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南勢 伊勢市 市民交流課 北浜支所空調機取替工事 村松町地内 要件付一般競争入札 管工事業 4月
2023年4月～2023年

6月
会議室１、会議室２、図書室の空調機取替一式

南勢 伊勢市 人権政策課 朝熊市民館塗装防水工事 朝熊町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 5月
2023年5月～2023年

8月
建築改修工事一式

南勢 伊勢市 人権政策課 黒瀬市民館外装塗装工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 8月
2023年9月～2023年

12月
塗装及び内装工事一式

南勢 伊勢市 人権政策課 一之木地区集会所床改修工事 一之木地内 要件付一般競争入札 建築工事業 11月
2023年12月～2024

年2月
建築改修工事一式

南勢 伊勢市 子育て応援課 小俣児童館玄関ドア修繕工事 小俣町元町 要件付一般競争入札 建具工事業 6月
2023年6月～2023年

7月
小俣児童館玄関ドア修繕

南勢 伊勢市 保育課 五峰保育園解体工事 二見町山田原地内 要件付一般競争入札 解体工事業 4月
2023年4月～2023年

7月
解体工事一式

南勢 伊勢市 保育課 保育所しらとり園砂場日よけ設置工事 小俣町湯田地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 5月
2023年5月～2023年

7月
日よけ設置工　一式

南勢 伊勢市 保育課 しごうこども園砂場日よけ設置工事 一宇田町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 5月
2023年5月～2023年

7月
日よけ設置工　一式

南勢 伊勢市 保育課 保育所きらら館１階ランチルーム改修工事 常磐２丁目地内 要件付一般競争入札 建築工事業 5月
2023年6月～2023年

7月
建築工事一式

南勢 伊勢市 保育課 御薗第一保育園保育室ほか改修工事 御薗町長屋地内 要件付一般競争入札 建築工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
塗装改修及び天井張替一式

南勢 伊勢市 保育課 五峰保育園駐車場整備工事 二見町山田原地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 6月
2023年7月～2023年

9月
舗装工事

南勢 伊勢市 保育課
子育て支援センターきらら館テラスサンシェード改修工
事

常磐２丁目地内 要件付一般競争入札 建築工事業 10月
2023年11月～2023

年12月
シェードテント取替一式

南勢 伊勢市 福祉総務課
小俣保健センターエレベーター高圧受電設備改修工
事

小俣町元町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 11月
2023年11月～2024

年1月
受電設備改修

南勢 伊勢市 福祉総務課
ハートプラザみその多目的ホール照明設備調光卓更
新工事

御薗町長屋地内 要件付一般競争入札 電気工事業 1月
2024年1月～2024年

3月
照明設備更新

南勢 伊勢市 福祉総務課 ハートプラザみその照明制御システム更新工事 御薗町長屋地内 要件付一般競争入札 電気工事業 1月
2024年1月～2024年

3月
照明制御システム更新

南勢 伊勢市 農林水産課 東豊浜第二排水機場補修工事 東豊浜町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
4月

2023年4月～2024年
3月

真空ポンプ整備補修  一式

南勢 伊勢市 農林水産課 通排水機場補修工事 通町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 4月
2023年4月～2024年

3月
電気設備整備補修  一式

南勢 伊勢市 農林水産課 通排水機場補修(その２)工事 通町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
4月

2023年4月～2024年
3月

除塵機整備補修  一式

南勢 伊勢市 農林水産課 一色排水機場補修工事 一色町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
4月

2023年4月～2024年
3月

除塵機整備補修  一式

南勢 伊勢市 農林水産課 東豊浜町地内排水路浚渫工事 東豊浜町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

7月
浚渫工　一式

南勢 伊勢市 農林水産課 一色町地内農道舗装工事 一色町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
舗装工　Ａ＝２５０ｍ２
擁壁・排水路工Ｌ＝１００ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 西豊浜町地内農業用排水路整備工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2023年

12月
排水路工　Ｌ＝１５０ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 西豊浜町上区地内農業用排水路整備工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
排水路工　Ｌ＝６１０ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 鹿海町地内農業用排水路整備工事 鹿海町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
排水路工　Ｌ＝２３０ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 御薗町小林地内農業用排水路整備工事 御薗町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
排水路工　Ｌ＝１６０ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 有滝町地内農業用排水路整備工事 有滝町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年10月～2024

年1月
排水路工　Ｌ＝５５ｍ

南勢 伊勢市 農林水産課 東豊浜第二排水機場補修（その２）工事 東豊浜町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
電気設備整備補修  一式

南勢 伊勢市 農林水産課 中須町地内農道舗装工事 中須町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年11月～2024

年1月
舗装工　Ａ＝３００ｍ２

南勢 伊勢市 農林水産課 黒瀬町地内農道舗装工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
舗装工　Ａ＝１０００ｍ２

南勢 伊勢市 農林水産課 民話の駅蘇民高圧設備改修工事 二見町松下地内 要件付一般競争入札 電気工事業 10月
2023年11月～2023

年12月
電気設備工事　一式

※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

【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
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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
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南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 農林水産課 汁谷川浚渫工事 上地町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 11月
2023年12月～2024

年3月
浚渫工　一式

南勢 伊勢市 農林水産課 村松漁港第２物揚場保全工事 村松町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 1月
2024年2月～2024年

8月
コンクリート被覆工　
Ｌ＝９８ｍ

南勢 伊勢市 観光振興課 多言語案内サイン整備工事 一宇田町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 8月
2023年9月～2023年

11月
案内看板設置工事　一式

南勢 伊勢市 観光振興課 伊勢市駅前広場ほかイルミネーション設置工事 吹上１丁目地内ほか 要件付一般競争入札 電気工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
イルミネーション設置及び撤去工　一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 準用河川豊川河川改良工事
八日市場町地内ほ
か

要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年9月～2024年

2月
護岸工
Ｌ＝６０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 普通河川小木川河川改良工事 田尻町地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年9月～2024年

2月
護岸工
Ｌ＝７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 大湊排水路改良工事 大湊町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

9月
水路工
Ｌ＝７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 黒瀬排水路改良工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
水路工
Ｌ＝５０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 楠部排水路改良工事 楠部町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年9月～2024年

1月
側溝工
Ｌ＝１００ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 鹿海排水路改良工事 鹿海町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年9月～2024年

1月
水路工
Ｌ＝７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 松下排水路改良工事 二見町松下地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年9月～2024年

2月
護岸工
Ｌ＝７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 豊浜橋橋梁修繕工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁修繕
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 日乃出橋橋梁修繕工事 二見町江地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁修繕
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 新中洲橋橋梁修繕工事 小俣町元町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁修繕
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 惣之橋橋梁修繕工事
小俣町元町地内ほ
か

要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁修繕
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 長峰跨線橋橋梁修繕工事 古市町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁修繕
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 桧尻人道橋(仮称)下部工工事（Ａ２橋台工） 船江３丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
橋梁下部
Ｎ＝１箇所

南勢 伊勢市 基盤整備課 神薗１１-１号線道路整備工事 神薗町地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2024年

3月
道路工
Ｌ＝２２０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 神薗１１-１号線道路舗装工事 神薗町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
舗装工
Ｌ＝２２０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 本町宮川堤線視覚障がい者誘導用ブロック整備工事
伊勢市宮後１丁目地
内ほか

要件付一般競争入札 ほ装工事業 6月
2023年7月～2023年

9月
舗装工
Ｌ＝１２５ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 高向小俣線道路整備工事
小俣町元町地内ほ
か

要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年7月～2024年

2月
道路工
Ｌ＝２７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 宮後浦口線道路舗装工事
伊勢市大世古２丁目
地内ほか

要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年7月～2024年

2月
舗装工
Ｌ＝２７０ｍ

南勢 伊勢市 基盤整備課 フォーラム藤里公園ほか２公園改修工事
伊勢市藤里町地内
ほか

要件付一般競争入札 造園工事業 7月
2023年8月～2023年

10月
遊具更新
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 辻久留台１号公園ほか３公園改修工事
伊勢市辻久留町地
内ほか

要件付一般競争入札 造園工事業 7月
2023年8月～2023年

10月
遊具更新
一式

南勢 伊勢市 基盤整備課 大仏山公園整備工事
小俣町新村地内ほ
か

要件付一般競争入札 造園工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
公園整備
一式

南勢 伊勢市 維持課 尾上１１号樋門ほか開閉装置等整備工事 尾上町地内ほか 要件付一般競争入札 鋼構造物工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
扉体塗装・水密ゴム更新　
Ｎ＝５箇所

南勢 伊勢市 維持課 いな川排水機場トイレ更新工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 管工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
トイレ更新　一式

南勢 伊勢市 維持課 いな川排水機場機械設備補修工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
7月

2023年8月～2024年
3月

１号ポンプ整備　一式
除塵機整備　一式

南勢 伊勢市 維持課 いな川排水機場電気設備補修工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年8月～2024年

3月
ポンプ盤更新　一式
変圧器盤更新　一式

南勢 伊勢市 維持課 桧尻１号ポンプ場補修工事 船江２丁目地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
9月

2023年10月～2024
年3月

逆止弁整備　一式
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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

【南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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南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 維持課 桧尻３号ポンプ場補修工事 船江４丁目地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
9月

2023年10月～2024
年3月

逆止弁整備　一式

南勢 伊勢市 維持課 豊川ポンプ場補修工事 岡本３丁目地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
9月

2023年10月～2024
年3月

逆止弁整備　一式

南勢 伊勢市 維持課 津村団地ポンプ場補修工事 津村町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
8月

2023年9月～2024年
3月

水中ポンプ更新　一式
ポンプ制御盤更新　一式

南勢 伊勢市 維持課 イトーピア４号線道路舗装工事 藤里町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年8月～2023年

10月
舗装工　Ａ＝１，５４０ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 朝熊浜郷線道路舗装工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年8月～2023年

10月
舗装工　Ａ＝１，３２０ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 茶屋１号線道路舗装工事 二見町茶屋地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 8月
2023年9月～2023年

10月
舗装工　Ａ＝４００ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 小俣１６号線道路舗装工事 小俣町相合地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 8月
2023年9月～2023年

10月
舗装工　Ａ＝６５０ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 長屋２３－１号線道路舗装工事 御薗町長屋地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
舗装工　Ａ＝１，５９０ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 御薗５４号線道路舗装工事 御薗町高向地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 4月
2023年5月～2023年

7月
舗装工　Ａ＝１，１００ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 西豊浜１２号線ほか道路舗装工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
舗装工　Ａ＝２，４００ｍ２

南勢 伊勢市 維持課 二俣２丁目１号線道路改良工事 浦口４丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

7月
側溝工　Ｌ＝４０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 朝熊浜郷線道路改良工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
側溝工　Ｌ＝８５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 二俣４丁目令１-２７号線道路改良工事 二俣４丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2023年

12月
側溝工　Ｌ＝２４０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 倭町公道道路改良工事 倭町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2023年

11月
側溝工　Ｌ＝１５０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 宇治浦田８号線ほか道路改良工事 宇治浦田３丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2023年

11月
側溝工　Ｌ＝２１５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 大湊２１号線ほか道路改良工事 大湊町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

11月
側溝工　Ｌ＝３１０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 下野１号線道路改良工事 下野町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2023年

12月
側溝工　Ｌ＝１４５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 裏浜第１線道路改良工事 村松町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝２３０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 三津３号線道路改良工事 二見町三津地内 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2023年

11月
側溝工　Ｌ＝１１５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 元町２５-１号線道路改良工事 小俣町元町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2023年

12月
側溝工　Ｌ＝１７５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 元町３８号線道路改良工事 小俣町元町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

6月
側溝工　Ｌ＝２５ｍ

南勢 伊勢市 維持課 高向１号線道路改良工事 御薗町高向地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝１００ｍ

南勢 伊勢市 維持課 宮前１８号線道路改良工事 小俣町宮前地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝１５０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 西豊浜１１号線道路改良工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝５０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 浦口中島線道路改良工事 浦口４丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

7月
側溝工　Ｌ＝３０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 勢田１８号線道路改良工事 勢田町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

6月
側溝工　Ｌ＝１０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 小俣１０号線道路改良工事 小俣町本町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

6月
側溝工　Ｌ＝２０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 古市岡本線道路改良工事 勢田町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
側溝工　Ｌ＝１０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 神久３号線道路改良工事 神久６丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2023年

11月
側溝工　Ｌ＝１００ｍ

南勢 伊勢市 維持課 西豊浜２９号線ほか道路改良工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝８５ｍ
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南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 維持課 桧尻川支川浚渫工事 一之木５丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
浚渫工　Ｖ＝４４０ｍ３

南勢 伊勢市 維持課 矢田川浚渫工事 楠部町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
浚渫工　Ｖ＝５００ｍ３

南勢 伊勢市 維持課 汁谷川浚渫工事
小俣町宮前地内ほ
か

要件付一般競争入札 土木工事業 10月
2023年11月～2024

年3月
浚渫工　Ｖ＝１０００ｍ３

南勢 伊勢市 維持課 小木川浚渫工事 竹ケ鼻町地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
浚渫工　Ｖ＝４５０ｍ３

南勢 伊勢市 維持課 大堀川支川浚渫工事 柏町地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
浚渫工　Ｖ＝５００ｍ３

南勢 伊勢市 維持課 桜木町地内排水路修繕工事 桜木町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
側溝工　Ｌ＝９０ｍ

南勢 伊勢市 維持課 久世戸松尾線道路法面修繕工事 楠部町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2024

年1月
法面工　Ａ＝６００ｍ２

南勢 伊勢市 住宅政策課 旭団地屋根等改修工事 旭町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 6月
2023年6月～2023年

9月
屋根・外壁改修工事　１棟１２戸

南勢 伊勢市 住宅政策課 倭Ａ団地屋上等改修工事 倭町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 10月
2023年10月～2023

年12月
屋上防水・外壁改修工事　１棟２４戸

南勢 伊勢市 住宅政策課 竹ヶ鼻第２団地屋根等改修工事 神社港地内 要件付一般競争入札 建築工事業 12月
2023年12月～2024

年2月
屋根・外壁改修工事　２棟１０戸

南勢 伊勢市 住宅政策課 下小俣団地５号室ほか空家解体工事 小俣町元町地内 要件付一般競争入札 解体工事業 9月
2023年9月～2023年

10月
空家解体工事　１棟４戸

南勢 伊勢市 住宅政策課 御門団地９号室空家解体工事 二見町溝口地内 要件付一般競争入札 解体工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
空家解体工事　１棟１戸

南勢 伊勢市 住宅政策課 今一色団地５号室ほか空家解体工事 二見町今一色地内 要件付一般競争入札 解体工事業 11月
2023年11月～2023

年12月
空家解体工事　１棟２戸

南勢 伊勢市 文化政策課 旧沼木倉庫解体工事 上野町地内 要件付一般競争入札 解体工事業 6月
2023年7月～2023年

7月
建物の解体工事

南勢 伊勢市 文化政策課
伊勢市観光文化会館大ホール舞台吊物装置制御盤
工事

岩渕１丁目地内 随意契約 電気工事業 1月
2024年2月～2024年

2月
大ホールの舞台吊物装置の制御基盤工事

南勢 伊勢市 文化政策課 伊勢市観光文化会館高圧設備改修工事 岩渕１丁目地内 要件付一般競争入札 電気工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
高圧設備の改修工事

南勢 伊勢市 二見生活福祉課 厚生棟屋根防水改修工事 二見町茶屋地内 要件付一般競争入札 防水工事業 5月
2023年5月～2023年

7月
防水改修　一式

南勢 伊勢市 御薗生活福祉課 御薗総合支所防水等改修工事 御薗町長屋地内 要件付一般競争入札 防水工事業 5月
2023年5月～2023年

8月
屋上防水　１９９.９ｍ２
外壁防水　１６２.５ｍ

南勢 伊勢市 小俣生活福祉課 明野保健福祉会館空調機取替工事
伊勢市小俣町明野
地内

要件付一般競争入札 管工事業 4月
2023年5月～2023年

6月
空調機取替　一式

南勢 伊勢市 防災施設整備課 豊浜西小学校避難階段塗装工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 6月
2023年7月～2023年

9月
階段塗装　一式

南勢 伊勢市 防災施設整備課 港中学校避難階段塗装工事 竹ケ鼻町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 6月
2023年7月～2023年

9月
階段塗装　一式

南勢 伊勢市 防災施設整備課 旧豊浜中学校避難階段塗装工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 8月
2023年9月～2023年

11月
階段塗装　一式

南勢 伊勢市 上下水道総務課 小俣浄化センター解体工事 小俣町地内 要件付一般競争入札 解体工事業 5月
2023年6月～2024年

3月
解体工事

南勢 伊勢市 上水道課 県道伊勢南島線配水本管布設替工事 一志町地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 7月
2023年7月～2023年

12月
布設工
Ｌ＝１４０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 市道宮本８号線ほか配水本管布設替工事 前山町地内 要件付一般競争入札 水道施設工事業 7月
2023年7月～2024年

1月
布設工
Ｌ＝３００ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 市道小俣１号線配水本管布設替工事
小俣町本町地内ほ
か

要件付一般競争入札 水道施設工事業 6月
2023年6月～2023年

12月
布設工
Ｌ＝３３０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課
県道宇治山田港伊勢市停車場線配水本管布設替工
事

河崎１丁目地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 6月
2023年6月～2024年

3月
布設工
Ｌ＝３５０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 県道伊勢南島線舗装復旧工事 一志町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 5月
2023年5月～2023年

10月
舗装復旧工
Ａ＝１２００ｍ２

南勢 伊勢市 上水道課 五十鈴川送水管布設工事
宇治浦田１丁目地内
ほか

要件付一般競争入札 水道施設工事業 8月
2023年8月～2024年

3月
推進工　Ｌ＝１２ｍ
布設工　Ｌ＝２９０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 県道伊勢磯部線舗装復旧工事 勢田町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年7月～2023年

11月
舗装復旧工
Ａ＝１２００ｍ２
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南勢 伊勢市 上水道課
伊勢自動車道橋脚耐震補強工事に伴う配水本管布設
替工事

佐八町地内 要件付一般競争入札 水道施設工事業 10月
2023年10月～2024

年3月
布設工　Ｌ＝２０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課
外宮常磐線電線共同溝工事に伴う配水本管布設替工
事

八日市場町地内 要件付一般競争入札 水道施設工事業 9月
2023年9月～2024年

3月
布設工　Ｌ＝２００ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 南部配水池進入路舗装工事 津村町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年10月～2024

年3月
舗装復旧工
Ａ＝３０００ｍ２

南勢 伊勢市 上水道課 県道鳥羽松阪線配水本管布設替工事 宮後１丁目地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 7月
2023年7月～2024年

3月
布設替工
Ｌ＝４５０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 市道八日市場高向線ほか配水本管布設替工事 曽祢１丁目地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 7月
2023年7月～2024年

3月
布設替工
Ｌ＝７５５ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 市道御薗５５号線ほか配水本管布設替工事 御薗町高向地内 要件付一般競争入札 水道施設工事業 5月
2023年5月～2024年

3月
布設替工
Ｌ＝７５０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 国道２３号配水本管布設替工事 楠部町地内 要件付一般競争入札 水道施設工事業 10月
2023年10月～2024

年3月
布設替工
Ｌ＝１２０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 市道粟野中須線配水本管布設替工事 粟野町地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 9月
2023年9月～2024年

1月
布設替工
Ｌ＝１２０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 県道伊勢磯部線配水本管布設替工事 勢田町地内ほか 要件付一般競争入札 水道施設工事業 6月
2023年6月～2023年

12月
布設替工
Ｌ＝１１０ｍ

南勢 伊勢市 上水道課 旧滝倉加圧ポンプ場跡地整備工事 宇治浦田３丁目地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年10月～2024

年1月
跡地整備　Ａ＝２００ｍ２
舗装復旧　Ａ＝４３０ｍ２

南勢 伊勢市 上水道課 旧滝倉加圧ポンプ場解体工事 宇治浦田３丁目地内 要件付一般競争入札 解体工事業 7月
2023年7月～2023年

10月
解体　１式

南勢 伊勢市 上水道課 中須水源地送水ポンプ吐出電動弁更新工事 中須町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
7月

2023年7月～2024年
1月

吐出電動弁　３基

南勢 伊勢市 上水道課 南部配水池緊急遮断弁設置工事 津村町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
10月

2023年10月～2024
年3月

緊急遮断弁設置　Ｎ＝１基

南勢 伊勢市 上水道課 南部配水池電気設備工事 津村町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 5月
2023年5月～2024年

3月
電気計装設備　Ｎ＝１式
中央機能増設　Ｎ＝１式

南勢 伊勢市 上水道課 やすらぎ公園加圧ポンプ場加圧施設設置工事 旭町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
6月

2023年6月～2023年
12月

加圧ポンプ　Ｎ＝１基

南勢 伊勢市 上水道課
やすらぎ公園加圧ポンプ場電気設備及び遠方監視設
備工事

旭町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年7月～2024年

1月
電気設備・遠方監視設備　Ｎ＝１基

南勢 伊勢市 上水道課 中須水源地３号取水井浚渫工事 中須町地内 要件付一般競争入札 さく井工事業 9月
2023年9月～2024年

1月
井戸浚渫工　１式

南勢 伊勢市 上水道課 宮前第１水源地電気室棟屋根防水改修工事 小俣町宮前地内 要件付一般競争入札 防水工事業 10月
2023年10月～2024

年1月
防水工　Ａ＝１２５ⅿ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 神久分区汚水管渠関連舗装（その１）工事 神久６丁目地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
舗装工 Ａ＝２，２００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠関連舗装（その３）工事 藤里町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
舗装工 Ａ＝３，５００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央宮川第１分区汚水管渠関連舗装（その１）工事 二俣１丁目地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
舗装工 Ａ＝１，８００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区制水ゲート設置工事 藤里町地内ほか 要件付一般競争入札 鋼構造物工事業 5月
2023年5月～2024年

3月
制水ゲート５００×５００　Ｎ＝２箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 神久分区汚水管渠面整備（その１）工事 神久４丁目地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2024年

3月
開削工φ１５０ Ｌ＝４３０ｍ
推進工φ１００ Ｌ＝５２ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 神久分区汚水管渠面整備（その２）工事
神田久志本町地内
ほか

要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2024年

5月
開削工φ１５０ Ｌ＝５００ｍ
推進工φ１５０ Ｌ＝１０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 神久分区汚水管渠関連舗装（その１）工事 神久６丁目地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年8月～2023年

11月
舗装工 Ａ＝２，４００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 神久分区マンホールポンプ設備工事 神久４丁目地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
8月

2023年9月～2024年
5月

マンホールポンプ　Ｎ＝２箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 尾上岩渕分区汚水幹線築造工事 岩渕３丁目地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2454年

3月
推進工φ３００ Ｌ＝３６１ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 尾上岩渕分区汚水管渠面整備（その２）工事 神久２丁目地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2024年

5月
開削工φ１５０ Ｌ＝６６０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 尾上岩渕分区試掘工事 岡本２丁目地内ほか 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
試掘調査 Ｎ＝２０箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 古市倭分区汚水管渠面整備（その１）工事 倭町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

5月
開削工φ１５０ Ｌ＝４５０ｍ
推進工φ２５０ Ｌ＝３０ｍ
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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

【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 下水道建設課 古市倭分区汚水管渠面整備（その２）工事
神田久志本町地内
ほか

要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2024年

2月
開削工φ１５０ Ｌ＝５７０ｍ
推進工φ２５０ Ｌ＝５８ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 神田久志本第１分区汚水幹線築造工事 神田久志本町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
推進工φ３００ Ｌ＝１６９ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 神田久志本第１分区汚水管渠面整備工事 神田久志本町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

6月
開削工φ１５０ Ｌ＝７４０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 神田久志本第１分区汚水管渠関連舗装工事
神田久志本町地内
ほか

要件付一般競争入札 ほ装工事業 7月
2023年8月～2023年

10月
舗装工 Ａ＝１，５００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水幹線築造工事 藤里町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 7月
2023年8月～2024年

2月
推進工φ３００ Ｌ＝１７５ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠面整備（その１）工事 藤里町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2024年

3月
開削工φ１５０ Ｌ＝５７０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠面整備（その２）工事 桜木町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

6月
開削工φ１５０ Ｌ＝６６０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠面整備（その３）工事 桜木町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 5月
2023年6月～2023年

10月
開削工φ１５０ Ｌ＝２３０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区マンホールポンプ設備（その１）工事 桜木町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
4月

2023年5月～2024年
1月

マンホールポンプ　Ｎ＝１箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区マンホールポンプ設備（その２）工事 勢田町地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
6月

2023年7月～2024年
3月

マンホールポンプ　Ｎ＝４箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠関連舗装（その１）工事 勢田町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 5月
2023年6月～2023年

9月
舗装工 Ａ＝２，０００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠関連舗装（その２）工事 勢田町地内ほか 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
舗装工 Ａ＝２，０００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央勢田川分区汚水管渠関連舗装（その３）工事 勢田町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
舗装工 Ａ＝２，５００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央宮川第１分区汚水管渠面整備(その１)工事 浦口４丁目地内ほか 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2024年

2月
開削工φ１５０ Ｌ＝６３０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央宮川第１分区マンホールポンプ設備工事 二俣３丁目地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
6月

2023年7月～2024年
3月

マンホールポンプ　Ｎ＝１箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央宮川第１分区汚水管渠関連舗装（その１）工事
辻久留２丁目地内ほ
か

要件付一般競争入札 ほ装工事業 10月
2023年11月～2024

年2月
舗装工 Ａ＝３，０００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 中央宮川第２分区汚水管渠面整備（その１）工事 中島１丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2024年

2月
開削工φ１５０ Ｌ＝６００ｍ
推進工φ１５０ Ｌ＝３０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 明野処理分区汚水管渠面整備工事 野村町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 6月
2023年7月～2024年

2月
開削工φ１５０ Ｌ＝３１０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 明野処理分区汚水管渠関連舗装工事 野村町地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
舗装工 Ａ＝２，８００ｍ２

南勢 伊勢市 下水道建設課 元町処理分区汚水管渠面整備工事 磯町地内 要件付一般競争入札 土木工事業 4月
2023年5月～2023年

8月
開削工φ１５０ Ｌ＝２９０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 宇治中村分区試掘工事 中村町地内ほか 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
試掘調査 Ｎ＝１０箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 広域清掃分区試掘工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
試掘調査 Ｎ＝５箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 マンホール浮上対策工事 船江３丁目地内ほか 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 7月
2023年8月～2023年

11月
マンホール浮上対策工　Ｎ＝２６箇所

南勢 伊勢市 下水道建設課 桧尻第２排水区桧尻２号雨水幹線排水路築造工事 船江１丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 9月
2023年10月～2024

年3月
排水路工　Ｌ＝５０ｍ

南勢 伊勢市 下水道建設課 黒瀬ポンプ場耐震対策工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 7月
2023年8月～2024年

1月
耐震対策工事　一式

南勢 伊勢市 下水道施設管理課
馬瀬第１ポンプ場２号主ポンプほか犠牲陽極取替工
事

神社港地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
5月

2023年6月～2024年
1月

犠牲陽極取替 Ｎ＝９２個

南勢 伊勢市 下水道施設管理課
小林ポンプ場２号主ポンプ減速機アキュムレータ更新
工事

御薗町小林地内 要件付一般競争入札
機械器具設置工

事業
5月

2023年6月～2023年
11月

減速機アキュムレータ
Ｎ＝１台

南勢 伊勢市 下水道施設管理課 馬瀬第１ポンプ場ほかＵＰＳバッテリー更新工事 神社港地内ほか 要件付一般競争入札 電気工事業 4月
2023年5月～2024年

3月
ＵＰＳバッテリー
Ｎ＝４台

南勢 伊勢市 下水道施設管理課 荘４号マンホールポンプ場ほか電気設備更新工事 二見町荘地内ほか 要件付一般競争入札 電気工事業 5月
2023年5月～2024年

3月
制御盤更新　Ｎ＝４箇所

南勢 伊勢市 下水道施設管理課 マンホールポンプ場通報装置更新工事 竹ヶ鼻町地内ほか 要件付一般競争入札 電気工事業 4月
2023年5月～2024年

1月
通報装置更新 Ｎ＝６８箇所
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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

【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 下水道施設管理課 桧尻第１排水区桧尻１号雨水幹線改築工事 常磐１丁目地内 要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
内面更生工 Ｌ＝４５ｍ

南勢 伊勢市 下水道施設管理課 吹上ポンプ場耐水化対策工事 吹上２丁目地内 要件付一般競争入札 電気工事業 8月
2023年9月～2024年

3月
電気設備等改修 一式

南勢 伊勢市 社会教育課 有滝町民会館トイレ改修工事 有滝町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
トイレ改修

南勢 伊勢市 社会教育課 伊勢市生涯学習センター高圧受電設備改修工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 8月
2023年8月～2023年

10月
電気設備改修

南勢 伊勢市 社会教育課 小俣図書館閲覧室照明器具改修工事 小俣町本町 要件付一般競争入札 電気工事業 8月
2023年9月～2023年

10月
照明器具改修

南勢 伊勢市 社会教育課 小俣図書館高圧受電設備改修工事 小俣町本町 要件付一般競争入札 電気工事業 10月
2023年11月～2023

年12月
電気設備改修

南勢 伊勢市 社会教育課 小俣図書館大ホール吊り天井改修工事 小俣町本町 要件付一般競争入札 建築工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
天井改修

南勢 伊勢市 スポーツ課 小俣総合体育館非常放送等改修工事 小俣町新村地内 要件付一般競争入札 電気工事業 6月
2023年6月～2023年

11月
非常放送設備等改修　一式

南勢 伊勢市 スポーツ課 小俣児童体育館トイレ改修工事 野村町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 10月
2023年10月～2023

年12月
トイレ改修　一式

南勢 伊勢市 スポーツ課 小俣総合体育館入口不陸解消工事 小俣町新村地内 要件付一般競争入札 ほ装工事業 6月
2023年6月～2023年

9月
舗装工等　一式

南勢 伊勢市 スポーツ課 伊勢フットボールヴィレッジＥピッチ防護柵改修工事 朝熊町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 9月
2023年9月～2023年

12月
防護柵改修　一式

南勢 伊勢市 消防課 消防水利溶着塗装工事
伊勢市二見町今一
色地内ほか

要件付一般競争入札 塗装工事業 5月
2023年6月～2023年

8月
塗装工事
１０１２．５ｍ

南勢 伊勢市 消防課 消防水利蓋改修工事
伊勢市小俣町本町
地内ほか

要件付一般競争入札 土木工事業 8月
2023年9月～2023年

12月
防火水槽の蓋改修工事
３箇所（６枚）

南勢 伊勢市 消防課 防火井戸埋設工事
伊勢市柏町地内ほ
か

要件付一般競争入札 土木工事業 11月
2023年11月～2024

年2月
埋設工事
２０箇所

南勢 伊勢市 消防本部総務課 消防団城田分団上地班車庫外壁塗装工事 伊勢市上地町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
外壁塗装工

南勢 伊勢市 消防本部総務課 消防団城田分団粟野班車庫外壁塗装工事 伊勢市粟野町地内 要件付一般競争入札 塗装工事業 9月
2023年10月～2023

年12月
外壁塗装工

南勢 伊勢市 消防本部総務課 消防署御薗分署照明設備改修工事
伊勢市御薗町長屋
地内

要件付一般競争入札 電気工事業 10月
2023年10月～2023

年12月
照明設備改修一式

南勢 伊勢市 消防本部総務課 消防団宮山分団車庫新築工事 伊勢市藤里町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 10月
2023年10月～2024

年3月
６８ｍ２程度

南勢 伊勢市 学校施設整備課 修道小学校屋内運動場照明改修工事 久世戸町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年7月～2023年

10月
照明改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 早修小学校屋内運動場照明改修工事 常盤３丁目地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年7月～2023年

10月
照明改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 中島小学校配膳室空調設備設置工事 二俣１丁目地内 要件付一般競争入札 管工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
空調設備設置　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 明倫小学校配膳室空調設備設置工事 岡本１丁目地内 要件付一般競争入札 管工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
空調設備設置　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 明倫小学校屋内運動場照明改修工事 岡本１丁目地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年7月～2023年

10月
照明改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 厚生小学校配膳室空調設備設置工事 一志町地内 要件付一般競争入札 管工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
空調設備設置　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 厚生小学校校舎北側雨漏修繕工事 一志町地内 要件付一般競争入札 防水工事業 7月
2023年7月～2023年

9月
雨漏修繕　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 浜郷小学校配膳室空調設備設置工事 黒瀬町地内 要件付一般競争入札 管工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
空調設備設置　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 四郷小学校消火ポンプ更新工事 楠部町地内 要件付一般競争入札 消防施設工事業 5月
2023年5月～2023年

10月
ポンプ改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 豊浜西小学校外壁等改修工事 西豊浜町地内 要件付一般競争入札 防水工事業 6月
2023年6月～2023年

11月
外壁改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 北浜小学校滑り台更新工事 村松町地内 要件付一般競争入札 造園工事業 5月
2023年5月～2023年

6月
滑り台新設　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 城田小学校排水管改修工事 上地町地内 要件付一般競争入札 管工事業 7月
2023年7月～2023年

8月
排水管改修　一式
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 伊勢市 学校施設整備課 上野小学校多目的トイレほか改修工事 上野町地内 要件付一般競争入札 建築工事業 7月
2023年7月～2023年

9月
多目的トイレ、スロープ改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 御薗小学校屋内運動場照明改修工事 御薗町地内 要件付一般競争入札 電気工事業 7月
2023年7月～2023年

10月
照明改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 御薗中学校テニスコートフェンス改修工事 磯町地内 要件付一般競争入札 とび・土工工事業 5月
2023年5月～2023年

6月
フェンス改修　一式

南勢 伊勢市 学校施設整備課 明野幼稚園滑り台設置工事 小俣町明野地内 要件付一般競争入札 造園工事業 5月
2023年5月～2023年

6月
滑り台新設　一式

南勢 玉城町 教育委員会 中央公民館改修工事 下田辺地内 下田辺地内 一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 10ヶ月 建築工事、電気設備工事、機械設備工事　一式

南勢 玉城町 建設課 町道原蚊野線道路改良工事 蚊野地内 同左 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 5ヵ月 道路改良　L=70ｍ

南勢 玉城町 建設課 町道路肩除草工事 管内 同左 条件付一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 7ヵ月 主要幹線道路の除草1.0式

南勢 玉城町 建設課 町道田丸土羽線ほか1舗装補修工事 田丸地内ほか 同左 条件付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 舗装A=3000ｍ2

南勢 玉城町 建設課 町道栄町久保線ほか1舗装補修工事 中楽地内ほか 同左 条件付一般競争入札 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 舗装A=3000ｍ2

南勢 玉城町 総務政策課 旧伊勢市消防署玉城出張所解体工事 佐田地内 佐田地内 指名競争入札 解体工事 第1四半期 3ヶ月 解体工事　延べ面積226.50㎡

南勢 玉城町 教育委員会 小学校プール改修工事 長更地内　ほか 長更地内　ほか 指名競争入札 塗装工事 第1四半期 3ヶ月 塗装工事

南勢 玉城町 教育委員会 町営プール管理棟内部修繕工事 田丸地内 田丸地内 指名競争入札 塗装工事 第1四半期 2ヶ月 塗装工事、内装工事、建具工事　一式

南勢 玉城町 建設課 町道矢野玉川線ほか舗装補修工事 矢野地内ほか 同左 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 舗装A=2000ｍ2

南勢 玉城町 建設課 交通安全施設設置工事 玉城町地内 同左 指名競争入札 塗装工事 第1四半期 3ヶ月 区画線　一式

南勢 玉城町 教育委員会 小学校校舎等修繕工事 長更地内 長更地内 指名競争入札 建築一式工事 第1四半期 5ヶ月 内装（カーテン）工事

南勢 玉城町 教育委員会 中学校校舎等修繕工事 田丸地内 田丸地内 指名競争入札 建築一式工事 第1四半期 5ヶ月 建築（体育館研磨塗装）工事他

南勢 玉城町 教育委員会 受変電設備改修工事 蚊野地内 蚊野地内 指名競争入札 電気工事 第1四半期 5ヶ月 電気工事

南勢 玉城町 上下水道課 玉城町公共下水道第5処理分区（佐田）管渠工事 佐田地内 佐田地内 指名競争入札 管渠工事 第1四半期 4ヶ月 PRPφ150　L=80m

南勢 玉城町 上下水道課
玉城町公共下水道マンホールポンプ通信装置更新工
事

玉城町地内 玉城町地内 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期 6ヶ月 通信装置更新　1式

南勢 玉城町 上下水道課 宮古処理区マンホールポンプ通信装置ほか更新工事 宮古地内 宮古地内 指名競争入札 電気通信工事 第1四半期 6ヶ月
通信装置更新　1式
水位計更新　１式

南勢 玉城町 建設課 町道田宮寺第1号線舗装補修工事 矢野地内 同左 指名競争入札 舗装工事 第1四半期 4ヶ月 舗装A=1500ｍ2

南勢 玉城町 教育委員会 田丸小学校図書室床改修工事 佐田地内 佐田地内 指名競争入札 建築一式工事 第1四半期 ３ヶ月 木質化改修　128㎡

南勢 玉城町 上下水道課 玉城町公共下水道第7処理分区（勝田）管渠工事 勝田地内 勝田地内 指名競争入札 管渠工事 第1四半期 5ヶ月 PRPφ150　L=150m

南勢 玉城町 上下水道課 宮古処理場脱臭装置更新工事 宮古地内 宮古地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 ８ヶ月 脱臭装置更新　1式

南勢 玉城町 教育委員会 小学校トイレ洋式化改修・修繕工事 蚊野地内　ほか 蚊野地内　ほか プロポーザル 建築一式工事 第1四半期 5ヶ月 内装（トイレ洋式化）工事

南勢 玉城町 上下水道課 中角地内配水管布設工事 中角地内 中角地内 一般競争入札 管渠工事 第2四半期 6ヶ月 DIPφ４５０　L=200.0m

南勢 玉城町 上下水道課
玉城町公共下水道第3処理分区（サニータウン）管渠
工事

佐田地内 佐田地内 一般競争入札 管渠工事 第2四半期 6ヶ月 PRPφ150　L=320m

南勢 玉城町 上下水道課 玉城町公共下水道第7処理分区（玉城苑）管更生工事 矢野地内 矢野地内 一般競争入札 管渠工事 第2四半期 6ヶ月 管更生工事（φ200）　1式

南勢 玉城町 建設課 準用河川外城田川災害防止対策工事（その1） 勝田地内 同左 一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 7ヵ月 護岸工　L=60ｍ

南勢 玉城町 建設課 準用河川外城田川災害防止対策工事（その2） 勝田地内 同左 一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 7ヵ月 護岸工　L=60ｍ
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【南勢地区の発注見通し】
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南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 玉城町 建設課 町道田丸宮古線道路改良工事その１ 勝田地内 同左 一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6ヵ月 道路改良　L=350ｍ

南勢 玉城町 上下水道課 六ツ木橋水管橋改修工事 岡村地内 岡村地内 一般競争入札 管渠工事 第2四半期 5ヶ月 DIPφ２００　L=35.0m

南勢 玉城町 建設課 大池橋外4橋維持修繕工事 勝田地内ほか 同左 一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 5ヵ月 橋梁修繕　一式

南勢 玉城町 建設課 町道田丸宮古線道路改良工事その２ 勝田地内 同左 一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 6ヵ月 道路改良　L400ｍ

南勢 玉城町 建設課 妙法寺地区２号排水路改修工事 妙法寺地内 妙法寺地内 条件付一般競争入札 土木一式工事 第2四半期 ４ヶ月 排水路工　L=300m

南勢 玉城町 総務政策課 玉城町防災倉庫新築工事 佐田地内 佐田地内 指名競争入札 建築一式工事 第2四半期 3ヶ月 建築工事　延べ面積138.16㎡

南勢 玉城町 上下水道課 玉城町上水道仕切弁設置工事 中楽地内ほか 中楽地内ほか 指名競争入札 管渠工事 第2四半期 3ヶ月 仕切弁新設3基

南勢 玉城町 建設課 町道妙法寺第２号線流末排水路整備工事 妙法寺地内 同左 指名競争入札 土木一式工事 第2四半期 4ヶ月 排水路整備　一式

南勢 玉城町 建設課 交通安全施設設置工事その２ 玉城町地内 同左 指名競争入札 塗装工事 第2四半期 4ヶ月 区画線　一式

南勢 玉城町 建設課課 勝田１号排水路改修工事 勝田地内 勝田地内 指名競争入札 土木一式工事 第2四半期 ２ヶ月 ブロック積工　L=5m

南勢 玉城町 上下水道課 玉城町公共下水道第5処理分区（長更）舗装復旧工事 長更地内 長更地内 指名競争入札 舗装工事 第2四半期 4ヶ月 舗装復旧　A=2,200m2

南勢 玉城町 建設課 町道原第16号線法面補修工事 原地内 同左 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 6ヵ月 法面補修　一式

南勢 玉城町 建設課 町道原蚊野線道路改良工事 蚊野地内 同左 条件付一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 5ヵ月 道路改良　L=80ｍ

南勢 玉城町 上下水道課 配水管布設（曽根）舗装復旧工事 小社曽根地内 小社曽根地内 指名競争入札 舗装工事 第3四半期 3ヶ月 A=608㎡、L=135.0m

南勢 玉城町 建設課 外城田川浚渫工事 上田辺地内ほか 同左 指名競争入札 土木一式工事 第3四半期 3ヵ月 浚渫工　一式

南勢 近畿中部防衛局 調達部建築課 明野（５）庁舎新設等建築その他工事 三重県伊勢市 一般競争入札 建築一式工事 第４／四半期 ２１箇月
庁舎新設（ＲＣ造４階建　約６，２００ｍ２）に係る建築工事、
附帯土木工事

工事規模：２０億円以上３０億円未
満

南勢 近畿中部防衛局 調達部設備課 明野（５）庁舎新設等電気その他工事 三重県伊勢市 一般競争入札 電気工事 第４／四半期 ２２箇月
庁舎新設（ＲＣ造４階建　約６，２００ｍ２）に係る電気工事、
通信工事

工事規模：３億円以上６．８億円未
満

南勢 近畿中部防衛局 調達部設備課 明野（５）庁舎新設等機械工事 三重県伊勢市 一般競争入札 管工事 第４／四半期 ２２箇月 庁舎新設（ＲＣ造４階建　約６，２００ｍ２）に係る機械工事 工事規模：１億円以上３億円未満

南勢 近畿中部防衛局 調達部設備課 明野（５）空調設備改修機械その他工事 三重県伊勢市 一般競争入札 管工事 第４／四半期 ８箇月
食厨（ＲＣ造平屋建　約１，３００ｍ２）ほか１９棟の空調設備
改修に係る機械工事、電気工事、建築工事

工事規模：３億円以上６．８億円未
満

南勢
国土交通省中部地方

整備局
営繕部 令和５年度　鳥羽運輸総合庁舎改修工事 鳥羽市鳥羽 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約7ヶ月

庁舎（ＲＣー３　１，５６７ｍ２）
外壁改修

発注規模：３０百万円以上６０百万
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】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

南勢
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　三重河川国道管内交通安全整備工事 四日市市 伊勢市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約8ヶ月 事故対策工（交差点コンパクト化）　１式、区画線工　１式

【４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２ヵ月】【特例監理技術者配
置可能工事】【難工事指定工事】

南勢
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　宮川中流部堤防整備工事 伊勢市 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
高水護岸　Ｌ＝１００ｍ

【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）【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】

南勢
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　勢田川上流部河道掘削工事 伊勢市 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約6ヶ月

河道掘削　Ｖ＝８千ｍ３
河川土工　１式

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１ヵ月】

南勢
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　三重管内機械設備整備工事

三重河川国道事務
所管内

一般競争入札 機械設備工事 第１四半期 約7ヶ月 機械設備修繕　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）【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】

南勢 三重県 営繕課
一般国道167号（磯部BP）道路改良（トンネル電気室
整備）工事

志摩市磯部町恵利
原

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約6ヶ月
RC造　平屋建　延べ面積　210.00㎡
(新築）

５千万円以上１億円未満

南勢 三重県 営繕課 伊勢志摩防災拠点備蓄倉庫外壁改修工事 伊勢市朝熊町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5ヶ月 S造　地上２階　延べ面積1,055.50㎡（外壁改修、屋根改修） ５千万円以上１億円未満

南勢 三重県 営繕課 宇治山田高等学校公共下水道接続工事 伊勢市浦口 一般競争入札 管工事 第１四半期 約4.5ヶ月 公共下水道接続工事 ３千万円以上７千万円未満

南勢 三重県 伊勢建設事務所
主要地方道伊勢大宮線（中川大橋）橋梁補強（P2～P
５・A２）工事 度会町坂井 度会町麻加江 一般競争入札 鋼構造物工事

令和４年度
第４四半期

約１０ヶ月

水平力分担構造設置工 
  
 
  N=３０基
落橋防止構造設置工
　N= ６基

７千万円以上１．５億円未満

南勢 三重県 伊勢建設事務所
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工
事（Ｐ３橋脚）

伊勢市御薗町高向
伊勢市小俣町元
町

一般競争入札 土木一式工事
令和４年度
第４四半期

約１３ヶ月
橋脚工　N=1基
ニューマチックケーソン基礎工　L=25ｍ

３億円以上

南勢 三重県 伊勢建設事務所
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工
事（Ｐ４橋脚）

伊勢市御薗町高向
伊勢市小俣町元
町

一般競争入札 土木一式工事
令和４年度
第４四半期

約２５ヶ月

橋脚工　N=1基
ニューマチックケーソン基礎工　L=27ｍ
工事用道路工　N=1式
盛土工　V=14,000m3

３億円以上



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※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

【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 三重県 伊勢建設事務所
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工
事（Ｐ５橋脚）

伊勢市御薗町高向
伊勢市小俣町元
町

一般競争入札 土木一式工事
令和４年度
第４四半期

約２５ヶ月

橋脚工　N=1基
ニューマチックケーソン基礎工　L=27ｍ
工事用道路工　N=1式
盛土工　V=14,000m3

３億円以上

南勢 三重県 伊勢建設事務所 一級河川大内山川（崎工区）河川改修工事 大紀町崎 一般競争入札 土木一式工事
令和５年度
第２四半期

約８ヶ月 護岸工　N=1式 ７千万円以上１．５億円未満

南勢 三重県 伊勢建設事務所 主要地方道伊勢南島線道路改良工事 度会町柳 一般競争入札 土木一式工事
令和5年度
第１四半期

約８ヶ月 道路工　L=110m ７千万円以上１．５億円未満

南勢 三重県 志摩建設事務所
主要地方道鳥羽磯部線令和4年道路災害復旧工事
（国災第83号）

鳥羽市畔蛸町 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 約5ヶ月 ブロック積工　A=40m2 ３千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所
答志地区海岸保全施設調査・補修事業鳥羽53(答志)
堤防工事

鳥羽市桃取町 一般競争入札 土木一式工事
令和４年度
第４四半期

約７ヵ月 堤防工　１式 ７千万円以上１．５億円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所
西地区
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業鋼構造物
補修更新工事

伊勢市二見町西 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約8ヶ月 ゲート設備　１式 ３千万円以上５千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所
志摩中南部地区
県営中山間地域総合整備事業農用6号ゲート工事

志摩市磯部町山田 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約6ヶ月 ゲート設備　１式 ３千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所 令和5年度自然災害防止事業第伊-1号工事（広畑）
鳥羽市小浜町字広
畑地内

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

法枠工　A=55.0m2
モルタル吹付工　A=46.9m2

３千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所
令和5年度自然災害防止事業第伊-3号工事（向山鮑
川）

度会郡度会町鮑川
字向山鮑川地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約6ヶ月 護岸工（ブ）　L=10.8m ３千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所
三重県本土地区（錦漁港海岸）海岸保全施設整備事
業護岸補修その２工事

度会郡大紀町錦 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約7ヶ月
護岸工
　被覆防食工　L=6.5m
　電気防食工　L=72m

３千万円以上５千万円未満

南勢 三重県 伊勢農林水産事務所 令和5年度自然災害防止事業第伊-6号工事（叶越え）
度会郡大紀町錦字
叶越え地内

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 法枠工　A=974.9m2 ５千万円以上７千万円未満

南勢 三重県 南勢水道事務所 内径350粍送水管撤去工事（朝熊） 伊勢市朝熊町 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約７ヶ月
送水管撤去工
φ350撤去　L=310m
φ350充填　L=350m

５千万円以上７千万円未満

南勢 三重県 南勢水道事務所 減圧弁室非常用発電設備改良工事
度会郡南伊勢町船
越地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約８ヶ月 非常用発電設備改良　１式 ３千万円未満

南勢 三重県 南勢水道事務所 伊勢小俣分水流量計取替工事
伊勢市小俣町新村
地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約７ヶ月 取引用流量計取替　1式 ３千万円未満

南勢 三重県 南勢水道事務所 伊勢西豊浜分水ほか水位計取替工事
伊勢市西豊浜町字
水附ほか

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約７ヶ月 水位計取替　4台 ３千万円未満

南勢 三重県 県立病院課 三重県立志摩病院　火災報知設備改修工事
志摩市阿児町鵜方
1257

一般競争入札 消防施設工事 第１四半期 約8ヶ月
病棟　SRC造　地下2階、地上5階建　7818.44㎡ほか
火災報知設備改修工事一式 ３千万円以上５千万円未満

南勢 三重県 警察本部 伊勢警察署有田警察官駐在所建築工事 度会郡玉城町長更 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 ３千万円未満

南勢 三重県 警察本部 鳥羽警察署片田警察官駐在所解体工事 志摩市志摩町片田 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

南勢 三重県 警察本部 鳥羽警察署和具第一警察官駐在所解体工事 志摩市志摩町和具 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

南勢 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（伊勢）
伊勢市神田久志本
町

一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

南勢 三重県 警察本部 鳥羽警察署親明寮解体工事 鳥羽市安楽島町 一般競争入札 解体工事 第２四半期 約4ヶ月 職員住宅解体工事一式 ３千万円未満

南勢 三重県 警察本部 伊勢警察署霊安室改修工事
伊勢市神田久志本
町

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約3ヶ月 霊安室改修工事一式 ３千万円未満

南勢 三重県 警察本部
令和５年度　第１号　県単交通安全施設ケーブル地中
化工事

伊勢警察署管内 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約9ヶ月 交通安全施設ケーブル地中化　一式 ３千万円未満

南勢 三重県 警察本部
令和５年度　第２号　国補路側式道路標識設置工事
（建替）

伊勢警察署管内 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

南勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

伊勢工業高等学校
普通教室棟
トイレ改修工事

伊勢市神久２丁目７
－１８

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5か月
改修工事
ＲＣ造3階建て　延べ面積2,202㎡
※トイレ１系統（１～３階）の改修

５千万円以上７千万円未満

南勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

鳥羽高等学校
普通特別教室棟
トイレ改修工事

鳥羽市安楽島１４５９ 一般競争入札 建築一式工事 第３四半期 約3か月
改修工事
ＲＣ造4階建て　延べ面積3,181㎡
※トイレ１系統（１～３階）の改修

３千万円未満

南勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

志摩高等学校
教室棟
トイレ改修工事

志摩市磯部町恵利
原１３０８

一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約3か月
改修工事
ＲＣ造3階建て　延べ面積1,324㎡
※トイレ１系統（１～３階）の改修

３千万円未満

南勢 志摩市 建設整備課 市道和具布施田線　道路改良工事 志摩町　布施田 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ４月 約8か月
側溝300　L=160.0m
As舗装　L=200.0m

南勢 志摩市 水道工務課 磯部浄水場２系沈澱池汚泥掻き寄せ機塗装塗替工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 その他工事 ４月 約6か月 機械器具の塗装塗り替え

南勢 志摩市 建設整備課 船越6号橋　橋梁修繕工事 大王町  船越 左記と同じ 条件付一般競争入札 その他工事 ５月 約4か月 橋梁修繕工事　N=1橋
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 志摩市 建設整備課 横断歩道橋他1橋　撤去工事 志摩町　片田・御座 左記と同じ 条件付一般競争入札 その他工事 ５月 約8か月 撤去工事　　N=2橋

南勢 志摩市 建設整備課 市道恵利原迫間線　舗装工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ５月 約4か月 As舗装　L=200.0m

南勢 志摩市 建設整備課 志摩市内各地区　市道交通安全対策工事 市内　各地区 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ５月 約4か月 GR設置 L=140.0m 他

南勢 志摩市 志摩支所 志摩地区コミュニティ施設整備工事 志摩町　越賀 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ５月 約12か月
コミュニティセンター新築工事
旧学校施設等の解体工事

南勢 志摩市 消防総務課
志摩消防署志摩分署等高台移転工事（機械設備工
事）

志摩町　和具 左記と同じ 条件付一般競争入札 その他工事 ５月 約9か月 新築工事（917.12㎡）

南勢 志摩市 消防総務課 志摩消防署志摩分署等高台移転工事（建築工事） 志摩町　和具 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ５月 約9か月 新築工事（917.12㎡）

南勢 志摩市 消防総務課
志摩消防署志摩分署等高台移転工事（電気設備工
事）

志摩町　和具 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 ５月 約9か月 新築工事（917.12㎡）

南勢 志摩市 水産課
水産物供給基盤機能保全事業　市営御座漁港B物揚
場　機能保全工事

志摩町　御座 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ５月 約4か月 物揚場工事（L＝50.3m）

南勢 志摩市 防災危機管理室 防災道の駅整備事業　防災道の駅改修工事 磯部町　穴川 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ５月 約7か月 改修工事

南勢 志摩市 水道工務課 老朽管布設替工事（畔名１号線） 大王町　畔名 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ５月 約4か月 HPPEφ150 L=30m

南勢 志摩市 建設整備課 市道権現道線　道路改良工事 阿児町　鵜方 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ６月 約3か月
側溝300　L＝16.0m
As舗装　L＝16.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道九木海岸本線　道路改良工事 大王町　船越 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ６月 約5か月
横断側溝300　L=5.7m
As舗装　L=55.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道木場線　舗装工事 磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ６月 約3か月 As舗装　L=100.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道板橋線　舗装工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ６月 約3か月 As舗装　L=60.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道堀切谷線　舗装工事 磯部町　堀切 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ６月 約5か月 As舗装　L=200.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道中田第1支線　道路改良工事 磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ６月 約5か月
側溝300　L＝150.0m
As舗装　L＝75.0m

南勢 志摩市 こども家庭課
志摩幼保園高台移転事業　太陽光発電設備設置工
事

志摩町　布施田 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 ６月 約6ヶ月 新築工事（太陽光発電）

南勢 志摩市 農林課 林道岩ケ谷甑線改修工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ６月 約3か月 道路改良（L＝12.0ｍ）

南勢 志摩市 農林課 林道子時線改修工事 磯部町　五知 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ６月 約3か月 道路改良（L＝5.7ｍ）

南勢 志摩市 水道工務課 老朽管布設替工事（越賀線他） 志摩町　越賀 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ６月 約8か月 HPPEφ75,100 L=850m

南勢 志摩市 水道工務課 老朽管布設替工事（古穂根線） 磯部町　山田 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ６月 約8か月 HPPEφ150 L=800m

南勢 志摩市 水道工務課 老朽管布設替工事（黒松線） 阿児町　国府 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ６月 約8か月 HPPEφ100 L=400m

南勢 志摩市 水道工務課 磯部浄水場避雷設備設置工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 ６月 約6か月 避雷設備の設置

南勢 志摩市 水道工務課 御座配水池他計装設備更新工事 志摩町　御座 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 ６月 約9か月 計装設備の更新

南勢 志摩市 水道工務課 御座配水池他ミニUPS等更新工事 志摩町　御座 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 ６月 約9か月 ミニUPS等の更新

南勢 志摩市 環境・ごみ対策課 最終処分場埋立高測量業務委託 志摩市 左記と同じ 随意契約 その他工事 ６月 約2か月 埋立高測量

南勢 志摩市 建設整備課 市道長岡線　道路改良工事 志摩町　越賀 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ７月 約4か月
ﾌﾞﾛｯｸ積　A=25.6m2
側溝300　L=60.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道南張14号線　舗装工事 浜島町　南張 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ７月 約3か月 Co舗装　L=28.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道山崎1号線他1線　舗装工事 大王町　波切 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ７月 約4か月 As舗装　L=94.0ｍ

南勢 志摩市 建設整備課 市道東堀田線　舗装工事 阿児町　鵜方 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ７月 約4か月 As舗装　L=265.0m
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 志摩市 農林課 立神農免道路線　交通安全対策工事 阿児町　立神 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ７月 約3か月 区画線 再塗装

南勢 志摩市 水道工務課 消火栓設置工事 志摩市　各 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ７月 約3か月 地下式消火栓　5基

南勢 志摩市 建設整備課 市道和具布施田線　道路改良工事 志摩町　布施田 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ８月 約6か月 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000　L=13.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道中田線　道路改良工事 志摩町　越賀 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ８月 約6か月
ﾌﾞﾛｯｸ積　A=70.0m2
As舗装　L=80.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道パールロード関連道線　道路改良工事 阿児町　鵜方 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ８月 約6か月
側溝300　L=12.0m
台付管φ300　L=6.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道迫間墓参線　道路改良工事 磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ８月 約6か月
側溝500　L=120.0m
As舗装　L=60.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道小向井別荘線　舗装工事 阿児町　鵜方 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ８月 約5か月 Aｓ舗装　L=210.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道第1国道線　舗装工事 磯部町　穴川 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ８月 約6か月 As舗装　L=580.0m

南勢 志摩市 都市計画課 市営住宅寺山団地DE棟長寿命化型改善工事 阿児町　鵜方 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ８月 約4か月 建物改修

南勢 志摩市 建設整備課 市道今坂島茶屋線　道路改良工事 阿児町　立神 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約4か月
ﾌﾞﾛｯｸ積　A=36.0m2
As舗装　L=12.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道片田港線他2線　道路改良工事 志摩町　片田 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約4か月
側溝300　L=25.0m
As舗装　L=116.0m

南勢 志摩市 建設整備課 準用河川桧山川　河川改修工事 磯部町　桧山 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約4か月 河川改修　L=40.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道鵜方神明線　道路改良工事 阿児町　神明 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約5か月
側溝250　L=175.0m
As舗装　L=175.0m

南勢 志摩市 建設整備課 小規模修繕工事（浜島町・後期） 浜島町 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約6ヶ月 道路修繕（1.0式）

南勢 志摩市 建設整備課 小規模修繕工事（大王町・後期） 大王町 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約6ヶ月 道路修繕（1.0式）

南勢 志摩市 建設整備課 小規模修繕工事（志摩町・後期） 志摩町 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約6ヶ月 道路修繕（1.0式）

南勢 志摩市 建設整備課 小規模修繕工事（阿児町・後期） 阿児町 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約6ヶ月 道路修繕（1.0式）

南勢 志摩市 建設整備課 小規模修繕工事（磯部町・後期） 磯部町 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約6ヶ月 道路修繕（1.0式）

南勢 志摩市 建設整備課 市道上五知第3里線　道路改良工事 磯部町　五知 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ９月 約3か月
側溝300　L=20.0m
As舗装　L=20.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道栗木広里線　道路改良工事 磯部町　栗木広 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 ９月 約4か月
側溝250　L＝65.0m
As舗装　L＝65.0m

南勢 志摩市 農林課 林道飯浜山田線法面落石保護工事 磯部町　山田 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 ９月 約3ケ月 落石防護柵 L=124m

南勢 志摩市 防災危機管理室 国府地区津波避難施設整備事業　国府①新築工事 阿児町　国府 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ９月 約11か月 新築工事

南勢 志摩市 防災危機管理室 国府地区津波避難施設整備事業　国府③新築工事 阿児町　国府 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ９月 約12か月 新築工事

南勢 志摩市 防災危機管理室 国府地区津波避難施設整備事業　国府②新築工事 阿児町　国府 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 ９月 約13か月 新築工事

南勢 志摩市 水道工務課
送水管更新事業　送水管布設替工事(国道167号磯部
BP)磯部工区

磯部町　穴川 左記と同じ 条件付一般競争入札 水道 ９月 約6か月 DIP-GXφ300 L=500m

南勢 志摩市 建設整備課 市道三ヶ所坂崎線　道路改良工事 磯部町　三ヶ所 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 １０月 約3か月
横断側溝300　L=7.0m
As舗装　L=27.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道浜島74号線　道路改良工事 浜島町　浜島 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 １０月 約4か月
側溝300　L=110.0ｍ
As舗装　L=55.0m

南勢 志摩市 建設整備課 準用河川大谷所川　河川改修工事 磯部町　恵利原 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 １０月 約4か月 河川改修　L=27.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道カシコ線　舗装工事 阿児町　神明 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 １０月 約4か月 As舗装　L=240.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道里中1号線　道路改良工事 阿児町　立神 左記と同じ 条件付一般競争入札 土木一式 １１月 約3か月
横断側溝500　L=4.0m
As舗装　L=65.0m
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 志摩市 建設整備課 市道迫間築地線　舗装工事 磯部町　築地 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 １１月 約3か月 As舗装　L=60.0m

南勢 志摩市 建設整備課 市道片田御座線　舗装工事 志摩町　越賀 左記と同じ 条件付一般競争入札 舗装 １１月 約4か月 As舗装　L=190.0m

南勢 志摩市 消防総務課
志摩消防署磯部分署等高台移転工事（機械設備工
事）

磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 その他工事 １１月 約9か月 新築工事（698.11㎡）

南勢 志摩市 消防総務課 志摩消防署磯部分署等高台移転工事（建築工事） 磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 １１月 約9か月 新築工事（698.11㎡）

南勢 志摩市 消防総務課
志摩消防署磯部分署等高台移転工事（電気設備工
事）

磯部町　迫間 左記と同じ 条件付一般競争入札 電気 １１月 約9か月 新築工事（698.11㎡）

南勢 志摩市 防災危機管理室 防災道の駅整備事業　防災倉庫新築工事 磯部町　穴川 左記と同じ 条件付一般競争入札 建築一式 １１月 約5か月 新築工事

南勢 大紀町 総務企画課 本庁舎カーポート設置工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 建築 5月 3ヶ月 カーポート設置

南勢 大紀町 総務企画課 旧郷土資料館取壊工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 解体 6月 3ヶ月 施設取壊　A=200㎡

南勢 大紀町 錦支所 錦支所駐車場舗装工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 舗装 ５月 ３ケ月 Ａｓ舗装工　Ａ＝1,270㎡

南勢 大紀町 住民課 上西出集会所駐車場舗装工事 大紀町阿曽 大紀町阿曽 指名競争入札 舗装 4月 １ヶ月 舗装工　Ａ=103.4㎡

南勢 大紀町 農林課 野原・林道間所線舗装工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 舗装 4月 3ヶ月 As舗装工　L=134m

南勢 大紀町 農林課 古里・林道南八ヶ河内線舗装工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 舗装 4月 3ヶ月 As舗装工　L=140m

南勢 大紀町 農林課 柏野・林道臼ヶ谷線舗装工事 大紀町柏野 大紀町柏野 指名競争入札 舗装 4月 3ヶ月 As舗装工　L=70m

南勢 大紀町 農林課 大内山・林道志子谷古割口線舗装工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 舗装 4月 3ヶ月 As舗装工　L=130m

南勢 大紀町 農林課 柏野・居塚地区農道改修工事 大紀町柏野 大紀町柏野 指名競争入札 土木 5月 4ヶ月
場所打擁壁工　Ｎ=2基
As舗装工　L=95m

南勢 大紀町 農林課 野添・中道地区作業道開設工事 大紀町野添 大紀町野添 指名競争入札 土木 6月 3ヶ月
作業道開設 L=46m
Co舗装工 L=18

南勢 大紀町 農林課 野添・中道地区あの谷排水路整備工事 大紀町野添 大紀町野添 指名競争入札 土木 6月 5ヶ月 プレハブ水路工　L=106m

南勢 大紀町 農林課 大内山・中川原地区用水路改修工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 7月 5ヶ月 フリューム工　L-145m

南勢 大紀町 農林課 古里・高谷地区排水路改修工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 8月 5ヶ月 フリューム工　L-220ｍ

南勢 大紀町 農林課 大内山・岡ヶ野地区農道法面改修工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 8月 3ヶ月 ブロック積工　L=22m

南勢 大紀町 農林課 大内山・間弓地区ため池廃止工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 8月 5ヶ月 ため池廃止　1.0式

南勢 大紀町 農林課 野原・久保地区用水路改修工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 9月 3ヶ月
防水塗装工　L=50m
水路工　L=50m

南勢 大紀町 農林課 野原・東桂松地区用水路改修工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 9月 3ヶ月
フリューム工　L=36m
砕石舗装工　L=41m

南勢 大紀町 農林課 打見・稲垣外地区用水路法面改修工事 大紀町打見 大紀町打見 指名競争入札 土木 9月 3ヶ月
カゴ枠工2段　1.0式
現場打水路工　1.0式

南勢 大紀町 農林課 滝原・橋木山地区用水路橋改修工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 土木 9月 3ヶ月 用水路橋補強工　1.0式

南勢 大紀町 農林課 野原・御堂垣内地区用水路改修工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 10月 3ヶ月 サイフォン水路改修工　1.0式

南勢 大紀町 農林課 古里・北谷地区余水吐改修工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 10月 3ヶ月 張コンクリート工　1.0式

南勢 大紀町 農林課 大内山駒・向駒地区農道開設工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 10月 6ヶ月 農道開設　L=81.2m

南勢 大紀町 農林課 藤・向カヨ地区亀原頭首工土砂吐新設工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 11月 3ヶ月 土砂吐設置工　1.0式

南勢 大紀町 農林課 藤・小牧地区中山用水路改修工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 11月 3ヶ月 防水塗装工　L=166m
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 大紀町 農林課 大内山・北ノ向イ地区用水路改修工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 11月 4ヶ月 現場打水路工　L=21m

南勢 大紀町 水産課 向井ヶ浜木製デッキ改修工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 建築 ９月 1０カ月 構造物の改築　Ａ＝２１５㎡

南勢 大紀町 商工観光課 黒坂木場公園改良工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 4月 ３ヵ月
縁石工　L=50.0ｍ
砂敷均し　V=89.0㎡

南勢 大紀町 商工観光課 山海の郷紀勢裏通路等整備工事 大紀町崎 大紀町崎 指名競争入札 舗装 4月 4ヵ月
As舗装工　A=968.0㎡
区画線　L=453.0㎡

南勢 大紀町 商工観光課 錦地区観光案内看板整備工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 土木 7月 3ヵ月
観光案内看板1基
　L=2.8ｍ×H=1.5ｍ

南勢 大紀町 商工観光課 網掛山道路舗装工事 大紀町阿曽 大紀町阿曽 指名競争入札 舗装 7月 3ヵ月 As舗装工　L=100.0ｍ　W=3.0ｍ

南勢 大紀町 商工観光課 八重谷湧水歩道等改良工事 大紀町阿曽 大紀町阿曽 指名競争入札 土木 9月 5ヵ月 歩道橋等改良1式

南勢 大紀町 建設課 中西野瀬線外道路維持工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 ４月 約2ヶ月 舗装打換　Ｌ＝99ｍ　A=431㎡

南勢 大紀町 建設課 相原西古谷線道路維持工事 大紀町打見 大紀町打見 指名競争入札 土木 4月 約2ヶ月 舗装打換　Ｌ＝93ｍ　A=505㎡

南勢 大紀町 建設課 上り出浦出1号線外道路維持工事 大紀町船木 大紀町船木 指名競争入札 土木 ４月 約3ヶ月 柵板設置工　L=94m

南勢 大紀町 建設課 村出東線外道路維持工事 大紀町阿曽 大紀町阿曽 指名競争入札 土木 4月 約3ヶ月
転落防護柵設置工　L=106m
側溝整備工　L=20ｍ

南勢 大紀町 建設課 下崎4号線外道路維持工事 大紀町崎 大紀町崎 指名競争入札 土木 ４月 約2ヶ月
転落防止柵補修　L=43m
横断側溝新設　L=3ｍ

南勢 大紀町 建設課 大明神3号線道路改良工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 土木 4月 約3ヶ月 側溝整備工　L=86m

南勢 大紀町 建設課 栗ヶ谷芦谷線道路改良工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 ４月 約4ヶ月
側溝整備工　L=86m
舗装工　L=112m　A=448㎡

南勢 大紀町 建設課 桑木野中出沖線道路維持工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 5月 約2ヶ月 防護柵設置工　L=16m

南勢 大紀町 建設課 滝原宮参道線外道路維持工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 土木 5月 約3ヶ月
舗装打換　　L=44m　A=281㎡
舗装新設　L=94m　A=112㎡

南勢 大紀町 建設課 浅ヶ谷川河川維持工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 土木 5月 約2ヶ月 側溝清掃　L=385m

南勢 大紀町 建設課 町営尾鼻団地取壊工事 大紀町崎 大紀町崎 指名競争入札 土木 5月 約2ヶ月 解体工事　A=75㎡

南勢 大紀町 建設課 浅ヶ谷31号線道路改良工事 大紀町錦 大紀町錦 指名競争入札 土木 7月 約4ヶ月 道路改良Ｌ＝20ｍ

南勢 大紀町 建設課 神原中道線道路新設改良工事 大紀町神原 大紀町神原 指名競争入札 土木 9月 約6ヶ月 道路改良Ｌ＝150ｍ

南勢 大紀町 建設課 藤ヶ野3号線道路新設改良工事 大紀町阿曽 大紀町阿曽 指名競争入札 土木 9月 約6ヶ月 道路改良Ｌ＝100ｍ

南勢 大紀町 建設課 西辻東沖線道路維持工事 大紀町金輪 大紀町金輪 指名競争入札 土木 10月 約3ヶ月
舗装打換　Ｌ＝56ｍ　Ａ＝234㎡
横断側溝　Ｌ＝8ｍ

南勢 大紀町 建設課 旧国滝原線（滝原橋）橋梁修繕工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 土木 10月 約5ヶ月
橋梁修繕
橋長L=18m(断面修復、根継工、高欄取替)

南勢 大紀町 建設課 旧国滝原線（天野橋）橋梁修繕工事 大紀町滝原 大紀町滝原 指名競争入札 土木 10月 約3ヶ月
橋梁修繕
橋長L=7m(断面修復、橋台補修)

南勢 大紀町 建設課 大内山領内線（大平橋）橋梁修繕工事 大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 土木 10月 約4ヶ月
橋梁修繕
橋長L=9m(断面修復、伸縮目地設置)

南勢 大紀町 建設課 下崎3号線道路改良工事 大紀町崎 大紀町崎 指名競争入札 土木 10月 約5ヶ月 道路改良　Ｌ＝56ｍ

南勢 大紀町 建設課 小作谷川河川改良工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 10月 約4ヶ月 護岸整備　Ｌ＝74ｍ

南勢 大紀町 建設課 田柑子川河川改良工事 大紀町野原 大紀町野原 指名競争入札 土木 10月 約3ヶ月 護岸整備　Ｌ＝46ｍ

南勢 大紀町 建設課 守谷川河川維持工事 大紀町永会 大紀町永会 指名競争入札 土木 11月 約2ヶ月 堆積土砂撤去　Ｖ＝60㎥

南勢 大紀町 建設課 弥平谷川外河川維持工事 大紀町崎 大紀町崎 指名競争入札 土木 11月 約2ヶ月
堆積土砂撤去
①Ｖ＝59㎥　②Ｖ＝92㎥
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【南勢地区の発注見通し】
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地区別発注見通し一覧

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 大紀町 建設課 北谷川河川改良工事 大紀町金輪 大紀町金輪 指名競争入札 土木 11月 約2ヶ月 河床改修　Ｌ＝11ｍ

南勢 大紀町 教育委員会
令和5年度町単独事業旧大内山中学校防球ネット改
修工事

大紀町大内山 大紀町大内山 指名競争入札 その他 ６月 約２ヵ月
防球ネット改修工
H=36.0m L=100.3m

南勢
第四管区海上保安本

部
交通部整備課 丸山出シ灯浮標ほか１基全交換工事 三重県鳥羽市 愛知県南知多町 一般競争入札 土木工事 第1四半期 約3ヶ月 灯浮標定期交換

南勢 鳥羽市 総務課 鳥羽駅前表示搭撤去工事 鳥羽一丁目地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第1四半期 2か月 表示搭撤去工事　一式

南勢 鳥羽市 総務課 鳥羽市役所庁舎空調設備改修工事 鳥羽三丁目地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第1四半期 6か月

機械設備工事　一式
電気設備工事　一式
建築工事　一式

南勢 鳥羽市 総務課 神島町法面工事 神島町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 2か月 法面工事　一式

南勢 鳥羽市 農水商工課 坂手漁港護岸機能保全工事 坂手町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 9か月

施工延長L=70m
護岸工　基礎捨石工V=660㎥、 アンカー工N=27本、防食工
N=44個、仮設工N=76m

南勢 鳥羽市 建設課 市道森崎村山線道路改良工事 船津町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 8か月 排水工L=320m、舗装工A=1200m2

南勢 鳥羽市 建設課 市道第二大廻り線道路災害復旧工事 千賀町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 4か月 吹付枠工A=570m2、仮設工1式

南勢 鳥羽市 建設課 市道鳥羽小浜線道路改良工事 小浜町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 4か月 舗装工　A=2,000m2

南勢 鳥羽市 建設課 市道船津川添線排水路整備工事 船津町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 3か月 排水工　L=40m

南勢 鳥羽市 建設課 鳥羽ポンプ場流入ゲート巻上機改修工事 鳥羽四丁目地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 11か月 電動式巻上機取替2基

南勢 鳥羽市 建設課 鳥羽中央公園園路整備工事(R4年度繰越分) 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 6か月 園路整備工　L=180m

南勢 鳥羽市 建設課 鳥羽中央公園水泳ﾌﾟｰﾙ床改修工事 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第1四半期 2か月 床ｼｰﾄ改修工　293㎡

南勢 鳥羽市 建設課 市道池上団地支線13号道路改良工事 池上町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第1四半期 5か月

排水工　L=120m
舗装工A=400m2

南勢 鳥羽市
教育委員会

総務課
安楽島小学校敷地整備工事 安楽島町地内

条件付き一般競争入
札

土木工事 第1四半期 3か月
支障木伐採工・除根工　一式
道路土工　一式

南勢 鳥羽市
教育委員会

総務課
答志小学校屋外照明施設改修工事 答志町地内 指名競争入札 電気工事 第1四半期 2か月

LED投光器　24台
電気工事費　一式

南勢 鳥羽市
教育委員会

総務課
鳥羽東中学校大規模改修工事 安楽島町地内

条件付き一般競争入
札

建築工事 第1四半期 10か月
建築工事　一式
電気設備工事　一式
機械設備工事　一式

南勢 鳥羽市 水道課 岩倉水源地受変電設備更新工事 岩倉町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 18か月

受変電設備更新　N=1式
仮設受変電設備　N=1式

南勢 鳥羽市 水道課 市道干拓西14号線外2線配水管改良工事 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第1四半期 4か月

HPEφ100　L=110ｍ
HPEφ50　L=180ｍ

南勢 鳥羽市 水道課
建設課工事に伴う市道池上団地支線14号配水管改
良工事

池上町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第1四半期 3か月 HPEφ50　L=110ｍ

南勢 鳥羽市 水道課 市道樋ノ山線消火栓設置工事 鳥羽二丁目地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第1四半期 2か月 地下式消火栓φ75　N=1基

南勢 鳥羽市 水道課 市道商業港3号線消火栓設置工事 鳥羽四丁目地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第1四半期 2か月 地下式消火栓φ75　N=1基

南勢 鳥羽市 水道課 マンホールポンプ施設自動通報装置更新工事 相差町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 9か月 通報装置　N=4基

南勢 鳥羽市 水道課 相差中継ポンプ場NO2主ポンプ更新工事 相差町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 9か月 ポンプ N=1台

南勢 鳥羽市 水道課 相差浄化センター逆洗ポンプ等更新工事 相差町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第1四半期 9か月 ポンプ N=3台

南勢 鳥羽市 建設課 大明東6号橋外2橋長寿命化工事 大明東町外2町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 5か月 橋梁補修工　N=3橋

南勢 鳥羽市 建設課 市道本町商船学校線道路改良工事 鳥羽二丁目地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 4か月 舗装工　A=2,200m2

南勢 鳥羽市 建設課 市道安楽団地幹線２号道路改良工事 高丘町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 5か月

排水工　L=140m
舗装工A=400m2

南勢 鳥羽市 建設課 市道堂山線路肩整備工事 相差町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 3か月 ブロック積擁壁　A=30m2
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 鳥羽市 建設課 市道本町商船学校線舗装補修工事 鳥羽二丁目地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 3か月 舗装工　A=800m2

南勢 鳥羽市 建設課 鳥羽中央公園園路整備工事(R5年度) 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 6か月 園路整備工　L=70m

南勢 鳥羽市 建設課 あくし公園遊具改修工事 安楽島町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 3か月 遊具設置工　1基

南勢 鳥羽市 建設課 市民の森公園修景施設整備工事(ｶﾞﾘﾊﾞｰ) 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第2四半期 6か月 修景施設整備工　1基

南勢 鳥羽市 建設課
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ幸丘市営住宅2・3号棟用給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取
替工事

幸丘地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第2四半期 5か月 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ設置　2組

南勢 鳥羽市 建設課
安楽島市営住宅
浴槽等改修工事

大明東町外1町地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第2四半期 4か月

浴槽湯沸器等設置　6戸
浴室防水工　6戸

南勢 鳥羽市 水道課 安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（2工区) 安楽島町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第2四半期 6か月

DIP-GXφ300　L=769ｍ
DIP-GXφ250　L=2ｍ

南勢 鳥羽市 水道課 岩倉水源地2号井戸他3井取水井水位計取替工事 岩倉町地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第2四半期 6か月 取水井水位計　N=4基

南勢 鳥羽市 水道課 給水引込管改良工事 菅島町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第2四半期 3か月 給水引込管工　N=25箇所

南勢 鳥羽市 水道課
市道鳥羽小浜線橋梁添架配水管防食テープ覆装工
事

小浜町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第2四半期 4か月

防食塗装工　N=1式
仮設工　N=1式

南勢 鳥羽市 水道課 道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事 船津町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第2四半期 7か月

DIP-GXφ300　L=255ｍ
HPEφ150　L=255ｍ

南勢 鳥羽市 建設課 鳥羽中央公園芝生広場等改修工事 大明東町地内
条件付き一般競争入

札
土木工事 第3四半期 6か月 芝生広場整備　6,400㎡

南勢 鳥羽市 建設課 幸丘市営住宅122、123号解体工事 幸丘地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第3四半期 2か月 解体工  2戸1棟　56.4㎡

南勢 鳥羽市
教育委員会
生涯学習課

旧鳥羽小学校校舎外壁等改修工事 鳥羽三丁目地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第3四半期 3か月

外壁改修　150.9㎡
防水改修工事　419㎡

南勢 鳥羽市
教育委員会
生涯学習課

中央公民館河内分館合併処理浄化槽設置及びトイレ
洋式化改修工事

河内町地内
条件付き一般競争入

札
建築工事 第3四半期 4か月

浄化槽設置工事　一式
内装建築改修工事　一式
スロープ設置工事　一式
シャッター取替工事　一式

南勢 鳥羽市 水道課 一般国道42号配水管（耐震管）布設工事 鳥羽一丁目地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第3四半期 6か月

DIP-NSφ600　L=45ｍ
DIP-NSφ250　L=5ｍ

南勢 鳥羽市 水道課 菅島地区重要給水施設耐震性貯水槽設置工事 菅島町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第3四半期 10か月 耐震性貯水槽40m3　N=1基

南勢 鳥羽市 水道課 市道小田墓地線配水管布設工事 河内町地内
条件付き一般競争入

札
水道工事 第3四半期 3か月

HPEφ100　L=118ｍ
舗装工　A=220m2

南勢 度会町 建設水道課 普通河川西谷川法面復旧工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ヶ月 土工、擁壁工、法面工

南勢 度会町 建設水道課 町道棚橋15号線側溝改良工事 棚橋 大野木 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 3ヶ月 土工、側溝工

南勢 度会町 建設水道課 町道大野木中央線他道路改良工事 大野木 大野木 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 6ヶ月 土工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道川南線道路舗装工事 下久具 下久具 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 3ヶ月 舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道日向線側溝整備工事 日向 日向 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 3ヶ月 土工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道麻加江注連指線道路舗装工事 注連指 注連指 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 3ヶ月 舗装工、防護柵工

南勢 度会町 建設水道課 町道大野木2号線道路改良工事 大野木 大野木 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ヶ月 土工、側溝工、交通安全対策

南勢 度会町 建設水道課 町道立岡３号線道路改良工事 立岡 立岡 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 4ヶ月 土工、擁壁工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道上久具8号線道路舗装工事 上久具 上久具 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 3ヶ月 舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道棚橋河津線流末側溝改良工事 大野木 大野木 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 6ヶ月 土工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 田口大橋耐震補強工事（右岸） 田口 田口 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 10ヶ月 橋梁耐震補強工

南勢 度会町 建設水道課 町道棚橋線交通安全対策工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ヶ月 路面標示他交通安全対策
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 度会町 建設水道課 町道棚橋牧戸線道路改良工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ヶ月 路面標示他交通安全対策

南勢 度会町 建設水道課 町道葛原2号線道路側溝改良工事 葛原 葛原 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ヶ月 土工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道注連指線道路改良工事 注連指 注連指 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 6ヶ月 土工、擁壁工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道和井野権田線道路改良工事 和井野 和井野 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 4ヶ月 土工、擁壁工、側溝工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 脇谷橋橋梁修繕工事 注連指 注連指 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 3ヶ月 橋梁保全工

南勢 度会町 建設水道課 町道麻加江立花線道路舗装工事 立花 立花 指名競争入札 舗装工事 第２四半期 3ヶ月 舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道棚橋6号線道路改良工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 5ヶ月 土工、側溝工、交通安全対策

南勢 度会町 建設水道課 町道南中村7号線道路改良工事 南中村 南中村 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 4ヶ月 土工、擁壁工、舗装工

南勢 度会町 建設水道課 町道大野木棚橋線道路舗装工事 大野木 大野木 指名競争入札 舗装工事 第３四半期 6ヶ月 舗装工

南勢 度会町 建設水道課 普通河川新外川河川改修工事 日向 日向 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 5ヶ月 河川工事

南勢 度会町 建設水道課 町道井戸ヶ瀬線道路舗装工事 田口 田口 指名競争入札 舗装工事 第３四半期 4ヶ月 舗装工

南勢 度会町 建設水道課 川上配水池更新工事 川上 川上 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 12ヶ月 水道施設工事

南勢 度会町 建設水道課 葛原地内配水管切替工事 葛原 葛原 指名競争入札 水道施設工事 第１四半期 6ヶ月 水道施設工事

南勢 度会町 建設水道課 町道立岡３号線道路改良工事に伴う配水管新設工事 立岡 立岡 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 3ヶ月 水道施設工事

南勢 度会町 建設水道課 日向橋配水管布設替工事 日向 日向 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 4ヶ月 水道施設工事

南勢 度会町 建設水道課
町道棚橋6号線道路改良工事に伴う配水管布設替工
事

棚橋 棚橋 指名競争入札 水道施設工事 第２四半期 3ヶ月 水道施設工事

南勢 度会町 産業振興課 農道原山線側溝改良工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 3ヶ月 土木一式工事

南勢 度会町 産業振興課 林道柳奥線道路改良工事 柳 柳 指名競争入札 土木一式工事 第３四半期 5ヶ月 土木一式工事

南勢 度会町 産業振興課 林道川上線1号橋維持修繕工事 川上 川上 指名競争入札 橋梁修繕工事 第３四半期 6ヶ月 橋梁修繕工一式

南勢 度会町 産業振興課 林道川上線2号橋維持修繕工事 川上 川上 指名競争入札 橋梁修繕工事 第３四半期 4ヶ月 橋梁修繕工一式

南勢 度会町 産業振興課 小萩地内治山施設排水路工事 小萩 小萩 指名競争入札 土木一式工事 第１四半期 6ヶ月 土木一式工事

南勢 度会町 産業振興課 プール北側側溝改良工事 大野木 大野木 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 3ヶ月 土木一式工事

南勢 度会町 教育委員会事務局 度会小学校防球ネット設置工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 建築一式工事 第１四半期 4ヶ月 防球ネット設置

南勢 度会町 教育委員会事務局 度会中学校北側駐車場新設工事 棚橋 棚橋 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 3ヶ月 舗装工

南勢 度会町 保健こども課 中之郷保育所屋根等改修工事 中之郷 中之郷 指名競争入札 屋根工事 第１四半期 2ヶ月 屋根塗装

南勢 南伊勢町 管財契約課 迫間浦旧教員住宅解体工事 迫間浦地内 指名競争入札 解体工事 第１四半期 約3ヶ月 RC造3F、約137.0㎡

南勢 南伊勢町 管財契約課
社会資本整備総合交付金事業 野添団地Ⅰ号棟ストッ
ク改善工事

五ヶ所浦地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 約3ヶ月 屋根葺替え、外壁等改善

南勢 南伊勢町 管財契約課 五ヶ所公園整備工事 五ヶ所浦地内 指名競争入札 公園工事 第２四半期 約3ヶ月 遊戯施設整備工

南勢 南伊勢町 管財契約課 ふるさと公園整備工事 古和浦地内 指名競争入札 公園工事 第２四半期 約3ヶ月 フェンス工、遊戯施設整備工

南勢 南伊勢町 管財契約課 町営住宅深坪団地石積み保護コンクリート擁壁工事 船越地内 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約2ヶ月 擁壁工
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 南伊勢町 管財契約課 旧穂原小学校フェンス修繕工事 伊勢路地内 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 フェンス工

南勢 南伊勢町 管財契約課 旧神原園改修工事 神津佐地内 指名競争入札 建築工事 第２四半期 約4ヶ月 改修工事

南勢 南伊勢町 水産農林課 農道南勢東部線（ふるさと農道）法面修繕工事 切原地内 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 法面工

南勢 南伊勢町 水産農林課 迫間浦漁港舗装修繕工事 迫間浦地内 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 約2ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 水産農林課 奈屋浦漁港2号道路道路改良工事 奈屋浦地内 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 防護柵工、舗装工

南勢 南伊勢町 水産農林課 阿曽浦漁港漁具干場舗装修繕工事 阿曽浦地内 指名競争入札 舗装工事 第２四半期 約2ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 水産農林課 古和浦漁港J物揚場機能保全工事 古和浦地内 指名競争入札 漁港構造物工事 第２四半期 約6か月 被覆防食工

南勢 南伊勢町 観光商工課 伊勢路公衆トイレ撤去及び建築工事 伊勢路地内 指名競争入札
撤去工事
建築工事

第２四半期 約3ヶ月 撤去工、建築一式

南勢 南伊勢町 観光商工課 町文横公衆トイレ撤去及び建築工事 五ヶ所浦地内 指名競争入札
撤去工事
建築工事

第３四半期 約3ヶ月 撤去工、建築一式

南勢 南伊勢町 まちづくり推進課 南伊勢ワークスペース廻り外構工事 船越地内 指名競争入札 舗装工事 第１四半期 約2ヶ月 舗装工、敷砂利工

南勢 南伊勢町 まちづくり推進課 南伊勢ワークスペース宿泊棟屋根工事 船越地内 指名競争入札 建築工事 第１四半期 約2ヶ月 建築一式

南勢 南伊勢町 クリーンセンター 最終処分場管理用道路整備工事 東宮地内 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 道路工

南勢 南伊勢町 クリーンセンター 最終処分場給汚ポンプ更新工事 伊勢路地内 指名競争入札 機械設備工事 第１四半期 約4ヶ月 ポンプ更新

南勢 南伊勢町 建設課 神前小方線道路改良工事 小方竈 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 阿曽浦25号線外側溝整備工事 阿曽浦 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 道の上3号線外側溝整備工事 東宮 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 クセガ谷線法面整備工事 切原 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 法面工

南勢 南伊勢町 建設課 泉村越路線法面整備工事 神津佐 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 法面工

南勢 南伊勢町 建設課 宮ノ下宇杉線外道路改良工事 河内 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 奥田線舗装新設工事 道行竈 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 建設課 小池海岸線外側溝整備工事 相賀浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 阿曽浦12号線外側溝整備工事 阿曽浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 五ヶ所前田2号線側溝整備工事 五ヶ所浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 居海道2号線外道路改良工事 村山 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 吉津小学校線側溝整備工事 伊勢地 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 側溝工
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【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 南伊勢町 建設課 タンボ西線道路改良工事 贄浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 奈屋浦25号線側溝整備工事 奈屋浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 向井出萩原線側溝整備工事 内瀬 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 泉村越路線道路改良工事 神津佐 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 切原里中線側溝修繕工事 切原 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 西中継所線道路改良工事 方座浦 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 建設課 神前浦21号線外道路改良工事 神前浦 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 下津浦神津佐線道路改良工事 下津浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 大河内3号線道路改良工事 古和浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 西の谷本線道路改良工事 船越 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 南部海岸線外道路改良工事 木谷 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 内瀬里中線外道路維持工事 内瀬 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 池の河内線外道路修繕工事 宿浦 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 建設課 奈屋港線維持修繕工事 奈屋浦 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 側溝工

南勢 南伊勢町 建設課 迫間浦本線法面補修工事 迫間浦 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 法面工

南勢 南伊勢町 建設課 伊勢地川添線維持修繕工事 伊勢地 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 修繕工

南勢 南伊勢町 建設課 カサラギ線維持修繕工事 道行竈 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約4ヶ月 舗装工

南勢 南伊勢町 建設課 阿曽浦大方線法面補修工事 大方竈 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 法面

南勢 南伊勢町 建設課 東宮慥柄線道路修繕工事 贄浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 小切間3号線外道路修繕工事 伊勢路 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 路側工

南勢 南伊勢町 建設課 石渕線外道路維持工事 東宮 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 防護柵工

南勢 南伊勢町 建設課 東宮川堆積土砂撤去工事 東宮 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約4ヶ月 土砂撤去

南勢 南伊勢町 建設課 神出川河川維持工事 道方 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約3ヶ月 護岸工

南勢 南伊勢町 建設課 福浦川護岸修繕工事 押渕 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 護岸工

南勢 南伊勢町 建設課 西の谷川護岸修繕工事 船越 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 護岸工

南勢 南伊勢町 建設課 40号河川護岸整備工事 斎田 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 護岸工

南勢 南伊勢町 建設課 河内川護岸修繕工事 河内 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 護岸工

南勢 南伊勢町 建設課 棚橋川河川維持工事 棚橋竈 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約3ヶ月 土砂等撤去

南勢 南伊勢町 建設課 青知川河川維持工事 伊勢地 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約3ヶ月 河床整備
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【南勢地区の発注見通し】
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南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 南伊勢町 上下水道課 奈屋浦・東宮地区集落排水処理施設更新工事 奈屋浦 指名競争入札
機械・電気設備工

事
第２四半期 約８ケ月 機械・電気設備工

南勢 南伊勢町 上下水道課 方座浦・小方竈地区集落排水処理施設機械更新工事 方座浦 指名競争入札 機械工事 第１四半期 約５ケ月 機械設備工

南勢 南伊勢町 上下水道課 宿浦浄化センター電気設備更新工事 宿浦 指名競争入札 電気設備工事 第１四半期 約８ケ月 電気設備工

南勢 南伊勢町 上下水道課 国道２６０号道路改良工事に伴う下水道工事 船越 指名競争入札
土木・機械設備工

事
第１四半期 約6ケ月 配管工・機械設備工

南勢 南伊勢町 上下水道課 南伊勢町内マンホールポンプ非常通報装置更新工事 各地区 指名競争入札 通信機器工事 第２四半期 約6ケ月 通信機器工

南勢 南伊勢町 上下水道課 神前浦集落排水処理施設ばっ気撹拌機交換工事 神前浦 指名競争入札 機械工事 第２四半期 約6ケ月 機械工

南勢 南伊勢町 上下水道課 市町村設置型合併浄化槽設置工事（45人槽） 贄浦 指名競争入札 浄化槽工事 第２四半期 約6ケ月 合併浄化槽工

南勢 南伊勢町 上下水道課 国道２６０号道路改良工事に伴う水道管布設工事 船越 指名競争入札 管路工事 第１四半期 約6ケ月 配管工

南勢 南伊勢町 上下水道課 道方・大江連絡管敷設工事 道方 指名競争入札 管路工事 第３四半期 約5ヶ月 配管工

南勢 南伊勢町 上下水道課 迫間浦加圧ポンプ場発電機設置工事 押渕 指名競争入札 機械・電気工事 第１四半期 約8ヶ月 発電機設置

南勢 南伊勢町 上下水道課 道方水源地発電機設置工事 押渕 指名競争入札 機械・電気工事 第１四半期 約8ヶ月 発電機設置

南勢 南伊勢町 上下水道課 神津佐浄水場2号加圧ポンプ取替工事 神津佐 指名競争入札 機械工事 第２四半期 約6ヶ月 ポンプ更新

南勢 南伊勢町 上下水道課 道方水源地1号ポンプ取替工事 道方 指名競争入札 機械工事 第２四半期 約6ヶ月 ポンプ更新

南勢 南伊勢町 総務課 神津佐公民館解体工事 神津佐 指名競争入札 解体工事 第２四半期 約4ヶ月 解体

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（八幡神社）整備工事 古和浦 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約6ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（大仙寺）整備工事 東宮 指名競争入札 土木工事 第１四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 指定福祉避難施設（南島西体育館）整備工事 小方竈 指名競争入札 建築工事 第２四半期 約7ヶ月 建築一式

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（旧南中上国道）整備工事 慥柄浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約7ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（照泉寺）整備工事 奈屋浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（伊勢地防災センター裏山）整備工事 伊勢地 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（五郎坂）整備工事 河内 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（権兵衛山）整備工事 神前浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（射場）整備工事 小方竈 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（ウシロバ）整備工事 木谷 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（龍泉寺上）整備工事 船越 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（法泉寺上）整備工事 神津佐 指名競争入札 土木工事 第３四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（岡本美工上）整備工事 五ヶ所浦 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 一次避難場所（古谷宅裏山）整備工事 内瀬 指名競争入札 土木工事 第２四半期 約4ヶ月 避難路整備

南勢 南伊勢町 防災安全課 移動系防災行政無線デジタル化整備工事 南伊勢町内 指名競争入札 通信機器工事 第１四半期 約9ヶ月 通信機器工
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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

【南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

南勢地区エリア ： 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

南勢 日本下水道事業団 東日本本部 伊勢市吹上ポンプ場他２施設水処理設備工事その５ 三重県伊勢市 一般競争入札 下水処理設備 第2四半期 20 雨水ポンプ Ａ

南勢 日本下水道事業団 東日本本部 伊勢市桜橋第一ポンプ場他１施設電気設備工事 三重県伊勢市 一般競争入札 電気設備 第2四半期 20 排水その他 Ｂ

南勢 日本下水道事業団 東日本本部 伊勢市黒瀬ポンプ場建設工事 三重県伊勢市 一般競争入札 建築 第1四半期 12 雨水ポンプ Ｄ


