
様式第1号(第2項関係) 

 

工 事 の 発 注 予 定 表 

 

串本町（令和3年7月2日現在） 

番号 工 事 名 工 事 場 所 工 事 期 間 工 事 概 要 
入 札 及 び

契 約 の 方 法 

入 札 及 び

契 約 締 結 時 期 
備考 

1 緊急連絡管新設工事 串本～二色 約 8ヶ月 φ250 ㎜ GX L=866m 指名競争入札 第 2四半期  

2 月野瀬取水場接続管工事 
古座川町 

月野瀬 
約6ヶ月 φ400㎜ GX L=30m 指名競争入札 第3四半期  

3 野凪漁港機能保全工事 田並 約6ヶ月 
突堤機能保全工事 

L=60ｍ 
指名競争入札 第2四半期  

4 
あらふねリゾート屋根防水

工事 
田原 約4ヶ月 屋根防水工事 一式 指名競争入札 第2四半期  

5 
菌床製造栽培大型共同作業

場空調設備等改修工事 
出雲 約9ヶ月 

空調設備等改修工事 

一式 
指名競争入札 第2四半期  

6 橋杭漁港航路浚渫工事 鬮野川 約5ヶ月 浚渫工事 一式 指名競争入札 第3四半期  

7 役場本庁舎解体工事 串本 約6ヶ月 
RC 2階建、S 4階建 

総延床面積2,300㎡ 
指名競争入札 第2四半期  

8 
くしもとこども園新園舎建

設工事 
串本 約14ヶ月 

木造平屋1805.01㎡ 

車椅子駐車場 

鉄骨造平屋34.58㎡ 

指名競争入札 第2四半期  

9 
安指浜九九平見線落石防止

防護網設置工事 
和深 約3ヶ月 

落石防護網工 

A＝252㎡ 
指名競争入札 第2四半期  

10 潮岬分団第3部新築工事 潮岬 約4ヶ月 木造約24㎡ 指名競争入札 第3四半期  



11 
S53和深改良住宅長寿命化修

繕工事 
和深 約5ヶ月 

屋根・外壁塗装 一式 

1棟2戸×5件 
指名競争入札 第3四半期  

12 
サンゴ台中央線側溝蓋設置

工事 
サンゴ台 約5ヶ月 側溝蓋設置工事 一式 指名競争入札 第3四半期  

13 
サンゴ台中央線道路照明設

置工事 
サンゴ台 約5ヶ月 道路照明設置工事 一式 指名競争入札 第2四半期  

14 新田橋長寿命化修繕工事 和深 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

15 土地木橋長寿命化修繕工事 高富 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

16 エチ橋長寿命化修繕工事 姫 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

17 観音橋長寿命化修繕工事 和深 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

18 二川橋長寿命化修繕工事 田子 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

19 沖出橋長寿命化修繕工事 津荷 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

20 江田橋長寿命化修繕工事 江田 未定 上部工修繕 一式 指名競争入札 未定  

21 串本地内舗装工事 串本 未定 AS舗装表層打替 指名競争入札 未定  

22 向地１号線道路拡幅改良工事 潮岬 未定 道路拡幅改良 L=275ｍ 指名競争入札 未定  

23 
本坊地上浦１号線道路拡幅

改良工事 
潮岬 未定 道路拡幅改良 L=265ｍ 指名競争入札 未定  

24 潮岬地内舗装工事 潮岬 未定 AS舗装表層打替 指名競争入札 未定  

25 堀の谷線拡幅工事 樫野 未定 既設開渠排水改良、拡幅 指名競争入札 未定  



26 植松団地玄関ドア改修工事 串本 未定 玄関ドア取替 20箇所 指名競争入札 未定  

27 旧有田小・中学校講堂解体工事 有田 未定 木造平屋 290㎡ 指名競争入札 未定  

28 出雲集会所エアコン設置工事 出雲 未定 
換気機能付きエアコン

設置 4台 
指名競争入札 未定  

29 福寿荘屋根等改修工事 姫 未定 屋根等修繕工事 一式 指名競争入札 未定  

30 サンゴ台中央線歩道舗装工事 サンゴ台 未定 A＝4,600㎡ 指名競争入札 未定  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ※予定価格２５０万円以上のものが対象となっている。 


