
工　事　の　名　称 場　　所 期　　　　間 種別 契約の方法 時期 概　　　　要
平成２８年　５月上旬

↓
平成２８年　７月下旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年１１月中旬
平成２８年　６月下旬

↓
平成２８年１１月下旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年　８月下旬
平成２８年　６月中旬

↓
平成２８年１１月下旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年　９月中旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年　９月下旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年１０月下旬
平成２８年　６月上旬

↓
平成２８年　８月中旬
平成２８年　７月上旬

↓
平成２８年１２月上旬
平成２８年　７月上旬

↓
平成２８年　９月下旬
平成２８年　８月上旬

↓
平成２８年１２月上旬
平成２８年　７月上旬

↓
平成２８年１１月中旬
平成２８年　７月上旬

↓
平成２８年１０月中旬
平成２８年　７月上旬

↓
平成２９年　１月下旬
平成２８年　８月上旬

↓
平成２８年１０月中旬
平成２８年　８月上旬

↓
平成２８年１１月中旬
平成２８年　８月上旬

↓
平成２８年１０月下旬
平成２８年　８月上旬

↓
平成２８年１２月上旬
平成２８年　９月上旬

↓
平成２８年１１月中旬

平成２８年　９月上旬

↓
平成２８年１２月下旬
平成２８年１０月上旬

↓
平成２９年　３月上旬
平成２８年１０月上旬

↓
平成２９年　１月下旬
平成２８年１０月上旬

↓
平成２８年１１月下旬
平成２８年１０月上旬

↓
平成２８年１２月下旬
平成２８年１２月中旬

↓
平成２９年　２月中旬

道路改良工事

くまの産業団地管理道整備工事 萩　原 土　木 入　札 ５月 管理道整備工事

熊野東中学校武道館屋根改修工事 萩　原 建　築 入　札 ９月

大型遊具設置工事

中学校ダムウェーター設置工事
中　溝
萩　原

建　築 入　札 ５月

熊野北農道舗装補修工事 出来庭 ほ　装 入　札 ６月

町道山崎線道路改良工事 神　田 土　木 入　札 ５月

新　宮 水　道 入　札 ５月

プロポーザル ６月

熊野団地（２８－１）配水管布設替工事 東　山 水　道

入　札 １０月

熊野第一小学校プール管理棟防水工事 中　溝 建　築 入　札 ８月

入　札 ６月

川角地区（２８－２）配水管布設工事

環境センタートラックスケール更新工事

西部ふれあい広場整備工事（第１期）

建　築 入　札 ５月
外壁・屋根防水改修
３階内装改修
トイレ改修

各中学校にダムウェーター
各１基づつ設置

団地緑地（東山）２期工事 東　山 土　木 入　札 ７月 一部切土・法面保護

熊野中学校南校舎排水設備工事 中　溝 土　木 入　札 ７月 下水道への接続工事

町道薮太央線道路改良工事 出来庭 土　木 入　札 ５月

神　田 土　木

道路改良工事

海上側地区（２８－１）配水管布設工事 配水管布設工事

汚水管渠工事

平成２８年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿

６月 汚水管渠工事

新宮地区(２８－１)汚水管渠工事 新　宮 土　木 入　札 ５月

熊野町民会館非常用照明改修工事 中　溝 電　気 入　札 ４月 照明改修工事

郷土館倉庫建設工事 中　溝 建　築 入　札 ５月 倉庫（５９㎡）新築

建　築

熊野東中学校普通教室棟大規模改修工事
（第Ⅰ期）

萩　原

舗装補修工事

新宮地区(２８－２)汚水管渠工事 新　宮 土　木 入　札

汚水管渠工事

くまの・みらい交流館
隣接広場への大型遊具設置

小中学校消防設備修繕工事 町　内 建　築 入　札 ７月 設備修繕工事

貴船公園外整備工事

筆の里工房外溝工事 中　溝

川　角 水　道 入　札 ９月 配水管布設工事

萩　原 機械設備 入　札 ６月 計量設備更新

入　札 ８月 汚水管渠工事

プール管理棟屋根防水

川　角 水　道 入　札 ７月 配水管布設工事

新　宮 土　木

新　宮

神　田 土　木 入　札 ６月 広場としての造成工事

屋根改修工事

玄関周辺の防水・舗装工事

配水管更新工事

貴　船 土　木 入　札 ９月 設備撤去・更新工事

新宮地区(２８－４)汚水管渠工事

川角地区（２８－１）配水管布設工事

新宮地区(２８－３)汚水管渠工事

土　木 入　札 ９月



平成２８年１１月上旬
↓

平成２９年　２月中旬
平成２８年１１月上旬

↓
平成２９年　２月中旬
平成２８年１１月上旬

↓
平成２９年　１月下旬
平成２８年１１月上旬

↓
平成２９年　１月下旬
平成２８年１２月上旬

↓
平成２９年　３月下旬
平成２８年１２月上旬

↓
平成２９年　３月下旬
平成２８年１２月上旬

↓
平成２９年　３月下旬
平成２８年１２月上旬

↓
平成２９年　３月中旬
平成２８年１２月上旬

↓
平成２９年　２月中旬
平成２９年　１月上旬

↓
平成２９年　３月中旬
平成２９年　１月上旬

↓
平成２９年　３月下旬
平成２９年　１月上旬

↓
平成２９年　３月下旬

西公民館解体工事 貴　船 建　築 入　札 １１月 解体工事

熊野団地側溝整備工事 神田ほか 土　木 入　札 １１月

コーポラス熊野１号館屋根防水改修工事 石　神 建　築 入　札 １０月

町道平谷東線道路改良工事 平　谷 土　木 入　札 １２月

初　神 河　川 入　札 １１月

町道橋梁補修工事 出来庭ほか 橋　梁 入　札 １１月

くまの・みらい交流館芝生広場整備工事 神　田 入　札 １２月

町道榊山郷原線道路改良工事 中　溝 土　木 入　札 １２月

新宮地区(２８－５)汚水管渠工事 新　宮 土　木 入　札 １０月 汚水管渠工事

道路改良工事

道路改良工事

広場整備工事

海上側地区（２８－２）配水管布設工事 新　宮 水　道 入　札 １１月 配水管布設工事

熊野団地（２８－２）配水管布設替工事 東　山 水　道 入　札 １０月 配水管更新工事

舗装修繕工事

側溝整備工事

護岸改修工事

橋梁補修工事

土　木

町道舗装修繕工事 町　内

追分川護岸改修工事

屋根防水改修工事

ほ　装 入　札 １０月


