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

↓
令和 元 年　８月下旬
令和 元 年　５月下旬

↓
令和 元 年　９月下旬
令和 元 年　５月下旬

↓
令和 元 年　９月下旬
令和 元 年　６月中旬

↓
令和 ２ 年　３月下旬
令和 元 年　７月上旬

↓
令和 元 年　９月下旬
令和 元 年　７月上旬

↓
令和 元 年１２月中旬
令和 元 年　７月上旬

↓
令和 元 年１０月下旬
令和 元 年　７月上旬

↓
令和 元 年１０月下旬
令和 元 年　７月上旬

↓
令和 元 年１２月下旬
令和 元 年　７月下旬

↓
令和 ２ 年　３月下旬
令和 元 年　８月上旬

↓
令和 元 年１２月下旬
令和 元 年　８月上旬

↓
令和 元 年１１月上旬
令和 元 年　８月上旬

↓
令和 ２ 年　１１月中旬

令和 元 年　８月下旬
↓

令和 元 年１１月下旬
令和 元 年　８月下旬

↓
令和 ２ 年　１月下旬
令和 元 年　８月下旬

↓
令和 ２ 年　３月中旬
令和 元 年　８月下旬

↓
令和 ２ 年　１月上旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　１月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　元年１１月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　１月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　１月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　１月下旬

災害復旧工事Ｅ農地災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ９月

災害復旧工事

Ｄ農地災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 ９月 災害復旧工事

Ｃ農地災害復旧工事 城之堀 土　木 入　札 ９月

災害復旧工事

Ｂ農地災害復旧工事 出来庭 土　木 入　札 ９月 災害復旧工事

Ａ農地災害復旧工事 平　谷 土　木 入　札 ９月

道路改良工事（橋梁下部工）

林道雲母線２号箇所災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ９月 災害復旧工事

町道深原公園線（鞘ノ河内工区）橋梁下
部工事

新　宮 土　木 入　札 ９月

道路改良工事

町道宮脇条風呂ヶ迫線改良工事 呉　地 土　木 入　札 ９月 道路改良工事

町道的場線（２工区）改良工事 平　谷 土　木 入　札 ９月

災害復旧工事

町道城上垣内線改良工事 中　溝 土　木 入　札 ８月 道路改良工事

普通河川平杉川災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ８月

配水管更新工事

普通河川椎川（近藤宅前）災害復旧工事 出来庭 土　木 入　札 ８月 災害復旧工事

熊野団地（31-2）配水管布設替工事 柿　迫 水　道 入　札 ８月

汚水管渠工事

普通河川山王川災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ８月 災害復旧工事

熊野団地（31-1）汚水管渠布設替工事 平　谷 土　木 入　札 ８月

災害復旧工事

普通河川北迫川災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 ８月 災害復旧工事

呉地大池災害復旧工事 呉　地 土　木 入　札 ７月

ブロック塀を撤去し、フェン
スを設置

普通河川鞘ノ河内川災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ６月 災害復旧工事

熊野中学校ブロック塀改修工事 中　溝 土　木 入　札 ６月

災害復旧工事

熊野第一小学校ブロック塀改修工事 中　溝 土　木 入　札 ６月
ブロック塀を撤去し、フェン
スを設置

普通河川牛神川災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 ６月

災害復旧工事

熊野東中学校特別教室棟屋外階段改修工
事

萩　原 建　築 入　札 ６月 老朽化した屋外階段の改修

慶神橋災害復旧工事 出来庭 土　木 入　札 ５月

配水管更新工事

筆の里工房不活性ガスボンベ取換工事 中　溝 機　械 入　札 ５月 ガスボンベ取換設備工事

熊野団地（31-1）配水管布設替工事 柿　迫 水　道 入　札 ５月

令和元年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（９月公表分）

萩原地区（31-1）配水管布設工事 萩　原 水　道 入　札 ５月 配水管布設工事



工　事　の　名　称 場　　所 期　　　　間 種別 契約の方法 時期 概　　　　要

令和元年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（９月公表分）

令和　元年１０月上旬
↓

令和　２年　２月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　元年１１月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　元年１１月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　２年　１月下旬
令和　元年１０月上旬

↓
令和　元年１１月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　１月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　１月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　元年　２月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　元年　２月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　１月中旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　２年　２月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　元年１２月下旬
令和　元年１１月上旬

↓
令和　元年１２月中旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月中旬

橋梁補修工事橋梁補修工事 呉地外 土　木 入　札 １１月

配水管布設工事

熊野団地（31-4）配水管布設替工事 東　山 水　道 入　札 １０月 配水管更新工事

萩原地区（31-2）配水管布設工事 萩　原 水　道 入　札 １０月

災害復旧工事

熊野団地（31-2）汚水管渠管更生工事 石　神 土　木 入　札 １０月 汚水管渠工事

町民グランド仮設ヤード内復旧工事 川　角 土　木 入　札 １０月

災害復旧工事

普通河川栗ノ木原川災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 １０月 災害復旧工事

普通河川大迫川災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 １０月

照明改修工事

熊野東中学校体育館照明設備改修工事 萩　原 電　気 入　札 １０月 照明改修工事

熊野第四小学校体育館照明設備改修工事 川　角 電　気 入　札 １０月

屋根防水工事

町民グランド改修工事 川　角 土　木 入　札 １０月 災害復旧工事

町立図書館南屋根部分防水修繕工事 中　溝 建　築 入　札 １０月

災害復旧工事

多目的グランド土砂撤去工事 川　角 土　木 入　札 １０月 災害復旧工事

町道深原大峠線災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 １０月

災害復旧工事

平谷地区林地崩壊防止工事 平　谷 土　木 入　札 １０月 災害復旧工事

柿迫緑地災害復旧工事 柿　迫 土　木 入　札 １０月

災害復旧工事

神田緑地法面林地崩壊防止工事 神　田 土　木 入　札 １０月 災害復旧工事

中井手頭首工災害復旧工事 呉　地 土　木 入　札 １０月

配水管布設工事

町道呉萩線改良工事 呉　地 土　木 入　札 １０月 道路改良工事

中溝五丁目開発地配水管布設工事 中　溝 水　道 入　札 ９月

災害復旧工事

呉地地区（31-1）汚水管渠工事 呉　地 土　木 入　札 ９月 汚水管渠工事

火ノ原地区小規模崩壊地復旧工事 出来庭 土　木 入　札 ９月

災害復旧工事

町民グランド災害流木処分工事 川　角 土　木 入　札 ９月 災害復旧工事

町民グランド災害土砂処分工事（その
２）

川　角 土　木 入　札 ９月

災害復旧工事

普通河川新垰川災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 ９月 災害復旧工事

Ｇ農地災害復旧工事 新　宮 土　木 入　札 ９月

Ｆ農地災害復旧工事 呉　地 土　木 入　札 ９月 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

令和元年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（９月公表分）

令和　元年１２月上旬
↓

令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　３月中旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　２月中旬
令和　元年１２月上旬

↓
令和　２年　２月下旬
令和　２年　１月上旬

↓
令和　２年　３月下旬
令和　２年　１月上旬

↓
令和　２年　３月中旬

配水管移設工事慶神橋（31-1）配水管布設替工事 出来庭 水　道 入　札 １２月

配水管更新工事

町道大原ハイツ１号線避難路整備工事 川　角 土　木 入　札 １２月 道路改良工事

熊野団地（31-3）配水管布設替工事 柿　迫 水　道 入　札 １１月

災害復旧工事

県道矢野安浦線（31-1）配水管布設替工
事

出来庭 水　道 入　札 １１月 配水管移設工事

椎川地区小規模崩壊地復旧工事 出来庭 土　木 入　札 １１月

災害復旧工事

町道隠田線改良工事 初　神 土　木 入　札 １１月 道路改良工事

牛神水路災害復旧工事 萩　原 土　木 入　札 １１月

災害復旧工事

寺堤池災害復旧工事 出来庭 土　木 入　札 １１月 災害復旧工事

川作田池災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 １１月

災害復旧工事

馬場池災害復旧工事 平　谷 土　木 入　札 １１月 災害復旧工事

井手元池災害復旧工事 初　神 土　木 入　札 １１月

砂原池災害復旧工事 城之堀 土　木 入　札 １１月 災害復旧工事


