
番号 件      名 履 行 場 所 業   種
入札及び

契約の方法
工事の概要

入札／契約
予定時期

担 当 課

1
令和4年度町道鹿嶋苗代江道路改
良工事

遠田郡美里町関根字字
苗代江地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝80ｍ 6 ヶ月 第一四半期 建設課

2
令和4年度町道上平針西線道路改
良工事

遠田郡美里町平針字上
平針地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝100ｍ 5 ヶ月 第一四半期 建設課

3
令和4年度美里町不動堂放課後児
童クラブ施設建設工事

遠田郡美里町峯山１２
番地１

建築一式 一般競争入札
木造2階建て 建築面積371.36㎡
延べ床面積658.06㎡

9 ヶ月 第一四半期 子ども家庭課

4
令和4年度町道上平針北線外1路
線舗装新設工事

遠田郡美里町平針字上
平針地内ほか

ほ装 指名競争入札 舗装新設　Ｌ＝635ｍ 5 ヶ月 第一四半期 建設課

5
令和3年度公共下水道補第8(北浦
地区ほか)舗装復旧工事【繰越】

遠田郡美里町北浦地内
ほか

ほ装 指名競争入札 舗装復旧工　A=1,000㎡ 5 ヶ月 第一四半期 下水道課

6
令和4年度南郷第2地区(農集排)真
空弁更新工事

遠田郡美里町木間塚地
内ほか

機械器具設置 一般競争入札 真空弁更新　N＝100箇所 8 ヶ月 第一四半期 下水道課

7
令和4年度農業集落排水施設機械
設備修繕工事

遠田郡美里町荻埣地内
ほか

機械器具設置 指名競争入札 機械設備修繕　一式 9 ヶ月 第一四半期 下水道課

8
令和3年度北浦地区配水管布設替
(4工区)工事

遠田郡美里町北浦字蛇
沼地内外

水道施設 一般競争入札
水道配水用ポリエチレン管
φ75　Ｌ＝302.6ｍ

10 ヶ月 第一四半期 水道事業所

9
令和4年度梅ノ木取水場活性炭注
入装置設置工事

遠田郡美里町青生字水
越地内

水道施設 指名競争入札
活性炭スラリー注入装置設置
N=1基

8 ヶ月 第一四半期 水道事業所

10
令和4年度町道田沼屋敷道路線外
1路線側溝改修工事

遠田郡美里町和多田沼
字田沼屋敷地内ほか

土木一式 指名競争入札 側溝改修　Ｌ＝430ｍ 5 ヶ月 第二四半期 建設課

11
令和4年度鞍坪八木橋外3橋橋梁
補修工事

遠田郡美里町大柳字新
川地内ほか

土木一式 一般競争入札 橋梁補修　一式 9 ヶ月 第二四半期 建設課

12 令和4年度船堀橋橋梁補修工事
遠田郡美里町和多田沼
字下留谷地地内

土木一式 一般競争入札 橋梁補修　一式 7 ヶ月 第二四半期 建設課

13
令和4年度牛飼地区(町道牛飼
松ヶ崎線)路肩拡幅工事

遠田郡美里町北浦字中
新田地内

土木一式 一般競争入札 道路改良　Ｌ＝300ｍ 8 ヶ月 第二四半期 建設課

14
令和4年度北浦地区(町道北浦中
埣線)路肩拡幅工事

遠田郡美里町北浦字浦
田上地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝240ｍ 5 ヶ月 第二四半期 建設課

15
令和4年度中埣地区処理施設外構
工事

遠田郡美里町荻埣字旭
朝日檀地内

土木一式 指名競争入札 外構工事　一式 7 ヶ月 第二四半期 下水道課

16
令和3年度公共下水道補第7(東谷
地地区)汚水管築造工事【繰越】

遠田郡美里町北浦字東
谷地地内

土木一式 一般競争入札 開削工法：Ｌ＝250ｍ　Φ200 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

17
令和4年度公共下水道補第1(横埣
地区)汚水管築造工事

遠田郡美里町北浦字横埣下地内土木一式 一般競争入札 開削工法：Ｌ＝300ｍ　φ200 8 ヶ月 第二四半期 下水道課
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18
令和4年度公共下水道補第2(桜木
町地区)汚水管改築工事

遠田郡美里町字桜木町
地内

土木一式 指名競争入札 開削工法　Ｌ＝50ｍ　φ200 6 ヶ月 第二四半期 下水道課

19
令和4年度南郷第2地区(農集排)2
－1号雨水排水路工事

遠田郡美里町二郷字高
玉一号地内

土木一式 一般競争入札 雨水排水路工事：Ｌ＝130ｍ 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

20
令和4年度南郷第3地区(農集排)7-
1号雨水排水路工事

遠田郡美里町二郷字佐
野四号地内

土木一式 一般競争入札 雨水排水路工事：Ｌ＝170ｍ 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

21
令和4年度南郷第2地区(農集排)管
路施設更新工事

遠田郡美里町木間塚地
内ほか

土木一式 一般競争入札 公共マス改修　Ｎ＝320箇所 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

22
令和4年度消防団第3分団第3班ポ
ンプ倉庫建替工事

遠田郡美里町平針字堤
根地内

建築一式 指名競争入札
ポンプ倉庫新築（解体含む）
木造平屋　建築面積19.87㎡

5 ヶ月 第二四半期 防災管財課

23
令和4年度南郷第3地区(農集排)機
能強化処理施設更新工事

遠田郡美里町二郷地内 機械器具設置 一般競争入札 機械設備更新　一式 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

24
令和4年度中埣地区(農集排)機能
強化処理施設更新工事

遠田郡美里町中埣地内
ほか

機械器具設置 指名競争入札 機械設備更新　一式 8 ヶ月 第二四半期 下水道課

25
令和4年度南小牛田地区配水管布
設替(2工区)工事

遠田郡美里町南小牛田
字仁地内

水道施設 指名競争入札
ダクタイル鋳鉄管　φ150
Ｌ＝23ｍ

4 ヶ月 第二四半期 水道事業所

26
令和3年度牛飼地区配水管布設工
事

遠田郡美里町牛飼字牛
飼地内

水道施設 指名競争入札
水道配水用ポリエチレン管
φ75　Ｌ＝102ｍ

4 ヶ月 第二四半期 水道事業所

27
令和4年度美里町関根地区(農道
御免沖線)道路改良工事

遠田郡美里町関根字新
苗代江地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝200ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

28
令和4年度北浦地区(町道道祖神東線
外1路線)路肩拡幅工事

遠田郡美里町北浦字道
祖神地内ほか

土木一式 一般競争入札 道路改良　Ｌ＝317ｍ 6 ヶ月 第三四半期 建設課

29
令和4年度不動堂地区(町道梅ノ
木不動堂線)路肩拡幅工事

遠田郡美里町字新妻の
神地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝150ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

30
令和4年度福ヶ袋辻屋敷排水路改
修工事

遠田郡美里町福ヶ袋字
辻屋敷地内

土木一式 指名競争入札 排水路改修　Ｌ＝90ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

31
令和4年度町道荻埣中央線道路改
良工事

遠田郡美里町荻埣字新
朝日壇地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝100ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

32
令和3年度不動堂地区(町道梅ノ
木不動堂線)路肩拡幅工事【繰越
明許】

遠田郡美里町字新妻の
神地内

土木一式 指名競争入札 道路改良　Ｌ＝50ｍ 4 ヶ月 第三四半期 建設課

33
令和4年度美里町活き生きセン
ター集団検診室天井改修工事

美里町活き生きセン
ター

建築一式 指名競争入札
集団検診室天井の断熱材等の張
替工事

2 ヶ月 第三四半期 健康福祉課

34
令和3年度美里町都市公園改修工
事【繰越明許】

遠田郡美里町一円
とび・土工・
コンクリート

指名競争入札 照明灯・遊具等　一式 4 ヶ月 第三四半期 建設課

令和４年度　公共工事発注見通し
宮城県美里町
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35
令和4年度美里町都市公園改修工
事

遠田郡美里町一円
とび・土工・
コンクリート

指名競争入札 照明灯・遊具等　一式 5 ヶ月 第三四半期 建設課

36
令和4年度近代文学館省エネ照明
設備改修工事

美里町北浦字待江98番
地

電気 指名競争入札
現行の照明設備を省エネタイプ
の照明(LED)設備へ変更する。

3 ヶ月 第三四半期 町民生活課

37
令和4年度北浦地区(町道北浦中
埣線)舗装補修工事

遠田郡美里町北浦字浦
田上地内

ほ装 指名競争入札 舗装補修　Ｌ＝240ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

38
令和4年度牛飼地区(町道牛飼
松ヶ崎線)舗装補修工事

遠田郡美里町北浦字中
新田地内

ほ装 指名競争入札 舗装補修　Ｌ＝300ｍ 4 ヶ月 第三四半期 建設課

39
令和4年度配水管布設替(不動堂
地区外）舗装復旧工事

遠田郡美里町化粧坂地
内外

ほ装 指名競争入札 舗装復旧工　A=1200m2 4 ヶ月 第三四半期 水道事業所

40
令和4年度新鳴瀬地区配水管布設
工事

遠田郡美里町青生字新
鳴瀬地内

水道施設 指名競争入札
水道配水用ポリエチレン管
φ75　Ｌ＝221ｍ

4 ヶ月 第三四半期 水道事業所

41
令和4年度中埣地区配水管布設替
(1工区)工事

遠田郡美里町中埣字高
畑地内外

水道施設 一般競争入札
ダクタイル鋳鉄管　φ150
Ｌ＝680ｍ

5 ヶ月 第三四半期 水道事業所

42
令和4年度町道上平針西線舗装新
設工事

遠田郡美里町平針字上
平針地内

ほ装 指名競争入札 舗装新設　Ｌ＝100ｍ 5 ヶ月 第三四半期 建設課

令和４年度　公共工事発注見通し

期  間
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