定例監査（工事）対象抽出工事一覧
(平成28年12月31日現在）

危機管理室
抽出
番号
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事

件

名
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工
着手日

期
完成日
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1

三本塚南部外１地区津波避難施設
敷地造成工事

平成27年5月13日

22,979,160 平成27年5月14日 ～ 平成28年1月29日 一競

2

種次外１地区津波避難施設敷地造
成工事

平成28年1月7日

21,623,760 平成28年1月8日 ～ 平成28年4月26日 随契

3

津波避難表示板設置工事

平成28年10月11日

8,424,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月17日 指競

4

荒浜地区地域モニュメント基盤整備
平成28年10月27日
工事

3,942,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年1月20日 随契

5

仙台駅東第二土地区画整理事業道
路維持修繕工事

平成27年10月5日

41,223,600 平成27年10月6日 ～ 平成28年8月10日 一競

6

仙台駅東第二土地区画整理事業公
園施設整備工事

平成28年1月21日

37,744,920 平成28年1月22日 ～ 平成28年9月15日 一競

7

仙台駅東第二土地区画整理事業公
園内下水道管整備等工事

平成28年3月10日

39,120,840 平成28年3月11日 ～ 平成28年7月8日

8

仙台駅東第二土地区画整理事業公
平成27年10月16日 44,598,600 平成27年10月19日 ～ 平成28年5月13日 一競
園用地造成外構整備工事

9

平成27年度仙台駅東第二土地区画整理
事業換地計画変更及び清算金台帳等作
成業務委託

都市整備局

東部新市街地雨水排水施設(荒井西

10 工区)測量業務委託
11

平成28年度蒲生北部被災市街地復興土
地区画整理事業等包括委託業務

仙台市荒井土地区画整理事業

12 管内道路等維持修繕工事

仙台市荒井土地区画整理事業

13 管内道路等維持修繕工事

随契

平成27年9月1日

46,741,320 平成27年9月1日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成28年9月2日

8,100,000 平成28年9月5日 ～ 平成29年2月17日 指競

平成28年4月1日 3,339,200,160 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契
平成27年12月28日 135,639,360 平成28年1月4日 ～ 平成29年2月28日 一競
平成28年5月31日

76,783,680 平成28年6月1日 ～ 平成29年3月31日 一競

平成28年6月1日

4,914,000 平成28年6月2日 ～ 平成28年10月31日 指競

平成27年7月28日

45,112,680 平成27年7月29日 ～ 平成28年7月29日 一競

平成28年2月29日

17,450,640 平成28年3月1日 ～ 平成28年6月30日 一競

平成27年6月10日

50,477,040 平成27年6月11日 ～ 平成28年8月31日 指競

平成27年7月2日

35,440,200 平成27年7月3日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成27年6月29日

21,535,200 平成27年6月30日 ～ 平成28年3月31日 指競

20 業 区画整理登記等作成業務委託

平成28年3月10日

30,542,400 平成28年3月11日 ～ 平成28年12月28日 指競

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業
住所変更お知らせ通知等作成業務委託

平成28年3月10日

9,720,000 平成28年3月11日 ～ 平成28年12月28日 指競

平成28年5月30日

24,976,080 平成28年5月31日 ～ 平成28年11月30日 一競

平成28年5月16日

4,075,920 平成28年5月17日 ～ 平成28年9月30日 指競

仙台市荒井土地区画整理事業

14 植樹帯等除草清掃業務委託

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

15 業 地区内道路等補修工事
16

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業
旧笊川歩行者専用道路街路灯設置工事

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

17 業 道路台帳作成業務委託

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

18 業 下水道台帳作成業務委託

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

19 業 換地処分通知等作成業務委託

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

21

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

22 業 道路案内標識設置外工事

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

23 業 地区内除草業務委託
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富沢駅立体横断施設点検調査業務

24 委託

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事

25 業 清算金台帳等作成業務委託
26

仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業
町名変更に係る住所表示板設置業務委
託

仙台市陸上競技場第三種公認継続

27 改修工事

仙台市若林消防署六郷出張所庁舎

28 移転改築工事
29

（仮称）六郷分団三本塚・井土部消防団
施設及び三本塚字権太津波避難施設新
築工事

仙台市立岩切小学校増築その他工

30 事

海岸公園（荒浜地区）建築災害復旧

31 工事

平成28年5月30日

7,236,000 平成28年5月31日 ～ 平成28年8月31日 随契

平成28年5月12日

19,455,120 平成28年5月13日 ～ 平成29年2月28日 指競

平成28年9月1日

4,968,000 平成28年9月2日 ～ 平成29年1月31日 指競

平成27年12月1日 117,003,960 平成27年12月2日 ～ 平成28年4月28日 随契
平成27年10月23日 528,120,000 平成27年10月26日 ～ 平成29年1月31日 一競
平成28年2月23日 188,416,800 平成28年2月24日 ～ 平成29年2月15日 一競
平成27年10月23日 518,302,800 平成27年10月26日 ～ 平成28年11月18日 一競
平成27年12月15日 352,263,600 平成27年12月16日 ～ 平成29年1月31日 一競

32 (仮称)井土津波避難施設新築工事 平成27年10月28日 128,379,600 平成27年10月29日 ～ 平成28年5月31日 一競
(仮称)三本塚字中谷地津波避難施

33 設新築工事

（仮称）仙台市上岡田地区集会所新

34 築工事
35

東六郷コミュニティ・センター改築工事，
（仮称）六郷分団二木部消防団施設及び
二木津波避難施設新築工事

平成26年度（仮称）仙台市岡田復興

36 公営住宅新築工事
37

平成２７年度仙台市幸町第二市営住宅
（８－１０、８－１１、８－１３棟）外壁等改
修工事

仙台市馬場市民センター体育館耐

38 震補強工事

平成２７年度仙台市茂庭第一市営住

39 宅住戸改善工事

仙台市青年文化センター天井脱落

40 対策工事

平成28年2月1日 131,413,320 平成28年2月2日 ～ 平成28年11月30日 一競
平成27年7月14日

49,345,200 平成27年7月15日 ～ 平成28年2月5日

一競

平成28年2月2日 347,857,200 平成28年2月3日 ～ 平成29年1月18日 一競
平成27年6月24日 207,123,730 平成27年6月25日 ～ 平成28年3月31日 一競
平成27年8月31日 128,271,600 平成27年9月1日 ～ 平成28年2月29日 一競
平成27年11月2日

11,307,600 平成27年11月4日 ～ 平成28年3月18日 一競

平成27年11月16日 21,297,600 平成27年11月17日 ～ 平成28年4月5日

一競

平成27年9月1日

32,532,840 平成27年9月2日 ～ 平成28年2月29日 一競

41

（仮称）仙台市岡田復興公営住宅新築工
事に伴う所管換え測量業務委託

平成28年1月29日

2,052,000 平成28年2月1日 ～ 平成28年3月31日 随契

42

平成27年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅
団地再整備事業中央広場整備測量設計
業務委託

平成27年10月1日

2,700,000 平成27年10月2日 ～ 平成28年2月29日 指競

平成27年6月15日

19,440,000 平成27年6月16日 ～ 平成28年3月31日 随契

平成27年8月14日

20,725,200 平成27年8月17日 ～ 平成28年10月31日 指競

（仮称）仙台市立広瀬第二中学校新

43 築工事基本設計業務委託

仙台市中央卸売市場製氷設備・Ｆ級

44 冷蔵庫改築設計業務委託

仙台市泉総合運動場泉サッカー場

45 天然芝張替工事（西フィールド）
46

平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅
団地再整備事業中央広場整備工事

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫

47 等移転改築工事

仙台市立八木山小学校プール改築

48 工事

平成28年度プレハブ仮設住宅解体

49 工事その2

平成28年度プレハブ仮設住宅解体

50 工事その４

仙台市通町コミュニティ・センター大

51 規模改修工事

平成28年8月1日 113,832,000 平成28年8月2日 ～ 平成28年10月31日 一競
平成28年6月23日

87,048,000 平成28年6月24日 ～ 平成29年2月28日 一競

平成28年10月11日 771,012,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月31日 一競
平成28年7月26日 142,560,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年2月28日 一競
平成28年10月14日 188,751,600 平成28年10月17日 ～ 平成29年3月13日 一競
平成28年10月13日 153,716,400 平成28年10月14日 ～ 平成29年3月13日 一競
平成28年8月29日

35,757,720 平成28年8月30日 ～ 平成29年1月13日 一競
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仙台市立上野山小学校プール改築

52 工事に伴う地盤調査業務委託

平成28年10月4日

1,652,400 平成28年10月5日 ～ 平成28年11月30日 指競

53 築災害復旧工事地盤調査業務委託

平成28年9月5日

4,406,400 平成28年9月6日 ～ 平成28年12月9日 指競

平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅
団地再整備事業民間活用用地造成工事
に伴う所管換え業務委託

平成28年12月1日

1,188,000 平成28年12月2日 ～ 平成29年3月24日 随契

海岸公園（井土地区冒険遊び場）建

54

仙台市立岩切中学校校舎及び屋内

55 運動場改築電気設備工事

平成26年度（仮称）仙台市茂庭第二

56 復興公営住宅新築電気設備工事

仙台市立岩切中学校校舎及び屋内

57 運動場改築機械設備工事

平成26年度（仮称）仙台市茂庭第二

58 復興公営住宅新築機械設備工事

仙台市青年文化センターシアター

59 ホール舞台照明設備改修工事

海岸公園（荒浜地区）電気設備災害

60 復旧工事

仙台市民会館高圧受変電設備改修

61 工事

仙台市若林消防署六郷出張所庁舎

62 移転改築電気設備工事

(仮称)新浜津波避難施設新築電気

63 設備工事

仙台市立岩切小学校増築その他電

64 気設備工事
65

仙台市立西多賀小学校他９校防災対応
型太陽光発電システム設置工事

仙台市青葉区役所エレベーター設備

66 改修工事（第１期）

仙台市若林区中央市民センター別

67 棟等複合施設改築機械設備工事

平成27年度仙台市中央卸売市場食

68 肉市場冷凍機設備改修工事

海岸公園（荒浜地区）機械設備災害

69 復旧工事

仙台市立岩切小学校増築その他機

70 械設備工事

仙台市南光台コミュニティ・センター

71 大規模改修機械設備工事

仙台市八木山動物公園（仮称）ふれ

72 あい動物園等新築機械設備工事

平成26年10月8日 172,368,000 平成26年10月9日 ～ 平成28年1月29日 一競
平成27年3月17日 177,660,000 平成27年3月18日 ～ 平成28年3月31日 一競
平成26年10月8日 155,995,200 平成26年10月9日 ～ 平成28年1月29日 一競
平成27年3月23日 218,548,800 平成27年3月24日 ～ 平成28年3月31日 一競
平成27年10月1日 245,160,000 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月15日 一競
平成27年12月8日

34,130,160 平成27年12月9日 ～ 平成29年1月31日 一競

平成27年7月30日 224,316,000 平成27年7月31日 ～ 平成28年2月26日 一競
平成27年10月23日 104,943,600 平成27年10月26日 ～ 平成29年1月31日 一競
平成28年1月21日

10,829,160 平成28年1月22日 ～ 平成28年11月28日 一競

平成27年10月23日 53,016,120 平成27年10月26日 ～ 平成28年11月18日 一競
平成27年5月26日 300,348,000 平成27年5月27日 ～ 平成28年1月8日
平成27年8月3日

一競

47,520,000 平成27年8月4日 ～ 平成28年3月25日 随契

平成28年3月14日 100,980,000 平成28年3月15日 ～ 平成29年6月30日 一競
平成27年10月29日 156,600,000 平成27年10月30日 ～ 平成28年3月17日 一競
平成27年12月21日 53,503,200 平成27年12月22日 ～ 平成29年1月31日 一競
平成27年10月23日 69,746,400 平成27年10月26日 ～ 平成28年11月18日 一競
平成27年5月27日

31,752,000 平成27年5月28日 ～ 平成28年2月29日 一競

平成28年3月14日 100,990,800 平成28年3月15日 ～ 平成29年3月17日 一競

73

仙台市西多賀市民センター及び児童館
改築設備工事実施設計業務委託

平成27年5月18日

6,631,200 平成27年5月19日 ～ 平成28年3月30日 随契

74

平成27年度仙台市立片平丁小学校他4
校音楽室空調設備設置工事設計業務委
託

平成27年8月19日

1,965,600 平成27年8月20日 ～ 平成28年2月29日 指競

平成28年6月28日

33,505,920 平成28年6月29日 ～ 平成29年2月28日 一競

仙台市立八木山小学校屋内運動場

75 増改築電気設備工事

仙台市立福室小学校他４校防犯カメ

76 ラ設置工事

仙台市荒浜小学校校舎震災遺構保

平成28年10月12日 14,048,640 平成28年10月13日 ～ 平成29年1月31日 一競

77 存電気設備工事

平成28年8月29日

21,240,360 平成28年8月30日 ～ 平成29年3月17日 一競

78 泉ヶ岳駐車場トイレ水洗化工事

平成28年6月6日

6,264,000 平成28年6月7日 ～ 平成28年9月30日 指競

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫

79 等移転改築機械設備工事

平成28年10月11日 160,920,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月31日 一競
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仙台市立宮城野小学校受水槽改修

80 工事

仙台市博物館空調設備改修機械設

81 備工事（1期工事）

仙台市川前児童館他２施設トイレ改

82 修設備工事

仙台市荒浜小学校校舎震災遺構保

83 存機械設備工事

仙台市太白消防署長町出張所庁舎

84 他GHP更新工事設計業務委託

仙台市立上野山小学校プール改築

85 設備工事設計業務委託
86

仙台市立南吉成中学校他２校屋内運動
場便所改修設備工事設計業務委託

羽黒台崩落法面上部宅地調査及び

87 観測業務委託

平成28年5月31日

36,359,280 平成28年6月1日 ～ 平成28年11月30日 一競

平成28年6月27日

90,396,000 平成28年6月28日 ～ 平成29年3月10日 一競

平成28年12月15日 10,670,400 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月17日 一競
平成28年8月29日

15,660,000 平成28年8月30日 ～ 平成29年3月17日 一競

平成28年6月13日

1,188,000 平成28年6月14日 ～ 平成28年8月19日 指競

平成28年6月27日

1,944,000 平成28年6月28日 ～ 平成29年1月31日 指競

平成28年7月7日

1,836,000 平成28年7月8日 ～ 平成28年12月16日 指競

平成27年9月11日

3,996,000 平成27年9月11日 ～ 平成28年3月31日 随契

消防局
仙台市消防局災害対応自家用給油

88 取扱所新設工事（泉消防署）

仙台市消防局・青葉消防署庁舎管

89 理業務委託

仙台市消防局・青葉消防署空調換

90 気設備保守点検業務委託

仙台市宮城野消防署及び太白消防

91 署空調換気設備保守点検業務委託
仙台市泉消防署植栽木剪定業務委

92 託

仙台市総合防災情報システム運用

93 サポート業務委託

ヘリコプターテレビ電送システム移

94 設・整備業務委託

仙台市総合防災情報システム通信

95 設備等保守業務委託

仙台市太白消防署長町出張所外構

96 工事外

仙台市若林消防署電話交換設備更

97 新工事

仙台市消防局４０ｍ３級耐震性貯水

98 槽新設工事(H２７－４)

仙台市消防局４０ｍ３級耐震性貯水

99 槽新設工事(H２８－１)

仙台市消防局４０ｍ３級耐震性貯水

100 槽新設工事(H２８－２)

平成27年10月30日 57,340,440 平成27年11月2日 ～ 平成28年3月25日 一競
平成27年4月1日

20,800,800 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成27年4月1日

1,490,400 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成27年4月1日

2,030,400 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成28年1月25日

1,036,800 平成28年1月25日 ～ 平成28年3月31日 指競

平成27年4月1日

17,820,000 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 随契

平成27年8月5日

51,840,000 平成27年8月5日 ～ 平成28年3月17日 随契

平成27年4月1日

22,248,000 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 随契

平成28年12月19日

6,588,000 平成28年12月20日 ～ 平成29年3月10日 指競

平成28年11月30日 13,981,248 平成28年12月1日 ～ 平成29年2月28日 一競
平成27年12月1日

24,729,840 平成27年12月2日 ～ 平成28年3月15日 一競

平成28年6月13日

32,208,840 平成28年6月14日 ～ 平成28年11月25日 一競

平成28年7月12日

32,869,800 平成28年7月13日 ～ 平成28年12月15日 一競
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