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東紀州 熊野市 水産・商工振興課 漁港施設機能保全工事 熊野市磯崎町 熊野市磯崎町 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約5か月
第1船揚場
　土工V=29m3、本体工N=28個、舗装工A=14m2、構造物撤
去工V=39m3、仮設工1.0式

東紀州 熊野市 農林業振興課
林道高代山・大井川開設
高代山・大井川線開設工事

熊野市五郷町桃崎
熊野市五郷町桃
崎

指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 開設延長L=220m

東紀州 熊野市 農林業振興課
林道専用道皿山線開設
皿山線開設工事費

熊野市飛鳥町大又
熊野市飛鳥町大
又

指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 開設延長L=200m

東紀州 熊野市 農林業振興課
林道専用道皿山線開設
皿山線開設工事

熊野市飛鳥町大又
熊野市飛鳥町大
又

指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 開設延長L=200m

東紀州 熊野市 総務課 庁舎空調配管改修工事 熊野市井戸町 熊野市井戸町 指名競争入札 建築工事 第1四半期 約10か月 債務負担行為（契約済）

東紀州 熊野市 消防署 消防本部庁舎空調設備改修工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 建築工事 第1四半期 約6か月 消防庁舎空調設備（エアコン）改修工事

東紀州 熊野市 環境対策課 汚泥再生処理施設改修工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 随意契約 清掃施設工事 第1四半期 約11か月 機械設備の改修工事

東紀州 熊野市 建設課
道路維持事業（道路維持工事費）
井戸馬ノ戸1号線工事

熊野市井戸町 熊野市井戸町 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月 側溝敷設工事　L=70m

東紀州 熊野市 建設課 市道西川町獅子岩線側溝・舗装整備工事① 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月
L=35ｍ
歩道・舗装整備1式

東紀州 熊野市 建設課 市道西川町獅子岩線側溝・舗装整備工事② 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月
L=360ｍ
側溝・舗装整備1式

東紀州 熊野市 建設課 千儀鬼ヶ城線法面改良工事 木本町千儀 木本町千儀 指名競争入札 法面工事 第1四半期 約6か月 法面工L=30m

東紀州 熊野市 建設課 西川町千儀線道路改良工事 木本町新田 木本町新田 指名競争入札 土木工事 第1四半期 2 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 南北2号一本松線道路改良（舗装）工事 井戸町松ノ木 井戸町松ノ木 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 約4か月 L=110m

東紀州 熊野市 建設課 赤坂松田橋線外1線外側線整備工事 井戸町赤坂 有馬町立石 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 約3か月 舗装工L=500m

東紀州 熊野市 建設課 湯の谷本線改良（舗装）工事 五郷町湯谷 五郷町湯谷 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 約4か月 L=180m

東紀州 熊野市 建設課 河川改修工事（東家ノ前川） 波田須町榎木前 波田須町榎木前 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約3か月 護岸工L=15m

東紀州 熊野市 建設課 瀞流荘湯ノ口温泉線改築工事 紀和町湯ノ口 紀和町湯ノ口 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 L=154m

東紀州 熊野市 建設課 丸山２号線外1線改良工事 井戸町丸山 井戸町丸山 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 排水工L=230m

東紀州 熊野市 建設課 河川改修工事費（栗須谷川） 井戸町紺屋地 井戸町紺屋地 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約3か月 護岸工L30=m

東紀州 熊野市 建設課 熊野市駅裏1号線改良工事 井戸町赤坂 井戸町赤坂 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月 防護柵工L=100m、排水工L=20m

東紀州 熊野市 建設課 湯の谷1号線改良工事 五郷町湯谷 五郷町湯谷 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月 L=170m

東紀州 熊野市 建設課 桃崎中央線改良工事 五郷町桃崎 五郷町桃崎 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 寺谷和田線改良工事 五郷町寺谷 五郷町寺谷 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約5か月 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 城下中央線改良工事 五郷町寺谷 五郷町寺谷 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約5か月 排水工L=190m

東紀州 熊野市 建設課 立石中ノ茶屋線改良工事 有馬町立石 有馬町立石 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約5か月 排水工L=140m

東紀州 熊野市 建設課 有馬金山線道路改良工事 有馬町新町 有馬町渡井田 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約6か月 L=180m

東紀州 熊野市 建設課 小又線改良工事 飛鳥町小又 飛鳥町小又 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月 L=200m

東紀州 熊野市 建設課 道路新設改良工事費（野口神山線） 飛鳥町神山 飛鳥町神山 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約3か月 L=46m

東紀州 熊野市 教育委員会 金山小学校教室増室工事 熊野市金山町 熊野市金山町 指名競争入札 建築工事 第1四半期 約4か月 庁舎（RC－3　改修　図書室→普通教室72.0㎡）ほか

東紀州 熊野市 建設課 トンネル長寿命化改良工事 紀和町小川口 紀和町小川口 指名競争入札 土木工事 第1四半期 約4か月
繊維シート補強工　N=1式
はく落対策工　N=１式
漏水対策工　N=１式

※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

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。
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【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道西川町千儀線配水管移設工事 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 管工事 第1四半期 約3か月 工事延長L=70m

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道グランド裏通り線導水管移設工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 管工事 第1四半期 約4か月 工事延長L=190m

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道芝園中ノ茶屋線配水管移設工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 管工事 第1四半期 約5か月 工事延長L=200m

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道大前団地５号線外１線配水管移設工事 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 指名競争入札 管工事 第1四半期 約4か月 工事延長L=65m① 30m②

東紀州 熊野市 水道課 五郷簡水市道寺谷和田線配水管移設工事 熊野市五郷町 熊野市五郷町 指名競争入札 管工事 第1四半期 約4か月 工事延長L=110ｍ

東紀州 熊野市 農林業振興課 林道三和片川線改良工事 熊野市紀和町 熊野市紀和町 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約3か月 舗装工L=300m

東紀州 熊野市 環境対策課 火葬炉設備改修工事 熊野市金山町 熊野市金山町 指名競争入札 火葬場施設工事 第2四半期 約7か月
火葬炉耐火物修繕、耐火台車上部取替、誘引排風機バラ
ンス調整、主・再燃バーナ部品取替

東紀州 熊野市 環境対策課 ごみ焼却処理施設改修工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 随意契約 清掃施設工事 第2四半期 約7か月 耐火物補修工事等

東紀州 熊野市 教育委員会 小学校空調設備整備工事 熊野市金山町 熊野市金山町 指名競争入札 設備整備 第2四半期 約3か月 庁舎（RC－3　音楽室　97.75㎡）

東紀州 熊野市 健康・長寿課 保健福祉センター非常用発電機改修工事 熊野市井戸町 熊野市井戸町 指名競争入札 電気設備工事 第2四半期 約5か月
既設ラジエーター部品交換及び調整
蓄電池交換

東紀州 熊野市 建設課 道路維持工事（万重寺線） 熊野市育生町 熊野市育生町 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約4か月 道路路側改修　L=10m

東紀州 熊野市 観光スポーツ交流課 ビューポイント整備工事 熊野市磯崎町 熊野市磯崎町 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約3か月 支障木等伐採及び処理、施設整備一式

東紀州 熊野市 建設課 山崎運動公園長寿命化改修工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約6か月 遊具改修等

東紀州 熊野市 教育委員会 有馬小学校ブランコ取替工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 取替工事 第2四半期 約3か月 遊具改修工（2連ブランコ→4連ブランコ）ほか

東紀州 熊野市 建設課 熊野市駅裏1号線改良(舗装)工事 井戸町赤坂 井戸町赤坂 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約2か月 舗装工L=100m

東紀州 熊野市 建設課 桃崎中央線改良（舗装）工事 五郷町桃崎 五郷町桃崎 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約3か月 L=230m

東紀州 熊野市 建設課 寺谷和田線改良（舗装）工事 五郷町寺谷 五郷町寺谷 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約2か月 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 小又線改良（舗装）工事 飛鳥町小又 飛鳥町小又 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約3か月 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 大前団地5号線改良工事 久生屋町大前 久生屋町大前 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約4か月 排水工L=60m

東紀州 熊野市 建設課 久生屋団地6号線改良工事 久生屋町姥前 久生屋町姥前 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約3か月 排水工L=30m

東紀州 熊野市 建設課 西川町千儀線道路改良（舗装）工事 木本町新田 木本町新田 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約3か月 L=160m

東紀州 熊野市 建設課 グランド裏通り線改良工事 有馬町立チ 有馬町立チ 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約4か月 路側工L=50m

東紀州 熊野市 建設課 中ノ茶屋志原尻線外1線工事 有馬町志原尻 有馬町志原尻 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約4か月 L=17m

東紀州 熊野市 教育委員会 五郷小学校移転改修工事 熊野市五郷町 熊野市五郷町 指名競争入札 建築工事 第2四半期 約6か月 庁舎（RC－2　改修　理科室兼家庭科室74.8㎡）ほか

東紀州 熊野市 建設課 交通安全施設設置工事 熊野市一円 熊野市一円 指名競争入札 土木工事 第2四半期 約3か月
カーブミラー設置4基
区画線工　N＝1式

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道西川町獅子岩線配水管移設工事 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約7か月 工事延長L=500ｍ

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道産田１号線外３線配水管移設工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約4か月 工事延長L=5m① 40ｍ② 30ｍ③ 40ｍ④

東紀州 熊野市 水道課 新鹿簡水国道３１１号線配水管布設換工事 熊野市新鹿町 熊野市新鹿町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約5か月 工事延長L=50m

東紀州 熊野市 水道課 五郷簡水市道和田線外２線配水管移設工事 熊野市五郷町 熊野市五郷町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約3か月 工事延長L=40m①／45m②／5m③

東紀州 熊野市 水道課 日進小阪簡水市道野口神山線配水管移設工事 熊野市飛鳥町 熊野市飛鳥町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約3か月 工事延長L=50m
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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

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 熊野市 水道課 日進小阪簡水市道佐田2号線外1線配水管移設工事 熊野市飛鳥町 熊野市飛鳥町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約3か月 工事延長L=20m①／50m②

東紀州 熊野市 水道課 大又簡水市道池田平線外１線配水管移設工事 熊野市飛鳥町 熊野市飛鳥町 指名競争入札 管工事 第2四半期 約3か月 工事延長L=30m①／5m②

東紀州 熊野市 水産・商工振興課 漁港施設機能強化工事 熊野市遊木町 熊野市遊木町 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約5か月
北防波堤
　腹付けコンクリート工　L=119.2m

東紀州 熊野市 農林業振興課 団体営かんがい排水工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約3か月 用水路改良　L=70m

東紀州 熊野市 建設課 健康増進ハウス防水改修工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 建築工事 第3四半期 約3か月 防水工事1式

東紀州 熊野市 建設課 市営住宅改修工事 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 指名競争入札 建築工事 第3四半期 約3か月 外壁・屋上防水改修工　一式

東紀州 熊野市 建設課 市営住宅改修工事（久生屋団地） 熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 指名競争入札 建築工事 第3四半期 約3か月 外壁・屋上防水改修工　一式

東紀州 熊野市 健康・長寿課 保健福祉センター自動火災報知設備改修工事 熊野市井戸町 熊野市井戸町 指名競争入札 電気通信工事 第3四半期 約3か月 自動火災報知設備更新工事

東紀州 熊野市 建設課 ウォーカブル推進整備工事 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約5か月
工事延長　L=130ｍ
側溝、舗装整備1式

東紀州 熊野市 建設課 無電柱化促進整備工事 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約5か月
工事延長　L=180ｍ
電線共同溝整備1式

東紀州 熊野市 建設課 西川町千儀線道路改良（舗装）工事その２ 木本町新田 木本町新田 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約2か月 L=80m

東紀州 熊野市 建設課 大前団地5号線改良(舗装)工事 久生屋町大前 久生屋町大前 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約2か月 舗装工L=60m

東紀州 熊野市 建設課 瀞流荘湯ノ口温泉線改良（舗装）工事 紀和町湯ノ口 紀和町湯ノ口 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約3か月 L=285m

東紀州 熊野市 建設課 丸山２号線外1線改良（舗装）工事 井戸町丸山 井戸町丸山 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約3か月 舗装工L=230m

東紀州 熊野市 建設課 湯の谷1号線改良（舗装）工事 五郷町湯谷 五郷町湯谷 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約3か月 L=170m

東紀州 熊野市 建設課 城下中央線改良(舗装)工事 五郷町寺谷 五郷町寺谷 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約3か月 舗装工L=190m

東紀州 熊野市 建設課 グランド裏通り線改良（舗装）工事 有馬町立チ 有馬町立チ 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 約3か月 舗装工L=180m

東紀州 熊野市 建設課 有馬金山線道路改良（舗装）工事 有馬町新町 有馬町渡井田 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約3か月 L=180m

東紀州 熊野市 教育委員会 市民会館2階玄関扉改修工事 熊野市木本町 熊野市木本町 指名競争入札 建築工事 第3四半期 約3か月

東紀州 熊野市 教育委員会 大泊集会所屋上防水改修工事 熊野市大泊町 熊野市大泊町 指名競争入札 建築工事 第3四半期 約3か月
・屋上防水　ウレタン塗布92.3㎡
・外部壁面塗装　34.0㎡
・屋上モルタル面調整78.0㎡　欠損部補修

東紀州 熊野市 建設課 橋梁長寿命化改良工事 熊野市一円 熊野市一円 指名競争入札 土木工事 第3四半期 約4か月 床版補修工　N=１式

東紀州 熊野市 水道課 上水道市道有馬金山線導・配水管移設工事 熊野市有馬町 熊野市有馬町 指名競争入札 管工事 第3四半期 約4か月 工事延長L=220m

東紀州 熊野市 水道課
育生簡水県道御浜北山線（高千穂橋）配水管移設工
事

熊野市育生町 熊野市育生町 指名競争入札 管工事 第3四半期 約3か月 工事延長L=60m

東紀州 熊野市 水道課 五郷簡水市道桃崎中央線配水管移設工事 熊野市五郷町 熊野市五郷町 指名競争入札 管工事 第3四半期 約3か月 工事延長L=250m

東紀州 熊野市 水道課 小又簡水市道小又線配水管移設工事 熊野市飛鳥町 熊野市飛鳥町 指名競争入札 管工事 第3四半期 約4か月 工事延長L=200m

東紀州
警察庁　中部管区警

察局
三重県情報通信部 通信機器整備等工事（５－２－１） 三重県尾鷲市内 一般競争入札 電気通信工事 第１四半期 約10ヶ月 通信機器設置

東紀州 御浜町 建設課
町単事業　
広田奥地線外舗装修繕工事

御浜町全域 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 約3ヶ月 舗装修繕　A=1,210ｍ2 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
町単事業
家助2号線側溝修繕工事

御浜町上野 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約2ヶ月 側溝修繕　L=30.0ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
道路メンテナンス事業
馬明1号橋修繕工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約3ヶ月 橋梁修繕　一式 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
神志山駅裏線排水施設修繕工事

御浜町志原 指名競争入札 管工事 第1四半期 約3ヶ月 排水ポンプ修繕 一式 2,000万円未満
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【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
新田阪本線舗装修繕工事

御浜町上市木 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 約3ヶ月 舗装修繕　A=1,104ｍ2 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
阪本1号線側溝修繕工事

御浜町阪本 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約4ヶ月 側溝修繕　L=200ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
市宿線側溝修繕工事

御浜町下市木 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約2ヶ月 側溝修繕　L=46.0ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
交付金事業
井田山地線道路改良工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第1四半期 約6ヶ月 道路改良　L=180m 5,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
阿田和排水路修繕工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約2ヶ月 排水路修繕　L=30m 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
林道阪本神木線舗装修繕工事

御浜町阪本 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 約2ヶ月 舗装修繕　A=700ｍ2 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
西ノ平3号線施道路設修繕工事

御浜町下市木 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約3ヶ月 擁壁修繕　L=16.0ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
平見3号線側溝修繕工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約4ヶ月 側溝修繕　L=143ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
柿原9号線道路施設修繕工事

御浜町柿原 指名競争入札 土木一式 第2四半期 約3ヶ月 擁壁修繕　L=26.0ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
萩内団地1号線側溝修繕工事

御浜町下市木 指名競争入札 土木一式 第3四半期 約4ヶ月 側溝修繕　L=300ｍ 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
緊急自然災害防止対策事業
硲池廃止工事

御浜町下市木 指名競争入札 土木一式 第3四半期 約5ヶ月 ため池廃止　一式 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
道路メンテナンス事業
片川橋修繕工事

御浜町片川 指名競争入札 土木一式 第3四半期 約3ヶ月 橋梁修繕　一式 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
社会資本整備交付金事業
井田山地線道路改良工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第3四半期 約6ヶ月 道路改良　L=200m 2,000万円以上、8,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
町単事業
向山線道路改良工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第4四半期 約5ヶ月 道路改良　L=100m 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
町単事業
石寺3号線舗装修繕工事

御浜町阿田和 指名競争入札 土木一式 第4四半期 約2ヶ月 舗装修繕　A=125ｍ2 2,000万円未満

東紀州 御浜町 建設課
社会資本整備交付金事業
町営住宅平見団地改修工事

御浜町志原 指名競争入札 建築一式 第3四半期 約4ヶ月 RC造　室内改修 5,000万円未満

東紀州 御浜町 健康福祉課 御浜町福祉健康センター高圧受変電設備更新工事 御浜町下市木 御浜町下市木 指名競争入札 第３四半期 約５ヶ月 御浜町福祉健康センター高圧受変電設備更新 2,000万円未満

東紀州
国土交通省中部地方

整備局
営繕部 令和５年度　尾鷲公共職業安定所空調設備改修工事 尾鷲市林町 一般競争入札

暖冷房衛生設備
工事

第１四半期 約8ヶ月
庁舎（ＲＣー２　６９３ｍ２）
空調設備改修

【５月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（本官）【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】

東紀州
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号尾鷲南パーキング防災施設新築工
事

尾鷲市南浦 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約12ヶ月 防災施設　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）【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】【競争参加資格拡大対

東紀州
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号紀勢国道管内交通安全整備工事 松阪市古井町 南牟婁郡紀宝町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月

道路土工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、舗
装工　１式、付属物工　１式、橋台工　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）【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】

東紀州
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号松阪多気ＢＰ建設工事 松阪市朝田町 松阪市上川町 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月

工事延長Ｌ＝４８０ｍ
道路土工１式、橋台１基、場所打杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝１９．５
ｍ）　６本、地盤改良工１式、仮設工１式

【４月公告予定】
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】【難工事指定工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工

東紀州
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号有馬北道路建設工事 熊野市有馬町 尾鷲市南浦 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約7ヶ月

工事延長Ｌ＝５００ｍ
道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【難工事指定工事】【フレックス

東紀州
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号熊野ＩＣ建設工事 熊野市有馬町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約14ヶ月

工事延長Ｌ＝５００ｍ
道路土工１式、排水構造物工１式

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２ヵ月】

東紀州
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号紀勢国道管内橋梁補修工事 多気郡大台町 南牟婁郡御浜町 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約19ヶ月

【鋼橋系】梅ノ木谷橋　橋梁補修（現場塗装工、断面補修
工、防護柵補修工、仮設工）　１式、（岩内橋他）

【６月公告予定】
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】【難工事指定工事】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更

東紀州
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号紀勢国道管内舗装修繕工事 松阪市佐久米町 尾鷲市矢浜 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第２四半期 約7ヶ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【難工事指定工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工

東紀州
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号新八鬼山トンネル照明設備修繕工
事

尾鷲市南浦 尾鷲市三木里 一般競争入札 電気設備工事 第２四半期 約18ヶ月 照明設備更新（ＬＥＤ化）　１式

【５月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【施工能力評価Ⅱ
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【競争参加資格拡大対象予定工

東紀州
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号トンネル非常警報設備修繕工事 尾鷲市賀田町 熊野市飛鳥町 一般競争入札 通信設備工事 第２四半期 約13ヶ月

非常警報設備更新　１式（押ボタン装置、警報表示板、非常
電話）

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Ⅱ
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】

東紀州
国土交通省中部地方

整備局
紀勢国道事務所

令和５年度　紀勢国道管内トンネル換気設備修繕工
事

北牟婁郡紀北町 熊野市大泊町 一般競争入札 機械設備工事 第２四半期 約7ヶ月 トンネル換気設備分解整備　１式（ＪＦ１０３０、ＪＦ１２５０）

【６月公告予定】
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】【難工事指定工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工

東紀州
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号紀勢国道舗装修繕工事 北牟婁郡紀北町 熊野市有馬 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第２四半期 約7ヶ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：５０百万円以上８０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【難工事指定工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工

東紀州 三重県 営繕課 三重県熊野保健所外部改修工事 熊野市井戸町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約7ヶ月
RC造　地上２階　延べ面積775.5㎡（防水改修、外壁改修、
建具改修）

５千万円以上１億円未満
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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

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 三重県 営繕課 木本高等学校管理棟トイレ改修工事
熊野市木本町１１０１
－４

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5カ月
管理棟　ＲＣ造　４階建　延べ面積3,947.00㎡（トイレ改修）

５千万円以上１億円未満

東紀州 三重県 営繕課 三重県尾鷲庁舎空調熱源設備（電気設備）改修工事 尾鷲市坂場西町 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約8ヶ月 電気設備工事 ３千万円未満

東紀州 三重県 営繕課 熊野少年自然の家給水設備ほか改修工事 熊野市金山町 一般競争入札 管工事 第１四半期 約6ヶ月 給水設備ほか改修工事 ３千万円未満

東紀州 三重県 営繕課 三重県尾鷲庁舎空調熱源設備（機械設備）改修工事 尾鷲市坂場西町 一般競争入札 管工事 第２四半期 約8ヶ月 空調熱源設備改修工事 ７千万円以上２億円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所
尾鷲建設事務所管内トンネル防災設備・道路情報提
供装置保守点検整備業務委託

紀北町 尾鷲市 一般競争入札 電気通信工事 第１四半期 約22か月
トンネル防災設備点検　N＝7箇所
道路情報提供装置点検　N＝15箇所

３０００万円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所
一般県道城ノ浜山居線ほか２線道路・公園植樹管理
業務委託（紀北町）

紀北町 紀北町 一般競争入札 造園工事 第１四半期 約4か月 道路・公園植樹管理業務　１式 ３０００万円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所
一般県道中井浦九鬼線ほか４線道路植樹管理業務
委託（尾鷲市）

尾鷲市 尾鷲市 一般競争入札 造園工事 第１四半期 約4か月 道路植樹管理業務　１式 ３０００万円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所 一般県道三戸紀伊長島停車場線舗装修繕工事 紀北町島原 紀北町島原 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約4か月
舗装工
　表層工 A=2,000m2
　基層工 A=2,000m2

３０００万円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所 二級河川船津川（江崎１号陸閘）陸閘修繕工事 紀北町相賀 紀北町相賀 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約8か月 陸閘取替　N=1基 ３０００万円未満

東紀州 三重県 尾鷲建設事務所 一般国道４２２号（河合工区）道路改良工事 紀北町十須 紀北町十須 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6か月
擁壁工　L=30ｍ
側溝工　L=45ｍ
舗装工　A=1,060m2

５０００万円以上７０００万円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所 一級河川北山川河川改修（堤防強化対策）工事 熊野市紀和町湯ノ口
熊野市紀和町湯
ノ口

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約４ヶ月 ブロック張工　A=300m2 ３千万円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所 引作地区急傾斜地崩壊防止工事 御浜町引作 御浜町引作 一般競争入札
とび・土工・コン

リート工事
第１四半期 約７ケ月 吹付法枠工　A=2000m2 ７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所
有馬地区海岸　海岸堤防老朽化対策緊急工事（その
１）

熊野市有馬町 熊野市有馬町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約６ケ月
天端被覆工L=300m
裏法被覆工L=300m

７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所
有馬地区海岸　海岸堤防老朽化対策緊急工事（その
2）

熊野市有馬町 熊野市有馬町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約６ケ月 表法被覆工L=１00m ７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所 二木島港海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事 熊野市二木島町 熊野市二木島町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約６ケ月
堤防天端表法被覆工L=100m
堤防嵩上工　L=100m
物揚場修繕工　N=1式

３千万円以上５千万円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所 二木島東西地区急傾斜地災害緊急対策工事 熊野市二木島町 熊野市二木島町 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 約５ケ月 ブロック積工　A=13m2 ３千万円未満

東紀州 三重県 熊野建設事務所 井田地区海岸　海岸緊急保全（養浜工）工事（その１） 紀宝町井田 紀宝町井田 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約８ケ月 養浜工　V=26,000m3 ７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所
山本地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業
排水機補修更新工事

紀北町東長島 － 一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約９ヶ月

ポンプ整備　１式
補機設備　１式

７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所
自然災害防止事業
（樫ノ木谷）

紀北町矢口浦 － 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約５ヶ月 底張工　94.6ｍ ３千万円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所 矢口漁港海岸　漁港海岸保全事業(繰)陸閘据付工事 紀北町矢口浦 － 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約４ヶ月 陸閘据付工　1基 ３千万円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所
三重保全三期地区波田須工区　海女漁業等環境基
盤整備事業　藻礁設置工事

熊野市波田須町地
先

－ 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約９ヶ月 藻礁設置工　1式 ７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所
三重保全三期地区紀北工区　海女漁業等環境基盤
整備事業　藻礁設置工事その２

紀北町海野地先 － 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約６ヶ月 藻礁設置工　1式 ７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 尾鷲農林水産事務所 自然災害防止事業（北又） 紀北町島原 － 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 第５ヶ月 護岸工　10m ３千万円未満

東紀州 三重県 熊野農林事務所 復旧治山事業第６－２号工事（中野） 紀宝町浅里 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約8ヶ月

山腹工　1式
アンカー工　N=30本

７千万円以上１．５億円未満

東紀州 三重県 熊野農林事務所 自然災害防止事業第熊－１１号工事（下地）ほか 紀宝町神内ほか 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　1式
落石防止柵工　L=24.0m
落石防止網工　A=196.2m2

３千万円未満

東紀州 三重県 熊野農林事務所 自然災害防止事業第熊－２号工事（寺ノ山）ほか 熊野市木本町ほか 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　1式
法枠工　A=595.6m2

３千万円以上５千万円未満

東紀州 三重県 警察本部 尾鷲警察署大規模改修（建築）工事 尾鷲市古戸 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約15ヶ月 大規模改修建築工事一式 ３億円以上

東紀州 三重県 警察本部 尾鷲警察署大規模改修（電気設備）工事 尾鷲市古戸 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約15ヶ月 大規模改修電気設備工事一式 １． ５億円以上３億円未満

東紀州 三重県 警察本部 尾鷲警察署大規模改修（機械設備）工事 尾鷲市古戸 一般競争入札 管工事 第２四半期 約15ヶ月 大規模改修機械設備工事一式 １． ５億円以上３億円未満

東紀州 三重県 警察本部 尾鷲警察署庁舎別棟ほか建築工事 尾鷲市古戸 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約13ヶ月 庁舎建築工事一式 １． ５億円以上３億円未満
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【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 三重県 警察本部 尾鷲警察署賀田警察官駐在所解体工事 尾鷲市賀田町 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

東紀州 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（熊野） 熊野市井戸町 一般競争入札 管工事 第３四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

東紀州 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（紀宝）
南牟婁郡紀宝町鵜
殿

一般競争入札 管工事 第３四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

東紀州 三重県 警察本部 熊野警察署屋上防水改修工事 熊野市井戸町 一般競争入札 防水工事 第３四半期 約3ヶ月 屋上防水改修工事一式 ３千万円未満

東紀州 三重県 警察本部 令和５年度　第３号　大型道路標識建替等工事
尾鷲、熊野、紀宝警
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3ヶ月 大型道路標識建替等工事 ３千万円未満

東紀州 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

紀南高等学校
管理教室棟ほか
トイレ改修工事

南牟婁郡御浜町阿
田和１９６０

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1,779㎡
※トイレ１系統（１～３階）ほかの改修

３千万円未満

東紀州 日本下水道事業団 東日本本部 御浜町阿田和クリーンセンター建設工事その４ 三重県御浜町 一般競争入札 一般土木 第2四半期 19 管理棟,主ポンプ,エアタン,脱水 Ｃ

東紀州 日本下水道事業団 東日本本部 御浜町阿田和クリーンセンター電気設備工事その６ 三重県御浜町 一般競争入札 電気設備 第2四半期 19 水処理その他 Ｂ

東紀州 尾鷲市 建設課 北川護岸改修工事
三重県尾鷲市
坂場町地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ５月 ６０日 河川護岸改修工事 ４００万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 泉２０号線道路改良工事
三重県尾鷲市
泉町地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ５月 ７０日 道路改良工事 ５００万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 三木浦町地内舗装工事
三重県尾鷲市
三木浦町地内

－
条件付き

一般競争入札
舗装工事 ５月 ７０日 舗装工事 ５００万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 中川地内道路改良工事
三重県尾鷲市
中川地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ５月～６月 ９０日 道路改良工事 ９００万円程度

東紀州 尾鷲市 市民サービス課 LED防犯灯設置工事
三重県尾鷲市
地内

－
条件付き

一般競争入札
電気工事 ５月～６月 １８０日 LED防犯灯設置工事　２７基 ２００万円程度

東紀州 尾鷲市 環境課 2次灰だしコンベヤ改修工事
三重県尾鷲市大字
南浦字中村地内

－
条件付き

一般競争入札
機械器具設置工

事
６月 ９０日 改修工事 １，６００万円程度

東紀州 尾鷲市 環境課 受電用変圧器交換工事
三重県尾鷲市大字
南浦字中村地内

－
条件付き

一般競争入札
電気工事 ６月 １５０日 交換工事 ５００万円程度

東紀州 尾鷲市 環境課 空気予熱器入口ダクトエキスパンション更新工事
三重県尾鷲市大字
南浦字中村地内

－
条件付き

一般競争入札
機械器具設置工

事
６月 ９０日 更新工事 ８００万円程度

東紀州 尾鷲市 教育総務課 矢浜小学校トイレ改修工事
三重県尾鷲市
矢浜地内

－
条件付き

一般競争入札
建築工事 ６月 ６０日 トイレ改修工事 ３５０万円程度

東紀州 尾鷲市 教育総務課 小中学校屋内運動場等LED改修工事
三重県尾鷲市
内各所

－
条件付き

一般競争入札
電気工事 ６月 １２０日 照明器具取替工事 ５０００万円程度

東紀州 尾鷲市 教育総務課 尾鷲中学校多目的室空調設備改修工事
三重県尾鷲市
矢浜地内

－
条件付き

一般競争入札
管工事 ６月 ９０日 空調機器改修工事 ７００万円程度

東紀州 尾鷲市 水産農林課 林道白浜谷線舗装工事
三重県尾鷲市
大字南浦地内

－
条件付き

一般競争入札
舗装工事 ６月 １２０日 舗装工事 ７００万円程度

東紀州 尾鷲市 水道部 野地町地内配水管布設替工事
三重県尾鷲市
野地町地内

－
条件付き

一般競争入札
水道工事 ６月 １２０日 配水管布設替工事 １，０００万円程度

東紀州 尾鷲市 水道部 九鬼地内配水管改良工事
三重県尾鷲市
九鬼町地内

－
条件付き

一般競争入札
水道工事 ６月 ６０日 配水管布設替工事 １５０万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 宮ノ上地内舗装工事
三重県尾鷲市
宮ノ上町地内

－
条件付き

一般競争入札
舗装工事 ６月～７月 ７０日 舗装工事 ６００万円程度

東紀州 尾鷲市 防災危機管理課 須賀利消防団車庫建設工事
三重県尾鷲市
須賀利町地内

－
条件付き

一般競争入札
建築工事 ７月 １８０日 車庫新築工事 ２２００万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 日尻野２８号線道路改良工事
三重県尾鷲市
光ケ丘地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ７月～８月 ７０日 道路改良工事 ５００万円程度

東紀州 尾鷲市 市民サービス課 特定空家等除却工事
三重県尾鷲市
中井町地内

－
条件付き

一般競争入札
解体工事 ８月 ４５日 解体工事 １２００万円程度

東紀州 尾鷲市 水産農林課 山後川第一農業用水路改良工事
三重県尾鷲市
三木里町地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ８月 １２０日 取水口改良工事 ６００万円程度

東紀州 尾鷲市 水道部 曽根地内配水管布設替工事
三重県尾鷲市
曽根町地内

－
条件付き

一般競争入札
水道工事 ８月 １５０日 配水管布設替工事 １，５００万円程度

東紀州 尾鷲市 水道部 北浦東町地内配水管布設替工事
三重県尾鷲市
北浦東町地内

－
条件付き

一般競争入札
水道工事 ８月 １００日 配水管布設替工事 ７００万円程度

東紀州 尾鷲市 福祉保健課 輪内高齢者サービスセンター空調設備改修工事
三重県尾鷲市
曽根町地内

－
条件付き

一般競争入札
管工事 ８月 ９０日 空調機器改修工事 ３５０万円程度
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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

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 尾鷲市 福祉保健課 聖光園空調設備改修工事
三重県尾鷲市
大字大曽根浦地内

－
条件付き

一般競争入札
管工事 ８月 ９０日 空調機器改修工事 ７００万円程度

東紀州 尾鷲市 建設課 日尻野下中川線道路改良工事
三重県尾鷲市
桂ケ丘地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ８月～９月 ８０日 道路改良工事 ６００万円程度

東紀州 尾鷲市 水産農林課 九木漁港機能保全工事その３
三重県尾鷲市
九鬼町地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ９月 １８０日 漁港改良工事 ２０５０万円程度

東紀州 尾鷲市 水産農林課 林道大根須賀利線改良工事
三重県尾鷲市
須賀利町地内

－
条件付き

一般競争入札
土木一式工事 ９月 １８０日 法面改良工事 ３８５０万円程度

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道北下ケ地谷線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第１四半期 120日 U400　L=150m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道越谷線
排水路改良工事

井田 指名競争 土木一式 第１四半期 120日 U300　L=150m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道七反田３号線
排水路改良工事

成川 指名競争 土木一式 第１四半期 80日 U300　L=50m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道寺尾１号支線
排水路改良工事

大里 指名競争 土木一式 第１四半期 90日 U300　L=100m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道大里井内線
排水路改良工事

井内 指名競争 土木一式 第１四半期 80日 U250　L=40m

東紀州 紀宝町 基盤整備課 町道仲屋線改良工事 平尾井 指名競争 土木一式 第１四半期 120日 道路改良　L=130m

東紀州 紀宝町 基盤整備課 町道石橋線拡幅工事 鵜殿 指名競争 土木一式 第１四半期 180日 道路改良　Ｌ＝60ｍ

東紀州 紀宝町 産業振興課
井内工業団地
駐車場整備工事

井内 指名競争 舗装 第１四半期 120日 Ａ＝2300ｍ2

東紀州 紀宝町 企画調整課
紀宝町ウミガメ公園物産館
エントランスエアコン及び
飼育棟エアコン（山側）取替工事

井田 指名競争 管工事 第１四半期 90日 エアコン取替工事（2基）

東紀州 紀宝町 企画調整課
紀宝町ウミガメ公園
防災拠点施設耐震性
貯水槽設置工事

井田 指名競争 管工事 第１四半期 180日 耐震性貯水槽10ｔ 1基

東紀州 紀宝町 教育課
神内教員住宅
解体工事

神内 指名競争 解体工事 第１四半期 120日
鉄筋コンクリート造
建築面積　374.6㎡

東紀州 紀宝町 総務課
本庁舎LED照明
取替工事

鵜殿 指名競争 電気工事 第１四半期 300日 LED照明に取替

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道昼田４号線
排水路改良工事

神内 指名競争 土木一式 第２四半期 90日 U300　L=50m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道姥ケ懐線
排水路改良工事

成川 指名競争 土木一式 第２四半期 120日 U400　L=150ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道下前団地２号線
排水路改良工事

神内 指名競争 土木一式 第２四半期 80日 U300　L=40m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道中曽６号線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第２四半期 90日 U300　L=100m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道相野口
永田線改良工事

鮒田 指名競争 土木一式 第２四半期 150日 道路改良　L=80m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道川原地線
流失防止対策工事

浅里 指名競争 土木一式 第２四半期 180日 橋梁保全護岸工　一式

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道成川神内線
舗装工事

神内 指名競争 舗装 第２四半期 90日 W=7.0m　L=150ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道上野口線
舗装工事

井田 指名競争 舗装 第２四半期 70日 W=4.0m　L=100ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道野地平１号線
舗装工事

井田 指名競争 舗装 第２四半期 60日 W=7.0m　L=40ｍ

東紀州 紀宝町 産業振興課
林道鮒田北桧杖線
法面改良工事

北桧杖 指名競争 法面 第２四半期 90日 モルタル吹付工　一式

東紀州 紀宝町 産業振興課
林道北桧杖浅里線
舗装工事

北桧杖 指名競争 舗装 第２四半期 60日 W=4.0m　L=50ｍ

東紀州 紀宝町 環境衛生課
町道芝地線
配水管布設工事

井内 指名競争 管工事 第２四半期 100日 水道配水用ポリエチレン管Ф50　L=280.0ｍ

東紀州 紀宝町 教育課
井田教員住宅
解体工事

井田 指名競争 解体工事 第２四半期 60日
木造
建築面積　78.07㎡

東紀州 紀宝町 教育課
飯盛教員住宅
解体工事

成川 指名競争 解体工事 第２四半期 60日
木造
建築面積　47.87㎡
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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

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道南下ケ地谷線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第３四半期 90日 U250 L=100m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道狭間線
排水路改良工事

浅里 指名競争 土木一式 第３四半期 80日 U300　L=100m

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道中飯盛１号線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第３四半期 90日 U300　L=50ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道大谷線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第３四半期 90日 U300　L=100ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道馬屋上飯盛線
排水路改良工事

鵜殿 指名競争 土木一式 第３四半期 90日 U400　L=100ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
町道鶴子中野線
舗装工事

成川 指名競争 舗装 第３四半期 70日 W=4.0m　L=80ｍ

東紀州 紀宝町 基盤整備課
岡地橋他
３橋修繕工事

桐原他 指名競争 鋼構造物 第３四半期 150日 修繕工　 一式

東紀州 紀宝町 環境衛生課
新宮紀宝道路建設に
伴う配水管移設工事（その７）

鵜殿 指名競争 管工事 第３四半期 60日 水道配水用ポリエチレン管Ф100　L=60.0ｍ

東紀州 紀宝町 環境衛生課
町道相野口永田支線
配水管布設替工事

鮒田 指名競争 管工事 第３四半期 80日
水道配水用ポリエチレン管Ф100　L=50.0ｍ　Ф50　
L=30.0m

東紀州 紀北町 建設課 小松原住宅用道路舗装工事 紀北町中里地内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3ヶ月 舗装工事　一式 3.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 海山地区区画線設置工事 紀北町地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 3ヶ月 区画線工事　一式 6.3百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道生熊線他1路線道路舗装工事 紀北町矢口浦地内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3ヶ月 舗装工事　一式 9.3百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道汐見町3号線他1路線維持補修工事 紀北町地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 3ヶ月 道路整備工事　一式 3.9百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道入江西町線道路舗装工事 紀北町長島地内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 舗装工事　一式 13.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道生ヶ谷三浦線道路舗装工事 紀北町三浦地内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3ヶ月 舗装工事　一式 3.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 紀伊長島地区区画線設置工事 紀北町地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 3ヶ月 区画線工事　一式 4.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道田ノ谷9号線道路整備工事 紀北町長島地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 5ヶ月 道路整備工事　一式 11.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道山本6号線道路整備工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 4ヶ月 道路整備工事　一式 6.5百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道前山2号線路側補修工事 紀北町島原地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 4ヶ月 擁壁工事　一式 6.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道相賀桧町6号線他2号線道路整備工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 8ヶ月 道路整備工事　一式 30.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道上里西山1号線道路整備工事 紀北町上里地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 5ヶ月 道路整備工事　一式 10.1百万円

東紀州 紀北町 環境管理課 資源ごみステーション増設工事 紀北町地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 4ヶ月 施設整備工事　一式 2.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道汐見町10号線他1路線道路整備工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 7ヶ月 道路整備工事　一式 19.2百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道中里15号線道路整備工事 紀北町中里地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 7ヶ月 道路整備工事　一式 15.5百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道中道4号線道路整備工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 7ヶ月 道路整備工事　一式 20.1百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道志子2号線道路舗装工事 紀北町島原地内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 3ヶ月 舗装工事　一式 3.2百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道小山里ノ内2号線道路整備工事 紀北町小山浦地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 5ヶ月 道路整備工事　一式 9.9百万円

東紀州 紀北町 財政課 沖見団地排水路嵩上げ工事 紀北町便ノ山地内 一般競争入札 土木工事 第1四半期 3ヶ月 水路嵩上げ工事　一式 3.1百万円

東紀州 紀北町 危機管理課 旧海山消防署他解体工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 解体工事 第１四半期 5ヶ月 解体工事　一式 38.4百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 西小学校トイレ改修工事 紀北町長島地内 一般競争入札 管工事 第１四半期 3ヶ月 トイレ改修工事　一式 8.0百万円
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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5年5月15日現在

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 紀北町 学校教育課 赤羽小学校トイレ改修工事 紀北町島原地内 一般競争入札 管工事 第１四半期 2ヶ月 トイレ改修工事　一式 2.5百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 東小学校トイレ改修工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 管工事 第１四半期 2ヶ月 トイレ改修工事　一式 4.4百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 学校給食センターピット内蒸気配管取替工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 管工事 第１四半期 3ヶ月 蒸気配管取替工事　一式 7.6百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 相賀小学校教室天井修繕工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 建築工事 第１四半期 2ヶ月 天井修繕工事　一式 2.1百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 紀伊長島幼稚園図書室床修繕工事 紀北町長島地内 一般競争入札 建築工事 第１四半期 2ヶ月 床修繕工事　一式 2.6百万円

東紀州 紀北町 財政課 地域振興会館高圧受電設備更新工事 紀北町長島地内 一般競争入札 電気工事 第１四半期 3ヶ月 受電設備更新工事　一式 7.7百万円

東紀州 紀北町 水道課 相賀橋架替工事に伴う仮設工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 水道工事 第1四半期 4ヶ月 配水管　L=260.0m 47.5百万円

東紀州 紀北町 水道課 県道矢口浦上里線道路改良工事に伴う支障移転工事 紀北町矢口浦地内 一般競争入札 水道工事 第1四半期 4ヶ月 配水管　L=500.0m 30.0百万円

東紀州 紀北町 水道課 便ノ山浄水場設備更新工事 紀北町便ノ山地内 一般競争入札 機械設備工事 第1四半期 9ヶ月
電動バタフライ弁 N=1基
送水ポンプ調整 N=1式

4.6百万円

東紀州 紀北町 水道課 紀伊長島地区上水道第二水源地設備更新工事 紀北町島原地内 一般競争入札 機械設備工事 第1四半期 4ヶ月
水位計取替 N=1基
発電機調整 N=1式

1.7百万円

東紀州 紀北町 水道課 呼崎地区配水管布設替工事 紀北町東長島内 一般競争入札 水道工事 第1四半期 4ヶ月 配水管　L=60.0m 4.8百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道野又越線修繕工事 紀北町十須地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 7ヶ月 擁壁工事　一式 25.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 橋本橋橋梁改修工事 紀北町上里地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 7ヶ月 橋梁修繕工事　一式 16.5百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道野又越線法面修繕工事 紀北町十須地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 7ヶ月 法面工事　一式 33.6百万円

東紀州 紀北町 建設課 街区公園遊具設置工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 5ヶ月 遊具設置工事　一式 4.2百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道小山里ノ内線道路舗装工事 紀北町小山浦地内 一般競争入札 舗装工事 第2四半期 4ヶ月 舗装工事　一式 20.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道志子7号線道路整備工事 紀北町島原地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 4ヶ月 道路整備工事　一式 5.7百万円

東紀州 紀北町 危機管理課 汐ノ津呂排水機場改修工事（第一期） 紀北町相賀地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 7ヶ月 排水機場改修工事　一式 409.6百万円

東紀州 紀北町 建設課 準用河川宮前川河川改修工事 紀北町海野地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 7ヶ月 河川改修工事　一式 50.0百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道大名倉線整備工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 5ヶ月 道路整備工事　一式 8.2百万円

東紀州 紀北町 建設課 瀬頭橋橋梁改修工事 紀北町船津地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 6ヶ月 橋梁修繕工事　一式 25.0百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道向井牛場線舗装工事 紀北町島原地内 一般競争入札 舗装工事 第2四半期 5ヶ月 舗装工事　一式 21.9百万円

東紀州 紀北町 建設課 原橋橋梁改修工事 紀北町馬瀬地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 6ヶ月 橋梁修繕工事　一式 6.5百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道下曽黒線舗装工事 紀北町十須地内 一般競争入札 舗装工事 第2四半期 6ヶ月 舗装工事　一式 11.8百万円

東紀州 紀北町 建設課 松原橋橋梁改修工事 紀北町引本浦地内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 5ヶ月 橋梁修繕工事　一式 2.5百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 旧島勝小学校解体工事 紀北町島勝浦地内 一般競争入札 解体工事 第2四半期 5ヶ月 解体工事　一式 64.7百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 西小学校屋上防水改修工事 紀北町長島地内 一般競争入札 建築工事 第2四半期 3ヶ月 防水改修工事　一式 20.2百万円

東紀州 紀北町 学校教育課 潮南中学校玄関屋根防水改修工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 建築工事 第2四半期 2ヶ月 防水改修工事　一式 4.9百万円

東紀州 紀北町 住民課 中ノ島会館浄化槽修繕工事 紀北町長島地内 一般競争入札 管工事 第2四半期 2ヶ月 浄化槽修繕工事　一式 7.3百万円

東紀州 紀北町 建設課 船付団地解体工事 紀北町長島地内 一般競争入札 解体工事 第2四半期 3ヶ月 解体工事　一式 10.0百万円
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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5年5月15日現在

【東紀州地区の発注見通し】

※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

東紀州地区エリア ： 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

東紀州 紀北町 水道課 相賀橋架替工事に伴う既設管撤去工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 水道工事 第2四半期 3ヶ月 撤去管　L=260.0m 17.1百万円

東紀州 紀北町 水道課
一般県道422号線(大原工区)道路改良工事に伴う支
障移転工事

紀北町大原地内 一般競争入札 水道工事 第2四半期 4ヶ月 配水管　L=120.0m 9.5百万円

東紀州 紀北町 建設課 白浦トンネル修繕工事 紀北町白浦地内 一般競争入札 土木工事 第3四半期 5ヶ月 トンネル修繕工事　一式 16.0百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道茂原前山線道路舗装工事 紀北町島原地内 一般競争入札 舗装工事 第3四半期 4ヶ月 舗装工事　一式 8.3百万円

東紀州 紀北町 農林水産課 林道中の谷線舗装工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 舗装工事 第3四半期 4ヶ月 舗装工事　一式 4.4百万円

東紀州 紀北町 建設課 町道呼崎8号線道路整備工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 土木工事 第3四半期 6ヶ月 道路整備工事　一式 18.5百万円

東紀州 紀北町 商工観光課 キャンプINN海山場内舗装工事 紀北町便ノ山地内 一般競争入札 舗装工事 第3四半期 4ヶ月 舗装工事　一式 9.0百万円

東紀州 紀北町 商工観光課 マンドロ製作場屋根修繕工事 紀北町東長島地内 一般競争入札 建築工事 第3四半期 2ヶ月 屋根修繕工事　一式 4.7百万円

東紀州 紀北町 商工観光課 キャンプイン海山センターハウススロープ改修工事 紀北町便ノ山地内 一般競争入札 建築工事 第3四半期 2ヶ月 スロープ改修工事　一式 0.9百万円

東紀州 紀北町 商工観光課 権兵衛の里木橋架替工事 紀北町便ノ山地内 一般競争入札 建築工事 第3四半期 2ヶ月 木橋架替工事　一式 6.6百万円

東紀州 紀北町 建設課 前桂団地外壁改修工事 紀北町船津地内 一般競争入札 建築工事 第3四半期 2ヶ月 外壁改修工事　一式 5.5百万円

東紀州 紀北町 生涯学習課 海山体育館照明器具LED化工事 紀北町相賀地内 一般競争入札 電気工事 第3四半期 2ヶ月 照明改修工事　一式 1.5百万円

東紀州 紀北町 生涯学習課 志子体育館照明器具LED化工事 紀北町島原地内 一般競争入札 電気工事 第3四半期 2ヶ月 照明改修工事　一式 2.4百万円

東紀州 紀北町 生涯学習課 海山郷土資料館トイレ改修工事 紀北町中里地内 一般競争入札 管工事 第3四半期 2ヶ月 トイレ改修工事　一式 3.7百万円


