍ２）
庁舎等新築、構内整備

【１２月公告】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（本官）【フレックス
余裕期間約２ヵ月】、競争参加資格
拡大対象予定工事

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和４年度　２３号中勢BP美濃屋川橋下部工事 津市長岡町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝７０ｍ
道路土工　１式、橋台　１基、橋脚　２基、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（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２ヵ月】

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和４年度　雲出古川堤防整備工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝５０ｍ
堤防整備　Ｌ＝５０ｍ、構造物撤去　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（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ヶ月】

中勢 中部地方整備局 紀勢国道事務所
令和４年度　４２号大台尾鷲管内橋梁補修工事（橋梁
補修）

多気郡多気町 北牟婁郡紀北町 一般競争入札 橋梁補修工事 第４四半期 約23ヵ月
橋梁数＝４橋
橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式現場塗装工1式、仮設
工1式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【簡略積算（試行）実勢価
格等変更方式】【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 中部地方整備局 蓮ダム管理所 令和３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12ヵ月
河川土工１式（掘削３，０００ｍ３）、除草工１式（２，２００ｍ
２）、伐木除根工１式（３００ｍ２）、応急処理工１式、仮設
工１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出古川香良洲堤防整備工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
堤防整備　Ｌ＝１００ｍ

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川中流部河道掘削工事 津市須ヶ瀬町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約13ヵ月
河道掘削　V=２５千m3
河川土工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国
債】【企業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和４年度　雲出川須賀瀬地区河道掘削工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
河道掘削　V=２０千m３
河川土工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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】

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和4年3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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中勢地区エリア ： 津市、松阪市、多気町、大台町、大紀町

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和４年度　雲出川木造地区堤防整備工事 津市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
工事延長　L＝４００ｍ
堤防強化　L＝４００ｍ

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和４年度　櫛田川護岸整備工事 松阪市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
工事延長 Ｌ＝２００ｍ
高水護岸 Ｌ＝２００ｍ

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内CCTV設備工事
三重河川国道事務
所管内

一般競争入札 通信設備工事 第４四半期 約9ヵ月 CCTV設備工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約２ヵ月】

中勢 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川出張所維持修繕工事 津市 松阪市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約9ヵ月
根固工１式、堤防養生工１式、構造物撤去工１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　櫛田川出張所管内維持修繕工事 松阪市 多気町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約11ヵ月
河川土工１式、矢板護岸工１式、法覆護岸工１式、根固工
１式、堤防養生工１式、仮設工１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　津国道管内区画線設置工事 四日市市中里町
伊勢市宇治浦田
町

一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝７０００ｍ
区画工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正、
【企業能力評価型】【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 中部地方整備局 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内電気通信設備修繕工事
三重河川国道事務
所管内

一般競争入札 通信設備工事 第４四半期 約10ヵ月 凍結検知設備工　１式、CCTV設備工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【企
業能力評価型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間
約２ヵ月】

中勢 中部地方整備局 紀勢国道事務所
令和３年度　４２号松阪多気BP上川地区道路建設工
事

松阪市上川町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝６０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式

【１月公告予定】
発注規模：1００百万円以上2００百
万円未満
その他：一般競争（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１ヵ月】

中勢 中部地方整備局 営繕部 令和４年度　津地方検察庁松阪支部改修工事 松阪市中央町 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約8ヵ月
庁舎（ＲＣー２　３７６ｍ２）
防水、外壁、照明設備、便所改修

【２月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：一般競争（本官）補正【企業
能力評価型】【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】、競争参加資格拡大対象予
定工事

中勢 中部地方整備局 紀勢国道事務所
令和３年度　４２号大台大紀地区橋梁補修工事（橋梁
補修）

多気郡大台町 度会郡大紀町 一般競争入札 橋梁補修工事 第４四半期 約11ヵ月
橋梁数　７橋
橋梁補修工　１式、橋梁付属物工１式、現場塗装工１式、
仮設工１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【簡略積算（試行）実勢価
格等変更方式】【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
四日市港湾事務所

令和3年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)2-1工
区堤防(改良)本体工事

津松阪港内 一般競争 港湾土木工事 第4四半期 約11ヶ月 構造物撤去工、仮設工、土工、本体工 150百万円以上250百万円未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 伊勢自動車道　津管内舗装補修工事（2021年度）

三重県亀山市～三
重県伊勢市
三重県多気郡多気
町～三重県多気郡
大台町

一般競争 舗装工事
2021年度第３四半

期
約19ヵ月

伊勢自動車道伊勢関IC～伊勢西IC間土工部の切削オー
バーレイ工、伊勢関IC～久居IC間橋梁部の床版防水工及
び、紀勢自動車道勢和多気IC～大宮大台IC間の舗装補
修を行う工事
  ・切削オーバーレイ工　約3万m2
  ・段差修正工　約3千m2
  ・床版防水工　約10千m2
  ・床版補修工　約4千L

7億円以上～ＷＴＯ基準額未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

紀勢自動車道　津管内アーチカルバート耐震補強工
事

三重県北牟婁郡大
紀町

一般競争 土木補修工事
2022年度第１四半

期
約16ヵ月

紀勢自動車道　勢和多気ＩＣ～紀勢大内山ＩＣ間において、
アーチカルバートの耐震補強を行う工事
　・炭素繊維補強工　約24千m2

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

紀勢自動車道（特定更新等）勢和多気JCT～紀伊長
島IC間盛土のり面対策工事（2021年度）

三重県多気郡多気
町～三重県北牟婁
郡紀北町

公募併用型指名競争
入札方式

土木補修工事
2021年度第３四半

期
約19ヵ月

紀勢自動車道　勢和多気JCT～紀伊長島IC間Cの盛土浸
透水排除対策及びのり面狭小排水溝取替を行う工事
  ・大型ふとんかご、鋼製枠工、水抜きボーリング　13のり
面
  ・用排水工　約160m

5億円未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

紀勢自動車道　大宮大台IC～紀勢大内山IC間のり面
落石防護工事

三重県北牟婁郡大
紀町

一般競争 土木補修工事
2022年度第４四半

期
約11ヵ月

紀勢自動車道のり面の落石防護の対策を行う工事
  ・落石防止網　約13千m2
  ・落石防止柵　約200m
  ・ロープネット工　約20m

5億円以上～10億円未満

中勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 伊勢自動車道　岩田川高架橋補修工事 三重県津市 一般競争 橋梁補修工事

2021年度第３四半
期

約14ヵ月

伊勢自動車道　岩田川高架橋において、支承、伸縮装置
の取替及び検査路の新設を行う工事
　・支承取替工　約25基
　・伸縮装置取替　 2箇所
　・検査路設置　９箇所
  ※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
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

伊勢自動車道　勢和多気JCT～伊勢西IC間立入防止
柵工事（2021年度）

三重県多気郡多気
町～三重県伊勢市

公募併用型指名競争
入札方式

道路付属物工事
2021年度第３四半

期
約10ヵ月

伊勢自動車道　勢和多気JCT～伊勢西IC間において、立
入防止柵を動物侵入防止型へ改良する工事
・立入防止柵設置工（嵩上部　h=2.5）　約5.0km
・立入防止柵設置工（h=2.5）　約5.0km
・立入防止柵撤去工（h=1.5）　約5.0km

1億円以上～2億円未満

中勢 三重県 営繕課 みえ森林・林業アカデミー棟建築工事 津市白山町二本木 一般競争入札 建築一式工事 第４四半期 約10.5ヶ月
建築工事
　みえ森林・林業アカデミー棟　木造　平屋建て　延べ面
積886.29㎡（新築）

２億円以上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4年3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 みえ森林・林業アカデミー棟電気設備工事 津市白山町二本木 一般競争入札 電気工事 第４四半期
約9ヶ月

電気設備工事 ３千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 営繕課 みえ森林・林業アカデミー棟機械設備工事 津市白山町二本木 - 一般競争入札 管工事 第４四半期
約9ヶ月

機械設備工事 ７千万円以上２億円未満

中勢 三重県 河川課
県庁統制局水防情報システム通信サーバ他改修工
事

津市広明町 － 一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約12ヶ月 統制局水防情報システム通信サーバ改修　　一式 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事 津市芸濃町荻野
津市芸濃町北神
山

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月
施工延長
　L=461.0m　W=6.0～9.0m
　切削オーバーレイ工　A=3450㎡

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一般県道穴倉南神山津線ほか１線舗装修繕工事 津市小舟ほか 津市小舟ほか 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月

１号箇所（穴倉南神山津線）L=620.0m　W=4.7m～10.5m
　切削オーバーレイ工　A=3200m2
２号箇所（津芸濃大山田線）L=208.5m
　歩道舗装工　A=107m2
　防草コンクリート　A=348m2

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 主要地方道松阪久居線舗装修繕工事 津市須ヶ瀬町 津市須ヶ瀬町 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月
施工延長
　L=m605.0　W=3.55～5.30m
　切削オーバーレイ工　A=2096㎡

３千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一般国道163号ほか道路交通安全対策工事
津市美里町三郷ほ
か

津市美里町三郷
ほか

一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

かつ
塗装工事

第４四半期 約7ヶ月

区画線工　L=9422m
薄層ｶﾗｰ舗装工　A=248m2
ガードパイプ設置工　L=212m
転落防止柵設置工　L=79m
ボラード設置工　N=27本
標識設置工　N=3基

３０００万円以上５０００万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一般県道上浜高茶屋久居線 津市白塚町 津市白塚町 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約8ヶ月
施工延長Ｌ=90.0ｍ　幅員W=6.0（7.5）ｍ
表法覆工L=760ｍ2

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163号（片田BP）道路改良工事（その２） 津市片田久保町 津市片田久保町 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約8ヶ月

施工延長Ｌ=300.0ｍ　幅員W=6.5（8.0）m
掘削工V=3,000m3
路体盛土工V=40m3
路床盛土工V=400m3
排水構造物工L=636m

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368号(下太郎生拡幅)道路改良工事(その2) 津市美杉町太郎生
津市美杉町太郎
生

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約10ヶ月

施工延長L=170m　幅員W=6.0(9.75)m
掘削工V=8,410m3
盛土工V=66m3
法面工A=1,560m2
コンクリートブロック積工A=252m2
排水構造物工L=503m
アスファルト舗装工A=1,314m2
防護柵工L=21m

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一般県道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４四半期 約8ヶ月

施工延長L=80m　幅員W=6.0(9.75)m
道路土工V=4,540m3
大型ブロック積工A=534m2
排水構造物工L=144m

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 上野地区海岸高潮対策工事（その２） 津市河芸町中別保
津市河芸町中別
保

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約7ヶ月
施工延長L=100m
波返し工　L=114m
表法護岸工　A=573m2

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 上野地区海岸高潮対策工事（その１） 津市河芸町上野 津市河芸町上野 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約8ヶ月
施工延長L=72.9ｍ
上部工　L=72.9m
矢板工　L=144.4m

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一級水系雲出川水系深田川砂防工事（その３） 津市白山町二俣 津市白山町二俣 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約7ヶ月
施工延長L=62m
渓流保全工　L=62m

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 津建設事務所 一級水系雲出川水系こも谷川砂防工事（その２） 津市美杉町下多気
津市美杉町下多
気

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約7ヶ月 本堤工　H=3.0m、L=53.6m、V=1,307m3 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一級河川濁川(左右岸)令和3年国災第2・3号河川災
害復旧工事

大台町栃原 一般競争入札 土木一式工事
次年度

第２四半期
約５ヶ月 護岸工　A=260m2 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
主要地方道嬉野美杉線（和田橋）橋梁修繕（塗装）工
事

松阪市嬉野
上小川町

一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約５ヶ月 橋梁塗装工　N=１式 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般国道422号（塚脇橋）橋梁修繕（塗装）工事
松阪市飯高町
宮本

一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約５ヶ月 橋梁塗装工　N=１式 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般国道１６６号（池の谷橋）橋梁補強工事 松阪市飯高町木梶 一般競争入札 鋼構造物工事 第４四半期 約12ヶ月 水平力分担構造設置　N=32基 １． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事（その２） 大台町滝谷 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約６ヶ月 道路工　L=80m ３千万円以上５千万円未満
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【中勢地区の発注見通し】
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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 三重県 松阪建設事務所
一般国道４２２号（栗谷～天ケ瀬）災害防除施設工事
（A-1号箇所）

大台町栗谷 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約８ヶ月 コンクリート吹付工　A=1,200m2 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事
松阪市中ノ庄町～上
ノ庄町

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約7ヶ月 張ブロック工　A=1500m2 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一級水系宮川水系平野砂防(堰堤)工事 大台町薗 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約9ヶ月 堰堤工　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
松阪建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置
工事（その1）

大台町 一般競争入札
とび・土工・
コンクリート

工事
第４四半期 約6ヶ月 標識設置工　N=1式 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
松阪建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置
工事（その2）

大台町 松阪市 一般競争入札
とび・土工・
コンクリート

工事
第４四半期 約6ヶ月 標識設置工　N=1式 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般県道松阪度会線（新女鬼トンネル）トンネル照明
設備取替工事

多気町野中 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ケ月 照明設備取替工　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 一般県道六軒鎌田線歩道修繕工事 松阪市松崎浦町 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約５ヶ月 歩道修繕工 N=１式 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良（橋梁上部
工）工事

松阪市飯高町七日
市

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約８ヶ月
橋長　L=13.5m
幅員　W=6.5(10.25)m
プレテンション方式ＰＣ単純スラブ桁橋　N=1橋

３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良工事（そ
の１）

松阪市飯南町上仁
柿

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約９ヶ月
掘削工　V=4000m3
補強土壁工　A=480m2

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良工事（そ
の２）

松阪市飯南町上仁
柿

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約９ヶ月 補強土壁工　A=600m2 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般国道１６６号災害防除施設工事（大石ほか） 松阪市大石町ほか 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
第４四半期 約９ヶ月

吹付法枠工　A=1210m2
コンクリート吹付工　A=130m2

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 主要地方道合ヶ野松阪線道路改良工事 松阪市飯福田町 一般競争入札 土木一式工事
次年度

第１四半期
約７ヶ月 ブロック積工　A=250m2 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良工事(法面
工)

松阪市飯高町七日
市

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
第４四半期 約８ヶ月

吹付法枠工　A=890m2
鉄筋挿入工　N=200本 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良工事（そ
の３）

松阪市飯南町上仁
柿

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
第４四半期 約９ヶ月

掘削工　V=7700m3
吹付法枠工　A=870m2
鉄筋挿入工　N=130本

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良工事
松阪市飯高町七日
市

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約９ヶ月
ブロック積工　A=290m2
補強土壁工　A=100m2
排水構造物工　L=400m

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一級水系宮川水系島谷川砂防(付替道路)工事 大台町南 一般競争入札 土木一式工事
次年度

第１四半期
約8ヶ月

橋梁下部工　N=2基
橋梁上部工　N=1式
取付道路工　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 一般国道１６６号災害防除施設工事（栃谷） 松阪市飯高町栃谷 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
次年度

第１四半期
約９ヶ月 グランドアンカ―工　N=80本 ７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 松阪建設事務所 一般県道松阪環状線道路改良（近鉄高架橋）工事 松阪市櫛田町ほか 一般競争入札 土木一式工事
次年度

第１四半期
約９ヶ月

橋台工　N=1基
橋脚工　N=1基

７千万円以上１．５億円未満
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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 三重県
中南勢流域下水道事

務所

中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）雲出川左
岸浄化センター１系水処理施設ほか機械設備改築工
事

津市雲出鋼管町　地
内

津市香良洲町地
内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第４四半期 約16ヶ月

分配槽設備改築（更新）　１式
初沈殿池設備改築（更新）　１式

生物反応槽設備改築（更新）　1式
終沈殿池設備改築（更新）　1式

ポンプ場汚水ポンプ設備改築（更新）　１式

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県
中南勢流域下水道事

務所
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）松阪浄化センター
２系２池水処理施設機械設備工事

松阪市高須町
地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第４四半期 約19ヶ月

生物反応槽設備　1式
終沈殿池設備　1式

ＰＡＣ注入設備　1式
送風機設備　1式

３億円以上

中勢 三重県
中南勢流域下水道事

務所
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）松阪浄化センター
２系２池水処理施設ほか電気設備工事

松阪市高須町
地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約21ヶ月
運転操作設備　1式
計装設備　1式

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県
中南勢流域下水道事

務所
宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（７工区）管
渠工事

多気郡明和町上野
多気郡明和町斎
宮

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約24ヶ月

小口径シールド工（φ1,000㎜）
Ｌ=900.0m
立坑工　N=1箇所
人孔工　N=1基

３億円以上

中勢 三重県
中南勢流域下水道事

務所
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）松阪浄化センター
スクリーンポンプ棟機械設備工事

松阪市高須町
地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第４四半期 約19ヶ月

流入ゲート改築（更新）　1式
自動除塵機　1式
流入水路角落し　1式

１． ５億円以上３億円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所
林道経ヶ峰線芸濃側（芸濃２工区）開設工事（法面工
事）

津市芸濃町河内地
内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約5か月

施工延長　38.4ｍ
簡易法枠工　A=409.6㎡

３千万円未満

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 堤防改良その５工
事

津市白塚町 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約5か月 堤防改良工　Ｌ＝105m ５千万円以上７千万円未満

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４四半期 約6か月
護岸工（コ）　L=53.8m
仮設工　1式

３千万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所 白塚漁港 県営水産生産基盤整備事業 浚渫工事
津市白塚町
津市河芸町一色

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約3か月 浚渫工　V=7,300ｍ3 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 堤防改良その６工
事

津市白塚町 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約9か月 堤防改良工　Ｌ＝360m 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
南黒田地区高度水利機能確保基盤整備事業（繰）暗
渠排水工事

津市大里小野田町
津市河芸町南黒
田

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約10か月 暗渠排水工A＝11.2ha ３０００万円未満

中勢 三重県 津農林水産事務所
野田地区高度水利機能確保基盤整備事業（繰）舗装
復旧工事

津市野田 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5か月 舗装復旧工A=3,000m2 ３０００万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
北谷地区高度水利機能確保基盤整備事業サイフォン
施設工事

松阪市小片野町地
内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第４四半期 約９ヶ月 サイフォン施設工　1箇所 ３千万円以上５千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
寺井地区高度水利機能確保基盤整備事業第3-3工区
工事

松阪市笹川町地内 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約１２ヶ月 ほ場整備工　A=1.6ha ７千万円以上１．５億円未満

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揚水機場
その2工事

多気町西山地内 一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約6ヶ月 揚水機場工　1式 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３年度復旧治山事業    (一般)第６号工事(持山
谷)

多気郡大台町岩井
字持山谷地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約１２ヶ月 谷止工（コ）0.5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 令和3年度県営林道事業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４四半期 約9ヶ月 道路開設工　L=160ｍ ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
令和3年度県営林道事業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４四半期 約8ヶ月 道路開設工　L=50ｍ 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3年度県営林道事業三峰局ケ岳線赤桶側開設工
事

松阪市飯高町赤桶
地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約8ヶ月 道路開設工　L=90ｍ 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3年度自然災害防止事業（県単）第松-4号工事
（稲葉）

松阪市飯南町下仁
柿字稲葉地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約6ヶ月 谷止工（コ）1.0基 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
令和3年度自然災害防止事業（県単）第松-9号工事
（平ノ木）

松阪市飯高町宮本
字平ノ木地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約6ヶ月 谷止工（コ）1.0基 ３千万円未満

中勢 三重県 松阪農林事務所
令和３年度復旧治山事業    (一般)第3号工事(太良
羅)

松阪市飯高町蓮字
太良羅地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約１２ヶ月 谷止工（コ）1.5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
令和3年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事
（尾放）

松阪市飯高町野々
口字尾放地内

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約6ヶ月 護岸工（鋼）L=42m ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 大里浄水場場内流量計ほか取替工事
津市大里山室町地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月
流量計取替６台
計装盤取替４面
水位計取替２台

７千万円以上１．５億円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 大里浄水場直流電源装置（操作用）取替工事
津市大里山室町地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 直流電源装置取替　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－１３） 津市森町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約６ヶ月 量水器取替　１台 ３千万円未満

中勢 三重県 中勢水道事務所 木造取水所３号取水ポンプ分解点検工事 津市新家町地内 一般競争入札
機械器具設置工

事
第４四半期 約10ヶ月 ３号取水ポンプ分解点検　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2期、3期沈でん池ほか電気設備改良工事 多気町相可 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約13ヶ月 ２期、３期沈でん池ほか電気設備更新　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 多気浄水場送水ポンプ棟電気設備改良工事 多気町相可 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約24ヶ月 送水ポンプ棟電気設備改良　１式 ３億円以上

中勢 三重県 南勢水道事務所 津留取水所土砂吐ゲート油圧装置改良工事 多気町津留 一般競争入札 鋼構造物工事 第４四半期 約11ヶ月 油圧ロッド製作・据付　１式 ５千万円以上７千万円未満

中勢 三重県 警察本部
令和３年度第２０号　交通信号機移設等改修工事（第
２０号）

津市島崎町３０２番
地２先　外１か所

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約１ヶ月 交通信号機移設等改修工事（第２０号） ３０００万円未満

中勢 三重県 警察本部 令和３年度第５号　交通信号機等撤去工事（第５号）
津市丸之内３０－１
５

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約１ヶ月 交通信号機等撤去工事（第５号） ３０００万円未満

中勢 津市 営繕課 津市北消防署電気設備工事 栗真中山町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
電気 第 ４ 四半期 14 か月間 電気設備工事
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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 津市 営繕課 津市北消防署機械設備工事 栗真中山町地内
事後審査型条件付一

般競争入札
管 第 ４ 四半期 14 か月間 機械設備工事

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 令和4年1月 2か月 自由勾配側溝工Ｌ＝200ｍ

中勢 松阪市 土木課 準用河川岩内川浚渫工事 美濃田町 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 浚渫工Ｌ＝500ｍ

中勢 松阪市 土木課 普通河川釜岩川河道改修工事 庄町 入札 土木一式 令和4年1月 2か月
ブロック積み護岸工Ｌ＝25ｍ
護床工Ｌ＝140ｍ

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 令和4年1月 2か月
施工延長Ｌ＝80ｍ
側溝工Ｌ＝80ｍ、擁壁工Ｌ＝15ｍ

中勢 松阪市 土木課 曽原中林2号線舗装新設工事 曽原町 入札 土木一式 令和4年1月 2か月
施工延長Ｌ＝400ｍ
舗装工Ａ＝2,000m2

中勢 松阪市 土木課 東町外樹木管理業務委託 東町　外 入札 樹木等剪定・植栽 令和4年1月 2か月
樹木伐採工N=49本
樹木植樹工N=32本

中勢 松阪市 土木課 松阪市総合運動公園建設工事(その２) 山下町 入札 土木一式 令和4年1月 9か月
調整池整備工N=一式
歩道整備工　L=140ｍ

中勢 松阪市 土木課 松阪市総合運動公園建設工事(その３) 山下町 入札 土木一式 令和4年2月 9か月
遊歩道整備工　L=675ｍ
浚渫工　V=1,100m3

中勢 松阪市 土木課 都市公園遊具等修繕工事 久保町外 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 遊具修繕工　N=1式

中勢 松阪市 土木課 松阪市総合運動公園多目的広場不陸整正工事 山下町 入札 土木一式 令和4年1月 2か月
多目的広場
不陸整正A=13,090m2

中勢 松阪市 土木課 松阪市総合運動公園転落防止柵設置工事 山下町 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 転落防止柵 L=220m

中勢 松阪市 建設保全課 出間4号線舗装修繕工事 出間町地内 入札 舗装 令和4年1月 3か月 舗装工Ａ＝300㎡

中勢 松阪市 建設保全課 駅部田肥岡2号線舗装修繕工事 駅部田町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工Ａ＝100㎡

中勢 松阪市 建設保全課 駅部田ぬか塚道線道路修繕工事 駅部田町地内 入札 土木一式 令和4年1月 3か月 側溝工　Ｌ＝80ｍ

中勢 松阪市 建設保全課 山添神山線舗装修繕工事 松阪市山添町 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工 A=170㎡

中勢 松阪市 建設保全課 西出二軒家線外1線舗装修繕工事 五反田町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工 A=119㎡、オーバーレイ工A=163㎡、側溝工

中勢 松阪市 建設保全課 中万町1号線道路修繕工事 中万町地内 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 側溝工　Ｌ=60ｍ　舗装工A=30㎡

中勢 松阪市 建設保全課 白米城線舗装修繕工事 大阿坂町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工A＝280㎡

中勢 松阪市 建設保全課 浜垣内海岸線舗装修繕工事 東黒部町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工A＝250㎡

中勢 松阪市 建設保全課 上蛸路7号線道路修繕工事 上蛸路町地内 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 側溝工Ｌ=25ｍ　舗装工A＝15㎡

中勢 松阪市 建設保全課 東黒部神守線舗装修繕工事 垣内田町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工A＝200㎡

中勢 松阪市 建設保全課 駅部田1号線外1線舗装修繕工事 駅部田町地内 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装工A＝100㎡

中勢 松阪市 営繕課
若葉町一般住宅2号、9号棟解体工事

若葉町 入札 解体 令和4年1月 2か月 木造平屋建て2棟（コロニアル葺き、延べ面積：109.42㎡）

中勢 松阪市 営繕課 松阪市流水プール槽内他塗装改修工事 立野町 入札 塗装 令和4年1月 4か月
流水プール槽内、幼児プール槽内、洗眼場及び管理棟の
塗装改修工事

中勢 松阪市 営繕課 松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事（第2期） 嬉野下之庄町 入札 建築一式 令和4年2月 8か月
校舎棟(RC造3F4359㎡)の西側大規模改修、EV棟増築工
事

中勢 松阪市 上水道建設課 上川町添架管修繕工事 上川町 入札 土木一式 令和４年１月 2か月 添架管　SUSφ100 L=2.5m

中勢 松阪市 農村整備課 112-1矢津町田災害復旧工事 矢津町 指名競争入札 土木一式 令和4年1月 2か月 ブロック積13㎡、取付工Ａ=2.5㎡

中勢 松阪市 北部上下水道事務所
第3-302号中道町外配水管布設替工事に伴う舗装復
旧工事

中道町 入札 舗装 令和4年1月 2か月 舗装復旧工、区画線工

中勢 松阪市 西部建設保全事務所 飯南町深野(鍛冶屋瀬)地内下水溝渠修繕工事 飯南町深野地内 入札 土木一式 令和4年1月 2か月 側溝工Ｌ＝20ｍ、舗装工A＝110㎡

中勢 多気町 建設課
町単公共土木事業
町道五佐奈矢田笠木線外1路線
改良工事

矢田 矢田 一般競争入札 土木一式 R4.1月
R4.1月～
R4.3月

自由勾配側溝　L=37.0m 4000000

中勢 多気町 上下水道課
多気町水道事業
西部配水池進入路　造成工事

鍬形 鍬形 一般競争入札 土木一式 R4.3月
R4.3月～
R4.10月

進入路造成　L=615m 50000000

中勢 明和町 建設課 町道大淀役場坂本線　道路冠水対策工事 佐田　地内 一般競争入札 土木工事 12月 約11カ月 函渠工L=160m

中勢 明和町 建設課 大淀漁港泊地浚渫工事 大淀　地内 一般競争入札 土木工事 1月 3月 浚渫工　N=1500m2

中勢 明和町 産業振興課 大淀漁港泊地浚渫工事 大淀　地内 一般競争入札 土木工事 1月 3月 浚渫工　N=1500m2

中勢 大台町 建設課 町道宮神1号線舗装工事 栃原地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 90日間 L=200.0mA=800㎡
予算額
　5,200千円

中勢 大台町 建設課 町道里中線舗装工事 長ケ地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 90日間 L=440.0mA=1760㎡
予算額
　9,000千円
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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4年3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 大台町 建設課 樋口橋他橋梁修繕工事 高奈地区　他 指名競争入札 とび・土工工事 第３四半期 100日間 谷口１号橋他２橋
予算額
　6,000千円

中勢 大台町 生活環境課 もみじの里公園環境整備工事 大台町下真手地内 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 90日間
整地工　Ａ＝９００．０㎡
土留工　Ｌ＝５０．０ｍ

予算額
3,600千円

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３～４四半期 60日間 合併浄化槽設置　Ｎ＝３０基

予算額
　6,000千円

中勢 大台町 生活環境課 長ケ地内配水管布設替工事（第５工区） 大台町長ケ地内 指名競争入札 管工事 第３四半期 120日間 HPPEφ75　L=160.0ｍ
予算額
10,000千円

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３四半期 90日間 HPPEφ100　L=120.0ｍ
予算額
6,500千円

中勢 大台町 生活環境課 町道月ノ浦線配水管布設工事 大台町栃原地内 指名競争入札 管工事 第３四半期 120日間 HPPEφ75　L=420.0ｍ
予算額
13,000千円

中勢 大台町 産業課
熊内用水取水堰
補修工事

大台町唐櫃地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 100日間 既設取水堰撤去・嵩上工 予算額2,800千円

中勢 大台町 産業課 わんぱく広場遊具新設工事 大台町薗地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 60日間 木製遊具設置N=1基 予算額3,800千円

中勢 大台町 産業課 キャンプ場駐車場整備工事 大台町薗地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 60日間 駐車場増築・新設N=18台 予算額6,000千円

中勢 大台町 産業課 キャンプ場水道改修工事 大台町薗地内 指名競争入札 管工事 第3四半期 120日間 既設水道管改修L=150ｍ 予算額8,100千円

中勢 大台町 産業課 キャンプ場炊事場整備工事 大台町薗地内 指名競争入札 建築一式工事 第3四半期 120日間 木造平屋・排水処理工 予算額20,000千円

中勢 大台町 産業課 キャンプ場サイト整備工事 大台町薗地内 指名競争入札 土木一式工事 第4四半期 100日間 キャンプサイト整備A=1,000㎡ 予算額15,000千円

中勢 大台町 産業課 キャンプサイト管理棟トイレ改修工事 大台町薗地内 指名競争入札 建築一式工事 第3四半期 100日間 ﾄｲﾚ改修・増設 予算額11,300千円


