
工　事　の　名　称 場　　所 期　　　　間 種別 契約の方法 時期 概　　　　要
平成２９年　６月下旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年　６月上旬

↓
平成２９年　７月下旬
平成２９年　６月上旬

↓
平成２９年１０月中旬
平成２９年　６月上旬

↓
平成２９年１１月中旬
平成２９年　６月上旬

↓
平成２９年　８月中旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年１０月中旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年　９月中旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年　９月中旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年１０月中旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年　８月下旬
平成２９年　７月上旬

↓
平成２９年　９月下旬
平成２９年　８月上旬

↓
平成２９年１１月下旬
平成２９年　８月上旬

↓
平成２９年１２月下旬
平成２９年　９月上旬

↓
平成２９年１２月下旬
平成２９年　９月上旬

↓
平成２９年１１月下旬
平成２９年　９月上旬

↓
平成２９年１０月下旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成２９年１２月下旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成２９年１２月中旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　１月下旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　２月下旬
平成２９年１０月上旬

↓
平成３０年　２月下旬
平成２９年１０月中旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　１月下旬

汚水管渠工事

水　道 入　札 ８月 配水管更新工事

定住促進拠点施設整備工事 貴　船 建　築 入　札 １０月
旧西公民館東棟の耐震化及び
全面改修

県道矢野安浦線（２９－1）配水管布設
替工事

出来庭 水　道 入　札 配水管移設工事

新宮地区（２９－２）汚水管渠工事 新　宮 土　木 入　札 ７月

トイレ・パーゴラ設置等

法面保護工事等

道路改良工事

交差点改良工事

小規模崩壊地復旧工事 平　谷 土　木 入　札 ５月 法面工事

熊野北農道舗装修繕工事 中　溝 舗　装 入　札 ６月 舗装工事

水　道 入　札 ５月 配水管布設工事

熊野団地（２９－１）配水管布設替工事 配水管更新工事

法面工事

町道出来中溝線改良工事

海上側地区（２９－１）配水管布設工事 新　宮

土　木

串掛林道維持工事 平　谷 土　木

柿　迫 水　道

西部ふれあい広場トイレ外整備工事

町道呉出来線道路改良工事（１工区）

出来庭 土　木

熊野産業団地法面管理工事

熊野団地

汚水管渠工事

入　札

側溝整備工事町道団地５８号線外側溝整備工事 熊野団地 土　木 入　札 　９月

６月 非常階段の補修・塗装等

コーポラス熊野２号館屋上防水工事 石　神 建　築

新宮地区（２９－１）汚水管渠工事 新　宮 土　木 入　札 ５月

土　木 入　札 ８月

６月

萩　原

入　札 ６月

入　札 ６月

神　田 建築 土木 入　札 ８月

出来庭 土　木 入　札 ７月

入　札 ６月

東屋・ベンチ等の設置

平成２９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（１０月公表分）

９月 屋上防水シート張替等

くまの・みらい交流館東屋設置工事 神　田 建　築 入　札 ５月

町民会館空調設備改修工事 中　溝 機　械 入　札 ５月 ホール・集会室の空調機器の更新

第二小学校屋外階段改修工事 初　神 建　築 入　札

未舗装箇所の舗装町民会館駐車場舗装工事 中　溝 舗　装 入　札

熊野団地（２９－２）配水管布設替工事 東　山 水　道 入　札 ９月 配水管更新工事

１階ホール音響映像設備更新

９月

町道団地１９号線外側溝整備工事 熊野団地 土　木 入　札 　９月 側溝整備工事

皇帝橋補修工事

町道団地１４号線外側溝整備工事

呉　地 土　木 入　札 　９月 橋梁補修工事

町道呉出来線道路改良（２工区）工事 出来庭 入　札 　９月 道路改良工事

土　木 入　札 　９月 側溝整備工事

川角地区（２９－１）配水管布設替工事 川　角

筆の里工房ホール音響設備改修工事 中　溝 建　築 入　札 １０月



平成２９年１１月上旬
↓

平成３０年　２月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　２月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成２９年１２月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　２月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１１月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年　１１月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１２月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年１２月上旬

↓
平成３０年　３月中旬
平成２９年１２月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成２９年１２月上旬

↓
平成３０年　２月中旬
平成２９年１２月上旬

↓
平成３０年　２月下旬
平成３０年　１月上旬

↓
平成３０年　３月下旬
平成３０年　２月上旬

↓
平成３０年　３月下旬

神　田 土　木 入　札

建　築 入　札 １０月 防災倉庫・消防車庫棟等建築

熊野第一小学校プール管理棟防水工事 中　溝 建　築 入　札 １１月 管理棟屋根防水改修工事

汚水管渠工事

配水管布設工事入　札 １１月

団地消防団屯所解体・整地等

入　札 １０月 道路改良工事

海上側地区（２９－２）配水管布設工事 新　宮 水　道

東　山 土　木

町道団地５４号線外側溝整備工事 熊野団地 土　木

土　木

西部ふれあい広場整備工事その２

入　札 １０月 汚水管渠工事

中溝地区（２９－１）汚水管渠工事 中　溝 土　木 入　札 １０月 汚水管渠工事

新　宮

土　木 入　札 １１月

土　木新宮地区（２９－３）汚水管渠工事

広場整地・フェンス等設置ほ
か

防災コミュニティーセンター整備工事 貴　船

東山ポケットパーク整備工事

水　道 入　札 １０月

呉地地区（２９－１）汚水管渠工事 呉　地 土　木 入　札

町道的場線道路改良工事 平　谷

１０月

駐車場整備・植栽等交流広場整備工事 貴　船

入　札 １０月 汚水管渠工事

配水管布設工事

川　角 土　木

呉地地区（２９－１）配水管布設工事 呉　地

川角地区（２９－１）汚水管渠工事

町道呉萩線改良工事 萩　原 土　木 入　札 　１月 道路改良工事

入　札 １０月 側溝整備工事

町道薮太央線道路改良（２工区）工事 出来庭 土　木 入　札 １０月 道路改良工事

１１月

熊野東中学校調整池浚渫工事 萩　原 土　木 入　札 １２月 調整池浚渫

入　札 １１月


