
工　事　の　名　称 場　　所 期　　　　間 種別 契約の方法 時期 概　　　　要
平成３０年　６月上旬

↓
平成３０年　８月下旬
平成３０年　６月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３０年　５月中旬

↓
平成３０年１２月下旬
平成３０年　６月中旬

↓
次　年　度　継　続
平成３０年　６月上旬

↓
平成３０年　８月下旬
平成３０年　６月上旬

↓
平成３０年　８月中旬
平成３０年　６月上旬

↓
平成３０年　９月中旬
平成３０年　６月上旬

↓
平成３０年１０月下旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年１１月下旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年１１月下旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年１１月下旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年　８月下旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年１０月中旬
平成３０年　７月上旬

↓
平成３０年　９月上旬
平成３０年　８月上旬

↓
平成３０年１０月下旬
平成３０年　９月上旬

↓
平成３０年　１２月上旬

平成３０年１１月上旬
↓

平成３１年　２月上旬
平成３０年１１月上旬

↓
平成３１年　２月上旬
平成３０年１２月上旬

↓
次　年　度　継　続
平成３０年　８月上旬

↓
平成３０年１０月中旬
平成３０年１２月上旬

↓
平成３１年　３月中旬
平成３０年１１月上旬

↓
平成３１年　１月上旬
平成３０年１２月上旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　１月上旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３０年１２月上旬

↓
平成３１年　２月下旬
平成３０年１２月上旬

↓

平成３１年　２月上旬
平成３０年１１月中旬

↓
平成３１年　１月下旬
平成３１年１２月中旬

↓
平成３１年　２月下旬
平成３１年１２月中旬

↓
平成３１年　２月下旬

くまの・みらい保育園駐車場舗装工事 神　田 土　木 入　札 １０月 舗装工事

熊野第四小学校プール棟改修工事 川　角 建　築 入　札 １１月 外壁改修工事ほか

熊野団地（３０－３）配水管布設替工事 柿　迫 水　道 入　札 １１月 配水管更新工事

熊野第一小学校（特別教室棟）大規模
改造工事

中　溝 建　築 入　札

出来庭 入　札

熊野北農道舗装修繕工事 出来庭

熊野中学校屋外階段改修工事 入　札

出来庭 水　道 入　札

出来庭地区（３０－１）汚水管渠工事 出来庭 土　木

筆の里工房トイレ改修工事 中　溝 建　築 入　札

町道城之堀線（中溝六丁目工区）改良工事 中　溝 土　木 入　札

川角一丁目開発地配水管布設工事 川　角

熊野町デジタル防災行政無線整備工事 町内全域 電　気 プロポーザル

１２月 １階トイレ改修工事

川　角 機械・電気 入　札

汚水管渠工事呉地地区（３０－１）汚水管渠工事 呉　地 １１月

入　札 １１月

土　木

１０月 配水管更新工事

県道矢野安浦線（３０－１）配水管
布設替工事

７　月 配水管移設工事

橋梁補修工事 呉地ほか 土　木

川角地区（３０－２）配水管布設替工事 川　角 水　道 入　札

小学校屋外階段改修工事

配水管布設工事

熊野団地（３０－２）配水管布設替工事 柿　迫 水　道 入　札 ７　月

舗　装 入　札 ６　月 舗装工事

町道呉出来線（３工区）改良工事

配水管更新工事

萩原三丁目開発地配水管布設工事 萩　原 水　道 入　札 ６　月 配水管布設工事

平成３０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）

５　月 全館空調機器の更新・改修工事

川角地区（３０－１）配水管布設工事 川　角 水　道 入　札 ６　月

熊野団地（３０－１）配水管布設替工事 柿迫・東山 水　道 入　札 ５　月 配水管更新工事

入　札

５　月
普通教室棟１・２階
内部全面改修工事

熊野東中学校普通教室棟大規模改造工事
（２期工事）

萩　原 建　築 入　札

筆の里工房空調設備改修工事

町道薮太央線（２工区）舗装工事 出来庭

橋梁補修工事

入　札

入　札

５　月

１０月 ポンプ設備工事

１０月

熊野中学校２ヶ所
補修及び塗装替工事

火ノ原地区（３０－１）マンホールポンプ
設置工事

舗装工事

汚水管渠工事土　木

水　道 入　札 ８　月 配水管布設工事

川角地区（３０－１）汚水管渠工事 川　角 土　木 入　札 ６　月 汚水管渠工事

川角地区（３０－２）汚水管渠工事 川　角

５　月
特別教室棟
内部全面改修工事

土　木 ６　月

中溝ほか 建　築 入　札 ５　月
第一小２ヶ所・第二小１ヶ所
補修及び塗装替工事

中　溝 機　械

道路改良工事

中　溝 建　築

入　札 ５　月 汚水管渠工事

舗　装 入　札 ６　月

５　月 道路改良工事

町道平谷東線災害復旧工事 平　谷 土　木 入　札 １１月 道路改良工事

１１月
町内一円防災行政無線
デジタル化整備工事

道路改良工事１１月入　札土　木呉　地町道呉地奥２号線災害復旧工事



工　事　の　名　称 場　　所 期　　　　間 種別 契約の方法 時期 概　　　　要
平成３１年１２月中旬

↓
平成３１年　２月下旬
平成３１年１２月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年１２月中旬

↓
平成３１年　２月下旬
平成３１年　１月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　１月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　１月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　１月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　２月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　２月中旬

↓
平成３１年　３月下旬
平成３１年　２月中旬

↓
平成３１年　３月下旬

町道湖翠園２号線災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 １１月 道路改良工事

町道沖田川端線災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 １１月 道路改良工事

町道新萩線災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 １１月 道路改良工事

普通河川山王川災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 １２月 河川工事

普通河川滑羅川災害復旧工事 出来庭 土　木 入　札 １２月 河川工事

１　月 河川工事

町道大原ハイツ１号線外災害復旧工事 川　角 土　木 入　札 １２月 道路改良工事

普通河川椎川災害復旧工事 中　溝 土　木 入　札 １２月 河川工事

慶神橋災害復旧工事 新宮 土　木 入　札 １　月 河川・道路構造物工事

普通河川大迫川災害復旧工事 新宮・初神 土　木 入　札 １　月 河川工事

普通河川鞘ノ河内川災害復旧工事 新宮 土　木 入　札


