
工区 市町村名 区分 団地（宿舎）名 閲覧場所 備考

東洋町 県営 野根・野根第二 36

県営 元・柳ノ内・行当・佐喜浜・羽根・菜生・羽根第二 132

県職 ムソシロ（他3宿舎） 33

教職 庄司ヶ渕（他5宿舎） 37

奈半利町 県営 天神南・奈半利・奈半利東 60

県営 田野・田野西 16

教職 校長公舎（他3宿舎） 9

安田町 特優賃 コーポニュー中山 12

県営 桜ヶ丘・安芸東・宝永 72

県職 高台寺（他2宿舎） 28

教職 宝永町（他6宿舎） 34

4 香南市 県営 赤岡・赤岡東・別所山・吉川・吉川西 132 132 中央東土木事務所

県営 鏡野・土佐山田 190

教職 旭町 4

県営 本山 12

県職 シバヤシキ単身 9

教職 校長公舎（他3宿舎） 11

県営 佐川 24

県職 佐川単身 6

教職 榎木田 2

県職 越知南屋敷 2

特優賃 ハイツラピュタ 12

仁淀川町 特優賃 エスポワール一ノ谷 10

県営 桜川 24

県職 赤崎町単身（他3宿舎） 38

教職 妙見町（他4宿舎） 21

県営 窪川 32

県職 古市町単身（他2宿舎） 25

教職 北琴平町単身（他10宿舎） 35

県職 梼原 6

教職 大蔵谷単身（他3宿舎） 15

県営 佐賀・大方 24

教職 カロヲト坂（他4宿舎） 9

県営 中村・中村北 42

県職 右山天神（他10宿舎） 130

教職 大用（他6宿舎） 57

県営 清水 18

県職 汐見町3（他1宿舎） 10

教職 浜町（他4宿舎） 26

県営 宿毛 24

県職 松田町（他3宿舎） 28

教職 与市明（他8宿舎） 47

県営 南国・蒲原・十市 762

県職 南国・稲吉 42

教職 深サコ・杉本丸・篠原 30

県営 宇治 240

県職 いの 24

教職 程野・吾北分校 5

日高村 県営 日高・日高東 60

県営 土佐・土佐南 48

教職 高岡・校長公舎・西原地・夜明 14

10 梼原町 21 梼原町役場

14 南国市 834 中央東土木事務所

土佐市

15

いの町

391 中央西土木事務所

12 土佐清水市 54 土佐清水事務所

13 宿毛市 99 宿毛事務所

11

黒潮町

262 幡多土木事務所

四万十市

9 四万十町 92 四万十町事務所

8 須崎市 83 須崎土木事務所

7

佐川町

56 越知事務所

越知町

本山町 32 本山事務所6

安芸市

5 香美市 194 中央東土木事務所

◎ 工区設定

A区分（一括発注）建築一式工事

戸数

1 238 室戸事務所
室戸市

2 97 安芸土木事務所

134

田野町

3 安芸土木事務所



B区分（分離発注）建築工事

工区 市町村名 区分 団地（宿舎）名 戸数 閲覧場所 備考

県営 船岡南・船岡・沖田 691

教職 沖田 36

県営 若草町・若草南・鏡川・鴨部・朝倉 446

県職 朝倉ABC・旭（北棟） 92

教職 塚ノ原 22

県営 長浜馬場の西・横浜・横浜第二・潮江・春野 580

教職 横浜・池寺 16

介良・大津・十津南・竹島・鏡水

八反町・小高坂三の丸

県職 一宮ABC（他5宿舎） 155

教職 愛宕・十津・一宮・薊野 78

高知県住宅供給公社691

17 高知市2

18 高知市3 596 高知県住宅供給公社

19 高知市4

県営 458

560 高知県住宅供給公社

16 高知市1 727 高知県住宅供給公社



B区分（分離発注）管工事

工区 市町村名 区分 団地（宿舎）名 戸数 閲覧場所 備考

県営 船岡南・船岡・沖田 691

教職 沖田 36

県営 若草町・若草南・鏡川・鴨部・朝倉 446

県職 朝倉ABC・旭（北棟） 92

教職 塚ノ原 22

県営 長浜馬場の西・横浜・横浜第二・潮江・春野 580

教職 横浜・池寺 16

介良・大津・十津南・竹島・鏡水

八反町・小高坂三の丸

県職 一宮ABC（他5宿舎） 155

教職 愛宕・十津・一宮・薊野 78

20 高知市1 727 高知県住宅供給公社

21 高知市2 560 高知県住宅供給公社

22 高知市3 596 高知県住宅供給公社

23 高知市4

県営 458

691 高知県住宅供給公社



B区分（分離発注）電気工事

工区 市町村名 区分 団地（宿舎）名 戸数 閲覧場所 備考

県営 船岡南・船岡・沖田 691

教職 沖田 36

県営 若草町・若草南・鏡川・鴨部・朝倉 446

県職 朝倉ABC・旭（北棟） 92

教職 塚ノ原 22

県営 長浜馬場の西・横浜・横浜第二・潮江・春野 580

教職 横浜・池寺 16

介良・大津・十津南・竹島・鏡水

八反町・小高坂三の丸

県職 一宮ABC（他5宿舎） 155

教職 愛宕・十津・一宮・薊野 78

24 高知市1 727 高知県住宅供給公社

25 高知市2 560 高知県住宅供給公社

26 高知市3 596 高知県住宅供給公社

27 高知市4

県営 458

691 高知県住宅供給公社


