
工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

南伊豆町指定避難所等ガラス飛散防止対策工事
南伊豆中学校、南上小学
校、南伊豆東小学校

７月～８月 ガラス工事 ガラスフィルム工　ｎ=一式 一般競争入札 ６月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

南伊豆町役場　（総務課）

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載



工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

石廊埼オーシャンパーク駐車場等整備工事 石廊崎地内 ６月～２月 土木 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=5,412㎡ 一般競争入札 ５月

石廊崎オーシャンパーク休憩所建築工事 石廊崎地内 ６月～２月 建築 鉄骨平屋建（新築）A=408㎡ 一般競争入札 ５月

石廊崎オーシャンパーク給配水工事 石廊崎地内 ７月～２月 水道施設 受水槽設置工　ｎ=1式 一般競争入札 ７月

石廊崎オーシャンパーク休憩所他浄化槽工事 石廊崎地内 ７月～２月 浄化槽設置 浄化槽設置工　ｎ=1式 一般競争入札 ７月

石廊崎観光トイレ解体工事 石廊崎地内 ７月～９月 解体 トイレ解体工　ｎ=1式 一般競争入札 ７月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

南伊豆町役場　（企画課）

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載



工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

町道谷戸向Ｂ線道路改良工事 手石地内 ４月～７月 土木 溝蓋撤去設置工　Ｌ＝160ｍ 一般競争入札 ４月

普通河川落合川河川改修工事 上賀茂地先 ４月～７月 土木 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　Ａ＝24ｍ2 一般競争入札 ４月

町道入間区内7号線道路改良工事 手石地内 ４月～７月 土木 Ｕ型側溝設置工　Ｌ＝53ｍ 一般競争入札 ４月

石井区内７号線道路改良工事 石井地内 ９月～３月 土木 重力式擁壁工　Ｌ＝320ｍ
総合評価落札方式
一般競争入札

９月

町道伊浜線道路改良工事 伊浜地内 ９月～３月 土木
補強繊維ﾓﾙﾀﾙ吹付工(t=7cm)
A=523m2

一般競争入札 ９月

町道下賀茂日野A線日野橋橋梁補修工事 湊地先 ９月～３月 土木
塗装塗替工 A=600m2
伸縮装置設置工 L=18m

一般競争入札 ９月

町道湯ノ川原線湯之川橋橋梁補修工事 加納地先 ９月～３月 土木
塗装塗替工 A=80m2
伸縮装置設置工 L=8m

一般競争入札 ９月

青野(火燈山)県単独治山工事 青野地内 ６月～２月 土木 排水構造物工 L=28.5m 一般競争入札 ６月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

南伊豆町役場　（地域整備課）

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載



工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

下賀茂地区配水管布設替工事 下賀茂地内 ４月～９月 土木
配水管 φ75㎜ L=140ｍ
配水管 φ50㎜ L=250ｍ

一般競争入札 ４月

下小野地区配水管布設替工事(第1工区) 下小野地内 ４月～８月 土木 配水管 φ50㎜ L=220ｍ 一般競争入札 ４月

下小野地区配水管布設替工事(第2工区) 下小野地内 ４月～８月 土木 配水管 φ30㎜ L=160ｍ 一般競争入札 ４月

岩殿地区配水管布設替工事 岩殿地内 ５月～９月 土木 配水管 φ75㎜ L=110ｍ 一般競争入札 ５月

青市地区配水管布設替工事 青市地内 ５月～９月 土木 配水管 φ75㎜ L=100ｍ 一般競争入札 ５月

吉祥地区取水ポンプ設置工事 一色地内 ６月～10月 機械器具設置 水中ポンプ　1台 一般競争入札 ６月

生活基盤耐震化等交付金事業
吉祥地区配水管布設替工事(第1工区)

一色地内 ７月～12月 土木 配水管 φ150㎜ L=290ｍ 一般競争入札 ７月

生活基盤耐震化等交付金事業
吉祥地区配水管布設替工事(第2工区)

一色地内 ７月～１月 土木 配水管 φ150㎜ L=600ｍ 一般競争入札 ７月

生活基盤耐震化等交付金事業
吉祥地区配水管布設替工事(第3工区)

蝶ヶ野地内 ７月～２月 土木 配水管 φ150㎜ L=850ｍ 一般競争入札 ７月

南伊豆町クリーンセンター改築工事 湊地内 ６月～１１月 建築
防水工事　好気槽上部A=136㎡
　　　　　嫌気槽上部A=418㎡

一般競争入札 ６月

湊中継ポンプ場改築工事 湊地内 ７月～１２月 機械電気
水中汚水ポンプ交換　3台
操作盤交換　1面

一般競争入札 ７月

南伊豆町子浦漁業集落排水施設改築工事 子浦地内 ７月～１２月 機械電気
水中汚水ポンプ交換　2台
操作盤交換　1面　等

一般競争入札 ７月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

南伊豆町役場　（生活環境課）

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載



工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

南伊豆東小学校受電設備等改修工事 湊地内 ５月～６月 電気 分電盤設置、配線敷設 一般競争入札 ４月

南中小学校受電設備等改修工事 上賀茂地内 ５月～６月 電気 キュービクル改修、分電盤設置、配線敷設 一般競争入札 ４月

南上小学校受電設備等改修工事 下小野地内 ５月～６月 電気 分電盤設置、配線敷設 一般競争入札 ４月

南中小学校トイレ洋式化工事 上賀茂地内 ７月～８月 管 トイレの洋式化　ｎ=7基 一般競争入札 ６月

南伊豆東小学校トイレ洋式化工事 湊地内 ７月～８月 管 トイレの洋式化　ｎ=6基 一般競争入札 ６月

南中小学校屋内運動場照明等耐震化工事 上賀茂地内 ７月～８月 電気
照明器具のＬＥＤ化　ｎ=1式
バスケットゴール耐震化　ｎ=1式

一般競争入札 ６月

南上小学校外構維持補修工事 下小野地内 ５月～６月 土木 側溝設置工　L=45ｍ 一般競争入札 ４月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載

南伊豆町役場　（教育委員会事務局）



工事名 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札方法
契約方法

入札予定時期
契約予定時期

南崎認定こども園受電設備等改修工事 南崎認定こども園 ５月～６月 電気 ｷｭｰﾋﾟｸﾙ改修、分電盤設置 一般競争入札 ４月

されない工事が発注される場合があります。

平成３０年度　予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

平成３０年４月１日現在

南伊豆町役場　（福祉介護課）

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載


