
No. 工 事 の 名 称 路線・河川名等 工事の場所 工事の期間 工事種別 工事の概要
入 札 及 び
契約の方法

入 札 予
定 時 期

1 公営住宅整備事業新築工事（湾宮戸団地G棟) 喜界町湾地内 約6ヶ月 建築一式工事 W造2階建 A=278㎡ 指名競争入札 第１四半期

2 公営住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業(荒木第一団地) 喜界町荒木地内 約4ヶ月 建築一式工事 屋上防水、外壁改修 指名競争入札 第１四半期

3 地方改善施設整備事業 中里38号線改良工事 中里38号線 喜界町中里地内 約5ヶ月 土木一式工事 道路改良L=107ｍ 指名競争入札 第２四半期

4 地方改善施設整備事業 中里39号線改良工事 中里39号線 喜界町中里地内 約5ヶ月 土木一式工事 道路改良L=121.5ｍ 指名競争入札 第２四半期

5 前満盛線改良工事 前満盛線 喜界町中里地内 約6ヶ月 土木一式工事 排水路工L=200ｍ 指名競争入札 第１四半期

6 喜界島港港湾整備工事(1工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 防波堤(沖)L=20.0ｍ  ﾌﾞﾛｯｸ据付 指名競争入札 第１四半期

7 喜界島港港湾整備工事(2工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第２四半期

8 喜界島港港湾整備工事(3工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第２四半期

9 喜界島港港湾整備工事(4工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第２四半期

10 喜界島港港湾整備工事(5工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第３四半期

11 喜界島港港湾整備工事(6工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第３四半期

12 喜界島港港湾整備工事(7工区) 喜界島港浦原地区 喜界町浦原地内 約6ヶ月 土木一式工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 指名競争入札 第３四半期

13 喜界島港海岸高潮対策事業 喜界島港志戸桶地区海岸 喜界町志戸桶地内 約6ヶ月 土木一式工事 波返護岸L=50.0ｍ 指名競争入札 第３四半期

14 湾地区給水管工事(2工区) 町道277号線 喜界町湾地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 29件 指名競争入札 第１四半期

15 湾地区給水管工事(1工区) 町道202号線 喜界町湾地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 50件 指名競争入札 第１四半期

16 湾地区給水管工事(2工区) 町道208号線 喜界町湾地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 50件 指名競争入札 第１四半期

17 赤連地区給水管工事 町道255号線 喜界町赤連地内 約6ヶ月 土木一式工事 給水管設置 100件 指名競争入札 第１四半期

18 島中地区給水管工事 町道488号線 喜界町島中地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 40件 指名競争入札 第２四半期

19 中間・先内地区給水管工事 町道500号線 喜界町中間・先内地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 60件 指名競争入札 第２四半期

20 大朝戸・山田地区給水管工事 町道524号線 喜界町大朝戸・山田地内 約4ヶ月 土木一式工事 給水管設置 50件 指名競争入札 第２四半期
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21 農業集落排水事業 喜界地区30-3工区 荒木・城久・志戸桶地内 約8ヶ月 機械器具設置工事 信号伝送装置等 指名競争入札 第１四半期

22 農業集落排水事業 喜界地区31-1工区(機械設備) 荒木・城久・志戸桶地内 約8ヶ月 機械器具設置工事 粗目スクリーン・ポンプ等 指名競争入札 第１四半期

23 農業集落排水事業 喜界地区31-2工区(電気設備) 荒木・城久・志戸桶地内 約8ヶ月 電気工事 信号伝送装置・制御盤等 指名競争入札 第１四半期

24 基幹水利施設更新工事 喜界町湾地内 約8ヶ月 機械器具設置工事 ディーゼルエンジン更新 指名競争入札 第１四半期

25 農地・農業用施設災害復旧工事 喜界町小野津・長嶺地内 約3ヶ月 土木一式工事 農地復旧  4地区 指名競争入札 第１四半期

26 基盤促進整備事業 第二喜界地区 31-1工区 喜界町湾地内 約5ヶ月 土木一式工事 農道改良 L=200ｍ 指名競争入札 第２四半期

27 防災関連施設(自然休養村管理ｾﾝﾀｰ)改修工事 喜界町中里地内 約7ヶ月 建築一式工事 電気設備・外構工事  一式 指名競争入札 第２四半期

28 森林環境税整備工事 喜界町湾地内 約6ヶ月 建築一式工事 建築工事 一式 指名競争入札 第２四半期

29 適正化事業(42・43期生)給水施設整備工事 喜界町中里・荒木地内 約5ヶ月 機械器具設置工事 給水施設2箇所 指名競争入札 第３四半期
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