
柴田町公告第１２号

平成３１年４月２４日
柴田町長　　滝　口　　茂

番号 工事名称 工事場所
（自） 期間 工事種別 概要 入札予定
時期

1 町道船岡東44号線道路維持改修工事 柴田町大字船岡字七作 地内 約３ヶ月 土木工事
施工延長　L=140.0ｍ，側溝工　L=132m，現場
打集水桝　N=3箇所，路盤工　A=168㎡

第１四半期

2 下名生剣塚地区雨水対策工事 柴田町大字下名生字剣塚地内 約３ヶ月 土木工事
施工箇所　N=1箇所，ポンプ設置工(8ｲﾝﾁ)　N=2
基，ピット設置工　N=1箇所

第１四半期

3 槻木西二丁目地区雨水対策工事 柴田町槻木西二丁目地内 約３ヶ月 土木工事
施工箇所　N=1箇所，ポンプ設置工(4ｲﾝﾁ)　N=2
基，付帯施設工　1式

第１四半期

4 町道葉坂７号線ほか橋梁補修工事 柴田町大字葉坂　地内　ほか 約６ヶ月 土木工事
施工箇所　N=6箇所，断面修復工　1式，ひび割
れ補修工　1式

第２四半期

5 町道海老穴7号線道路補修工事
柴田町大字海老穴字海老沢 地
内

約３ヶ月 土木工事 施工延長　L=315ｍ，舗装工　A=1,800㎡ 第１四半期

6 町道船岡15号線道路補修工事 柴田町大字船岡字砂田　地内 約３ヶ月 土木工事 施工箇所　L=140ｍ，舗装工　A=630㎡ 第１四半期

7 町道入間田51号線道路補修工事 柴田町大字入間田字岩崎地内 約３ヶ月 土木工事 施工延長　L=100ｍ，舗装工　A=670㎡ 第２四半期

8 町道槻木121号線・131号線道路補修工事 柴田町槻木上町三丁目地内 約３ヶ月 土木工事 施工延長　L=504ｍ，舗装工　A=2,160㎡ 第２四半期

9 町道下名生48号線道路改良工事
柴田町大字下名生字新大畑地
内

約３ヶ月 土木工事
施工延長　L=130ｍ，側溝工　L=36ｍ，接続桝工
N=1箇所，L型擁壁工　L=51.2ｍ，表層工　A=509㎡

第２四半期

10 町道富沢16号線道路改良工事 柴田町大字富沢字大仏前地内 約５ヶ月 土木工事
施工延長　L=1,803ｍ，側溝工　L=1,559ｍ，管
渠工　L=104ｍ，函渠工，L=164ｍ

第２四半期

11 船岡城址公園山頂広場作庭工事 柴田町大字船岡字舘山地内 約４ヶ月 造園工事 作庭工事　Ａ≒200㎡ 第１四半期

12 若葉1号公園ベンチ撤去新設工事 柴田町大字船岡字若葉町地内 約４ヶ月 土木工事 ベンチ更新　Ｎ＝7基 第１四半期

13 中名生公園遊具更新工事 柴田町大字船岡字中名生地内 約４ヶ月 土木工事 遊具更新　Ｎ＝1基 第１四半期

平成３１年度　柴田町建設工事発注見通し一覧

　平成３１年度の工事発注見通しについて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第７条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　なお、ここに掲載する内容は、平成３１年４月１０日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合
がある。
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14 太陽の村ｷｯｽﾞﾊﾞｲｸｺｰｽ整備工事 宮城県柴田町 約５ヶ月 土木工事
施工面積　A≒5,000㎡（表土剥ぎ、山砂盛土、
貼り芝工）

第１四半期

15 交通安全施設新設改良工事 宮城県柴田町 約５ヶ月 土木工事 区画線工（路面表示）、転落防止柵設置工 第１四半期

16 柴田町公共下水道事業新栄汚水枝線工事 宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=146ｍ 第１四半期

17
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その１
工事

宮城県柴田町 約４ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=256ｍ 第１四半期

18
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その２
工事

宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=87ｍ 第１四半期

19
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その３
工事

宮城県柴田町 約５ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=229ｍ 第２四半期

20
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その４
工事

宮城県柴田町 約４ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=122ｍ 第１四半期

21
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その５
工事

宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=70ｍ 第２四半期

22
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その６
工事

宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=65ｍ 第２四半期

23
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線その７
工事

宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 下水道管（φ200）布設　L=71ｍ 第２四半期

24
柴田町公共下水道事業大原汚水枝線舗装復
旧工事

宮城県柴田町 約３ヶ月 下水道工事 過年度下水道管埋設箇所の本復旧 第３四半期

25
柴田町・大河原町公共下水道事業鷺沼１号
雨水幹線工事

宮城県柴田町 約８ヶ月 下水道工事
ボックスカルバート（2,600×1,400）設置　L=148
ｍ

第２四半期

26 平成31年度町営住宅屋根改修工事 柴田町北船岡二丁目地内 約３ヶ月 建築工事 屋根の葺き替え工事　Ａ＝154.0㎡ 第１四半期

27
平成31年度三名生排水機場非常用自家発電
装置更新工事

宮城県柴田町 約６ヶ月 電気設備工事 自家発電装置補修　１基 第２四半期

28 太陽の村ｷｯｽﾞ遊びの棟改修工事 宮城県柴田町 約６ヶ月 建築工事
改修工事（建築・電気・機械）鉄骨造　1階建　床
面積 A＝96㎡

第２四半期

29 太陽の村ｷｯｽﾞﾊﾞｲｸ管理棟改修工事 宮城県柴田町 約５ヶ月 建築工事
改修工事（建築・電気・機械）鉄骨造　鉄骨造　2
階建　延床面積 A＝480.6㎡

第２四半期

30 柴田町観光物産交流館ウッドデッキ設置工事
宮城県柴田町大字船岡字舘山
95-1

約３ヶ月 建築工事
建築(人工木ウッドデッキ設置工）　延べ床面積
47m2

第１四半期
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31 指定避難所防災基盤整備工事
農村環境改善センター・西住公民館・船
岡体育館・東船岡小学校体育館・船迫中
学校体育館

約４ヶ月 建築工事 トイレの洋式化 第２四半期

32 小中学校空調機設置電気設備工事 宮城県柴田町 約１１ヶ月 電気設備工事
空調機設備設置に伴う電気設備工事（動力設
備、受変電設備、校内配電線路　一式）

第１四半期

33
小中学校空調機設置機械設備工事（船岡地
区）

宮城県柴田町 約１１ヶ月 機械設備工事
空調機設備設置工事（船岡地区4校）（空調設
備、リモコン設備　一式）

第１四半期

34
小中学校空調機設置機械設備工事（槻木船
迫地区）

宮城県柴田町 約１１ヶ月 機械設備工事
空調機設備設置工事（槻木船迫地区5校）（空
調設備、リモコン設備　一式）

第１四半期
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