
番号 工 事 名 称 工事種別 施 工 場 所 工 期 工 事 概 要 発注予定時期

1 崎山公園防護柵交換工事 土木 石浜字崎山 H31.5～H31.9
既存工事用単管ネットフェンス解体撤去処分
常設用メッシュフェンス、門扉設置

第１四半期

2
平成31年度林道大沢線改
良工事

土木
浦宿浜字土佐

窪
H31.7～H32.3

土工、法面工、排水工、擁壁工、路盤工
取付道路工、安全施設工k、国造物撤去工

第２四半期

3
漁業者用公衆トイレ設置
工事

土木 横浦字横浦 H31.6～H31.9 ユニットトイレ設置、浄化槽設置 第１四半期

4 針浜海岸排水改良工事 土木 針浜字針浜 H31.6～H31.9 雨水排水側溝溝設置 第１四半期

5
町管理漁港ゴム梯子設置
工事

土木
指ヶ浜字指ヶ

浜ほか
H31.6～H31.12 ゴム梯子設置、補助梯子設置 第１四半期

6
平成31年度指ヶ浜漁港改
良助成事業消波工設置工
事

土木
指ヶ浜字指ヶ

浜
H31.7～H32.1 消波ブロック設置 第２四半期

7
平成31年度指ヶ浜漁港海
岸保全施設整備事業(高
潮)護岸その他工事

土木
指ヶ浜字指ヶ

浜
H31.6～H32.3 護岸、進入路、道路補償工 第１四半期

8
平成31年度指ヶ浜漁港漁
業集落防災機能強化事業
用地整備工事

土木
指ヶ浜字指ヶ

浜
H31.6～H32.3 盛土工、用地舗装工 第１四半期

9
女川港石浜地区護岸その
他工事

土木 石浜字崎山 H31.4～H31.10 護岸築造工、埋立、防砂シート敷設 第１四半期

平成31年度　公共工事の発注見通し（宮城県女川町）

土木



番号 工 事 名 称 工事種別 施 工 場 所 工 期 工 事 概 要 発注予定時期

10
平成31年度寺間漁港漁港
施設機能強化事業用地嵩
上工事

土木 出島字別当浜 H31.7～H32.2 用地(埋立)、用地舗装 第２四半期

11
平成31年度出島漁港漁港
施設機能強化事業用地嵩
上工事

土木 出島字出島 H31.7～H32.2 用地(埋立)、用地舗装 第２四半期

12
平成31年度尾浦漁港漁港
施設機能強化事業用地嵩
上工事

土木 尾浦字尾浦 H31.7～H32.2 用地(埋立)、用地舗装 第２四半期

13
平成31年度指ヶ浜漁港災
害復旧事業船揚場その他
工事

土木 指ヶ浜字大畑 Ｈ31.10～Ｈ32.3 船揚場、道路 第３四半期

14
平成31年度飯子浜漁港災
害復旧事業漁業用道路工
事

土木 飯子浜字飯子 Ｈ31.10～Ｈ32.3 道路 第３四半期

15 浦宿猪落線側溝補修工事 土木 浦宿地区 ５ヶ月 側溝補修工事 第１四半期

16 浦宿３５号線改良工事 土木 浦宿地区 ８ヶ月 道路改良工事 第３四半期

17 宮ヶ崎８号線改良工事 土木 宮ヶ崎地区 ６ヶ月 道路改良工事 第３四半期

18 大沢安住線改良工事 土木 大沢地区 ５ヶ月 道路改良工事 第２四半期

19 御前地区道路新設工事 土木 御前地区 ８ヶ月 道路新設工事 第２四半期

土木
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20
女川出島線道路新設工事
（２号橋上部）

土木 尾浦地区 20ヶ月 橋梁上部工新設工事 第２四半期

21 高白地区水路補修工事 土木 高白地区 ６ヶ月 水路補修工事 第３四半期

22
蓬田地区管渠工事(単独
分)

土木 蓬田地区 ６ヶ月 管渠布設工事 第２四半期

23
大沢地区宅内MP設置工事
(単独分)

土木 大沢地区 ６ヶ月 マンホールポンプ設置工事 第３四半期

24 多目的運動場改修工事 土木
女川町女川浜
字大原190

Ｈ31.6～Ｈ
32.3

・人工芝グラウンド
・防球ネット
・器具倉庫

第1四半期

25
町民野球場応急仮設住宅
解体工事

解体
女川町女川浜
字大原190番地

2019.9～
2020.3

仮設住宅9棟189戸及び付属設備解体 第２四半期

26 清水北公園整備工事 土木 清水地区 H31.12
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園面積　A＝0.1ha

第2四半期

27 ずい道公園整備工事 土木 女川北地区 H31.10
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A=0.2ha

第1四半期

28 鷲神浜公園整備工事 土木 鷲神浜地区 H32.2
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A=0.4ha

第2四半期

29 石浜林道公園整備工事 土木 石浜地区 H31.12
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.2ha

第1四半期

土木
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30 小乗展望公園整備工事 土木 小乗浜地区 H32.2
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.1ha

第2四半期

31 小乗川公園整備工事 土木 小乗浜地区 H32.2
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.1ha

第2四半期

32 宮ケ崎中央公園整備工事 土木 宮ケ崎地区 H31.10
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.1ha

第1四半期

33 田ノ畑公園整備工事 土木 宮ケ崎地区 H31.10
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.1ha

第1四半期

34 西区公園整備工事 土木 鷲神西地区 H31.10
女川町被災市街地土地区画整理事業による街
区公園整備工事
公園整備　A＝0.6ha

第1四半期

　　

※　ここに記載する内容は、平成３１年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事が、この記載と異なる場合、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。

土木


