
平成31年度　美里町旧みなみ幼稚園
解体撤去工事

二郷字佐野八号32番地　地
内

とび・土工・コ
ンクリート

指名競争入札 4ヶ月

平成31年度　美里町交通安全施設等
設置工事

美里町一円
とび・土工・コ
ンクリート

指名競争入札 カーブミラー設置等　一式 3ヶ月

健康福祉課3ヶ月

平成31年度　美里町営御蔵場住宅下
水道布設工事

牛飼字御蔵場　地内 管 指名競争入札

平成31年度　美里町健康福祉セン
ター電気設備更新工事

牛飼字新町51番地　地内 電気 指名競争入札 高圧ｹｰﾌﾞﾙ、変圧器交換　一式 第二四半期

防災管財課3ヶ月

平成31年度　美里町営北浦第二住宅
建設工事

北浦字浦田中　地内 建築一式 一般競争入札 木造平屋建　10棟 第二四半期 防災管財課8ヶ月

解体撤去　一式 第三四半期 防災管財課

第三四半期 防災管財課

8ヶ月

平成31年度　美里町西原地区配水管
布設替（補償）工事

牛飼字新西原　地内 水道施設 指名競争入札 PE75mm　Ｌ＝90ｍ　 水道事業所6ヶ月

第一四半期6ヶ月10

第一四半期

本管接続・浄化槽撤去　一式 第二四半期

平成31年度　美里町営山の神住宅建
設工事

牛飼字清水江　地内 建築一式 一般競争入札 木造平屋建　8棟 第二四半期

給湯管改修　L=75m 第一四半期 教育総務課
平成31年度　美里町立小牛田小学校
給食調理場給湯管改修工事

牛飼字清水江220番地 管 指名競争入札 1ヶ月

平成31年度　美里町役場本庁舎トイ
レ改修工事

字駒米13番地　地内 管 指名競争入札 トイレ改修　一式 第一四半期 防災管財課2ヶ月

給湯器更新　Ｎ＝30基 第一四半期 防災管財課
平成31年度　美里町営志賀町住宅給
湯器更新工事

字志賀町三丁目　地内

8ヶ月

第一四半期

3ヶ月
平成31年度　美里町立小牛田保育所
高圧機器更新工事

北浦字駒米8番地　地内 電気 指名競争入札

5

ヶ月

ヶ月

8

ヶ月

防災管財課

防災管財課

9

12

11

14

13

平成31年度　美里町南郷運動場野外
トイレ改修工事

木間塚字高田３３番地　地
内

管 指名競争入札 トイレ改修　一式 3

7

17

16

15

平成31年度　美里町防災行政無線操
作卓改修工事

北浦字駒米13番地　地内 電気通信 一般競争入札 防災行政無線機器改修　一式

まちづくり推進課

平成31年度　美里町南郷球場トイレ
改修工事

木間塚字中央１番地ほか 管 指名競争入札 トイレ改修　一式 3ヶ月5

6 まちづくり推進課

土木一式 指名競争入札
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
構造物取壊　一式

第一四半期 水道事業所

1

平成31年度　美里町文化会館ボー
ダーケーブル更新工事

北浦字駒米13番地　地内 電気 指名競争入札

3

平成31年度　美里町文化会館省エネ
照明設備改修工事

北浦字駒米13番地　地内 電気 指名競争入札

管 指名競争入札

2

ボーダーケーブル改修　一式 8ヶ月 第一四半期

第一四半期 まちづくり推進課

ステージ照明改修　一式 第一四半期 町民生活課

高圧機器更新　一式 第一四半期 子ども家庭課

3

4

平成31年度　美里町梅ノ木取水場入
口拡幅工事

青生字水越　地内

平成３１年度　公共工事発注見通し

番号 件      名 場 　　所 工事種別
入札及び
契約の方法

工事の概要 期  間
入札／契約
予定時期

担 当 課

宮城県美里町



平成31年度　美里町梅ノ木取水場電
気設備解体工事

青生字水越　地内 電気 指名競争入札 電気設備撤去　一式 6ヶ月

PEφ75mm　Ｌ＝220ｍ　 第二四半期

平成31年度　美里町叔廼前地区配水
管布設替（3工区）工事

字叔廼前　地内 水道施設 指名競争入札 PE50mm　Ｌ＝170ｍ　 第二四半期 水道事業所6ヶ月

平成31年度　美里町北浦地区外舗装
復旧工事

北浦字高橋　地内ほか ほ装 指名競争入札 5ヶ月

平成31年度　美里町素山町地区舗装
復旧工事

字素山町　地内 ほ装 指名競争入札 舗装　A＝450㎡

平成31年度　美里町北浦地区配水管
布設替（1工区）工事

34

33

第二四半期5ヶ月

舗装　A＝960㎡ 第二四半期

関根字道明　地内 水道施設 指名競争入札 PE75mm　Ｌ＝320ｍ　 第二四半期5ヶ月

平成31年度　美里町素山町地区配水
管布設替（2工区）工事

字素山町　地内 水道施設

第二四半期 水道事業所

宮城県美里町

32

31

土木一式 一般競争入札

開削工法　L=600m

28

30

下水道課29
平成31年度　公共下水道マンホール
ポンプ場水位計更新工事

駅東2丁目　地内ほか 機械器具設置 指名競争入札 水位計更新　一式 第一四半期6ヶ月

取水門塗装　A＝50㎡
仮設工　一式

第一四半期 水道事業所6ヶ月

26

平成30年度　南郷第２地区（農集排）真空ス
テーション機械設備工事（繰越明許） 木間塚　地内 機械器具設置 指名競争入札 機械設備改修　一式 第一四半期 下水道課9ヶ月

舗装　A=3,000㎡ 第一四半期 下水道課5ヶ月

24

平成31年度　公共下水道（不動堂地
区外）舗装復旧工事

字塔ノ越　地内ほか ほ装 指名競争入札

ヶ月

水道事業所

水道事業所

水道事業所

第二四半期 水道事業所5ヶ月

水道事業所5ヶ月

18

ヶ月

5ヶ月

平成３１年度　公共工事発注見通し

件      名 場 　　所 工事種別
入札及び
契約の方法

工事の概要 期  間
入札／契約
予定時期

担 当 課

平成31年度　美里町柿ノ木平配水場
緊急遮断弁設置工事

大崎市鹿島台字木間塚　地内 電気 一般競争入札
緊急遮断弁　N＝1基
操作盤　N＝1基

第一四半期 水道事業所6

9ヶ月

9ヶ月

水路改修　L=500m 第一四半期 下水道課

平成31年度　南郷第３地区雨水排水
路工事

二郷字佐野四号　地内 土木一式 一般競争入札 水路改修　L=660m 第一四半期 下水道課

9ヶ月

9

平成30年度　南郷第２地区雨水排水
路工事（繰越明許）

23

平成31年度　公共下水道（青生地
区）汚水管築造工事

青生字新鳴瀬　地内 土木一式 指名競争入札 開削工法　L=300m 第一四半期 下水道課

番号

19

20

一般競争入札

21

木間塚字中央　地内

指名競争入札 PEφ100mm　Ｌ＝177ｍ　

平成31年度　美里町新鳴瀬地区配水
管布設工事

青生字新鳴瀬　地内 水道施設 指名競争入札

第一四半期 下水道課

平成31年度　公共下水道（北浦地区
その３）汚水管築造工事

北浦字横埣　地内 土木一式 一般競争入札 開削工法　L=500m 第一四半期 下水道課

平成31年度　公共下水道（北浦地区
その２）汚水管築造工事

北浦字横埣　地内 土木一式

22

25

平成31年度　美里町梅ノ木取水場取
水門塗装工事

青生字水越　地内 塗装 指名競争入札

27



宮城県美里町

平成31年度　美里町農業集落排水処
理施設機械設備修繕工事

二郷字砂押二号　地内 機械器具設置 指名競争入札 機械設備改修　一式 第二四半期 下水道課6ヶ月

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　N＝2基 第二四半期 下水道課7ヶ月
平成31年度　公共下水道（北浦地
区）マンホールポンプ設置工事

北浦字横埣　地内 機械器具設置 指名競争入札

平成31年度　公共下水道（西原地
区）マンホールポンプ設置工事

牛飼字新西原　地内 機械器具設置

平成31年度　南郷第２地区（農集
排）マンホールポンプ設置工事

木間塚　地内 機械器具設置 指名競争入札 6ヶ月

51

49

電気設備修繕　一式 第二四半期 下水道課6ヶ月

下水道課

指名競争入札 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　N＝2基 7ヶ月

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　N＝2基

7ヶ月

下水道課

第二四半期 下水道課

第二四半期 下水道課

50

48

平成31年度　美里町農業集落排水処
理施設電気設備修繕工事

荻埣字念仏檀　地内ほか 電気 指名競争入札

47

46

41

40

38

36

35

一般競争入札 開削工法　L=600m 第二四半期44

43

39

第一四半期 建設課

45

平成31年度　南郷第２地区（農集
排）雨水排水路工事（繰越明許）

二郷字高玉一号　地内 土木一式 指名競争入札 水路改修　L=100m 第二四半期6ヶ月

42

平成31年度　公共下水道（北浦地区
その１）汚水管築造工事

北浦字蓮沼　地内 土木一式

37

番号 件      名 場 　　所 工事種別
入札及び
契約の方法

工事の概要 期  間
入札／契約
予定時期

担 当 課

8ヶ月

8ヶ月

北浦字横埣　地内 土木一式 一般競争入札

道路改良　L=410m

平成31年度　美里町地域下水処理場
機械設備改修工事

字峯山　地内ほか 機械器具設置 指名競争入札 機械設備改修　一式 第一四半期

練牛一号地内 機械器具設置 指名競争入札 機械設備改修　一式 第一四半期 下水道課9ヶ月

下水道課9ヶ月

平成３１年度　公共工事発注見通し

平成31年度　公共下水道小牛田幹線
汚水管築造工事

ヶ月

4ヶ月 第一四半期 建設課

第一四半期

第一四半期 下水道課9

平成30年度　中北橋舗装補修工事
【繰越明許】

北浦字浦田上　地内ほか ほ装 指名競争入札 橋面舗装・橋面防水　A=960㎡ 第一四半期 建設課5ヶ月

9ヶ月

8ヶ月

平成31年度　美里町小牛田公園ほか
遊具改修工事

字桜木町　地内ほか
とび・土工・コ
ンクリート

指名競争入札 ｾｰﾌﾃィﾏｯﾄ交換・遊具撤去　一式

推進・開削工法　L=700m

平成31年度　公共下水道（西原地
区）汚水管築造工事

牛飼字新西原　地内 土木一式 一般競争入札 開削工法　L=900m

9ヶ月 下水道課

平成31年度　南郷第２地区（農集
排）管路改修工事

木間塚　地内 土木一式 一般競争入札 開削工法　L=1,000m 第一四半期 下水道課

平成30年度　牛飼地区（町道西原
線）路肩拡幅工事【繰越明許】

牛飼字牛飼　地内ほか 土木一式 一般競争入札

道路改良　L=250m 第一四半期 建設課
平成31年度　町道鹿嶋苗代江線道路
改良工事

関根字鹿嶋　地内ほか 土木一式 指名競争入札

平成31年度　美里町真空ステーショ
ン機械設備修繕工事

平成30年度　不動堂地区（町道叔廼前北
原線外）路肩拡幅工事【繰越明許】

字塔の越　地内ほか 土木一式 指名競争入札 道路改良　L=650m 第一四半期 建設課



68
平成31年度　町道南郷鳴瀬線道路改
良工事

二郷字甚助一号　地内 土木一式 指名競争入札

側溝改修　L=105m 第三四半期 建設課5

土木一式 指名競争入札

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ　N=1基
護岸工L=60m

第二四半期 建設課8

66

65

平成31年度　鳥谷坂排水路外側溝改
修工事

練牛字鳥谷坂一　地内ほか 土木一式 指名競争入札

道路改良　L=120m 第三四半期 建設課5ヶ月

67

宮城県美里町

61

60

ヶ月

64

平成30年度　三十号橋補修工事【繰
越明許】

練牛字三十一号　地内 土木一式 指名競争入札 ひび割れ補修　一式 第三四半期 建設課5ヶ月

道路改良　L=180m 第二四半期 建設課8ヶ月
平成31年度　町道和多田沼谷地中線
道路改良工事

練牛字二十三号　地内

63

62

59

58

57

第二四半期 建設課4ヶ月

56

55

舗装　A=1,850㎡

平成３１年度　公共工事発注見通し

54

53

平成31年度　町道下大道線舗装補修
工事

大柳字東境　地内ほか ほ装 指名競争入札 舗装　A=950㎡

第二四半期 建設課

52

平成31年度　町道平針高城線舗装補
修工事

平針字若宮　地内ほか ほ装 指名競争入札 5ヶ月

舗装　A=1,220㎡ 第二四半期 建設課5ヶ月

平成31年度　町道荻埣東田線舗装補
修工事

荻埣字東田　地内ほか ほ装 指名競争入札 舗装　A=1,800㎡ 第二四半期 建設課5ヶ月

床版補修　N=2橋

番号 件      名 場 　　所 工事種別
入札及び
契約の方法

工事の概要 期  間
入札／契約
予定時期

担 当 課

平成31年度　町道彫堂南路線外舗装
新設工事

北浦字彫堂　地内ほか ほ装 指名競争入札

平成31年度　牛飼地区（町道西原
線）路肩拡幅工事

牛飼字新西原　地内ほか 土木一式 指名競争入札 道路改良　L=283m 第二四半期 建設課7ヶ月

第二四半期 建設課平成31年度　324号橋外橋梁補修工事 関根字道明　地内ほか 土木一式 指名競争入札 5ヶ月

平成31年度　三十号橋橋梁補修工事 練牛字三十一号　地内 土木一式 指名競争入札 護岸補修　A=79㎡ 第二四半期 建設課7ヶ月

支承交換　N=6基 第二四半期 建設課
平成31年度　三十軒大橋橋梁補修工
事

牛飼字天王裏　地内 土木一式 一般競争入札 7ヶ月

平成31年度　中北橋橋梁補修工事 北浦字浦田上　地内ほか 土木一式 指名競争入札 ひび割れ補修　一式 第二四半期 建設課7ヶ月

側溝改修　L=85m 第二四半期 建設課
平成31年度　松ヶ崎生活道側溝改修
工事

青生字松ヶ崎　地内ほか

平成31年度　町道南郷鳴瀬線外側溝
新設工事

二郷字並柳前　地内ほか 土木一式 指名競争入札 側溝新設　L=205m 第二四半期 建設課5ヶ月

練牛字二十号　地内 土木一式 指名競争入札 道路改良　L=150m 第二四半期 建設課5ヶ月

土木一式 指名競争入札 5ヶ月

ヶ月
平成31年度　練牛地区（豊ふる）請1
号2号排水ゲート設置工事

練牛字名鰭沼　地内 土木一式 一般競争入札

平成31年度　町道練牛二十号囲道路
線路肩拡幅工事



70

平成３１年度　公共工事発注見通し

建設課6ヶ月

番号 件      名 場 　　所 工事種別
入札及び
契約の方法

工事の概要 期  間
入札／契約
予定時期

担 当 課

宮城県美里町

69

平成31年度　北浦地区（町道北浦小
学校入口線外）路肩拡幅工事

北浦字浦田上　地内ほか 土木一式 指名競争入札 道路改良　L=202m 第三四半期 建設課6ヶ月

平成31年度　牛飼地区（町道牛飼5号
線）路肩拡幅工事

牛飼字御蔵場　地内ほか 土木一式 指名競争入札 道路改良　L=202m　 第三四半期


