平成29年度 第2期 定例監査（工事）対象抽出工事一覧
（平成29年3月31日現在）

抽出
番号

工

事

件

名

契 約
年月日

契約金額

工
着手日

期
完成日

契約
方法

環境局
1

平成28年度BEMS導入事業

平成28年8月4日

17,340,000

平成28年8月4日

～ 平成29年3月31日

指競

2

平成28年度大気汚染測定機器保守
管理業務委託

平成28年4月1日

9,572,040

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

3

石積埋立処分場場内整備工事(第２
期整備第１区画)

平成27年12月21日 4,243,515,480 平成27年12月22日 ～ 平成30年3月15日

一競

4

仙台市葛岡工場照明設備改修工事

平成27年6月25日

173,448,000 平成27年6月26日 ～ 平成29年1月31日

一競

5

仙台市葛岡工場空気調和設備等改
修工事

平成27年6月23日

337,392,000 平成27年6月24日 ～ 平成29年1月31日

一競

6

石積埋立処分場浸出水処理施設建
設工事(第２期整備第１区画)

平成27年10月23日 1,740,960,000 平成27年10月26日 ～ 平成30年3月15日

一競

7

石積埋立処分場浸出水放流管布設
工事(第２期整備第１区画)(その２)

平成28年12月26日

一競

8

平成28年度葛岡工場粗大棟屋上防
水改修工事

平成28年10月6日

6,919,560 平成28年10月7日 ～ 平成28年12月15日 指競

9

葛岡リサイクルプラザ立体駐車場棟
床等補修工事

平成28年6月6日

6,161,400

平成28年6月7日

～ 平成28年8月31日

指競

平成28年8月8日

11,340,000

平成28年8月9日

～ 平成28年11月30日

随契

平成28年10月31日

2,548,800 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月20日

指競

平成28年7月21日

5,508,000 平成28年7月22日 ～ 平成29年1月31日

随契

平成28年8月29日

13,592,880 平成28年8月30日 ～ 平成29年2月28日

指競

平成28年6月15日

16,744,293 平成28年6月16日 ～ 平成28年12月22日 随契

平成28年4月1日

10,906,920

松森資源化センターNo.3ペットボトル

10 減容機整備工事

石積埋立処分場残余容量算定業務

11 委託

葛岡リサイクルプラザ外部大規模改

12 修工事等設計業務委託

(旧)延寿粗大ごみ処理施設等解体

13 工事に係る調査及び設計業務委託
（旧）西田中工場ＰＣＢ廃棄物処理業

14 務委託

平成28年度一般廃棄物処理施設等

15 ダイオキシン類濃度測定業務委託

平成２８年度今泉工場耐火物等修繕

16 工事

平成２８年度今泉工場炉・ボイラー

17 等分解点検整備業務委託

平成２８年度今泉工場自家用電気工

18 作物点検整備業務委託

平成２８年度今泉粗大ごみ処理施設

19 定期点検整備業務委託

平成28年度葛岡工場給水ポンプ等

20 点検整備業務委託

平成28年度葛岡粗大ごみ処理施設

21 等点検整備業務委託

平成28年度松森工場高温水循環ポ

22 ンプ交換工事

平成28年度松森工場消防設備保守

23 点検業務委託

平成28年度松森工場排ガス測定装

24 置保守点検業務委託（その１）

322,920,000 平成28年12月27日 ～ 平成30年3月15日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年8月29日

148,500,000 平成28年8月30日 ～ 平成29年3月10日

随契

平成28年10月27日

136,155,600 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月30日

随契

平成28年12月6日

13,500,000 平成28年12月7日 ～ 平成29年3月27日

随契

平成28年10月11日

38,016,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年2月17日

随契

平成28年5月24日

6,048,000 平成28年5月24日 ～ 平成29年2月10日

指競

平成28年11月24日

67,500,000 平成28年11月25日 ～ 平成29年3月15日

随契

平成28年9月13日

3,088,800 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月10日

指競

平成28年8月23日

3,672,000 平成28年8月24日 ～ 平成29年3月27日

指競

平成28年4月1日

24,840,000

平成28年4月1日

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

1／4

抽出
番号

工

事

件

名

平成28年度松森工場炉・ボイラー等

25 点検整備業務委託

契 約
年月日

契約金額

工

期

着手日

完成日

契約
方法

平成28年7月15日

579,322,800 平成28年7月20日 ～ 平成29年3月24日

随契

平成28年3月11日

36,752,400 平成28年3月14日 ～ 平成29年6月30日

一競

平成28年2月9日

2,451,600 平成28年2月10日 ～ 平成28年8月31日

指競

平成28年2月29日

2,268,000

指競

平成28年4月18日

4,173,120 平成28年4月19日 ～ 平成28年11月15日 随契

経済局
平成27年災10-105号新要害地区橋

26 梁災害復旧工事

平成27年度農業用施設災害復旧事

27 業諏訪地区用地調査等業務委託

愛宕堰護岸災害復旧測量設計業務

28 委託

平成27年災10-5号去田地区農地災

29 害復旧工事

平成27年災10-1号上野前地区農地

30 災害復旧工事

平成27年災10-104号諏訪地区橋梁

平成28年9月5日

19,695,960

平成28年3月1日

平成28年9月6日

～

平成28年7月8日

～ 平成29年2月20日

随契

31 災害復旧工事

平成28年9月15日

172,541,880 平成28年9月16日 ～ 平成29年7月28日

一競

32 塚田樋門撤去工事

平成29年2月27日

70,350,120 平成29年2月28日 ～ 平成29年8月30日

随契

平成28年4月26日

31,247,640 平成28年4月27日 ～ 平成29年1月31日

随契

平成27年9月関東・東北豪雨災害林

33 道蒜但木向北谷地線災害復旧工事
林道夜盗沢奥武士線災害復旧工事

34 （その2）

林道熊沢線斜面対策測量調査設計

35 業務委託

仙台市中央卸売市場設備保全業務

36 委託

仙台市中央卸売市場本場エレベー

37 タ設備保守点検業務委託

平成28年度市場総合情報システム

38 保守業務委託

仙台市中央卸売市場上水・工業用

39 水メーター交換業務委託

平成28年度食肉市場食肉処理設備

40 整備業務委託

平成28年度食肉市場汚水処理施設

41 整備業務委託

平成28年8月19日

3,159,000 平成28年8月22日 ～ 平成28年11月30日 随契

平成28年7月25日

11,549,520 平成28年7月26日 ～ 平成29年2月28日

指競

平成28年4月1日

22,420,800

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年4月1日

2,583,360

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年4月1日

8,204,760

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成29年1月24日

8,046,000 平成29年1月26日 ～ 平成29年3月24日

指競

平成29年1月18日

8,764,200 平成29年1月18日 ～ 平成29年3月27日

指競

平成28年12月21日

7,128,000 平成28年12月22日 ～ 平成29年3月31日

指競

泉区役所
42 泉区役所エレベーター保守業務委託

平成28年4月1日

3,188,160

～ 平成29年3月31日

随契

43 泉区役所樹木等維持管理業務委託

平成28年6月13日

3,132,000 平成28年6月14日 ～ 平成29年3月30日

指競

44 北河原公園災害復旧工事

平成28年2月16日

21,877,560 平成28年2月17日 ～ 平成28年7月29日

一競

45 長命館公園外周部災害復旧工事

平成28年3月24日

23,511,600 平成28年3月25日 ～ 平成28年9月30日

随契

46 七北田公園庭球場人工芝張替工事

平成28年6月1日

42,989,400

～ 平成28年9月30日

一競

平成28年10月13日

23,835,600 平成28年10月14日 ～ 平成29年8月31日

随契

平成28年5月25日

21,852,720 平成28年5月26日 ～ 平成29年1月31日

指競

平成28年5月19日

17,243,280 平成28年5月20日 ～ 平成28年11月30日 指競

47 紫山緑地災害復旧工事
泉区公園緑地除草清掃等業務委託

48 その２

泉区公園緑地除草清掃等業務委託

49 その５

平成28年4月1日

平成28年6月2日

2／4

抽出
番号

工

事

件

名

泉区管内公園支障木等伐採業務委

50 託その１

契 約
年月日

契約金額

工

期
完成日

契約
方法

～ 平成28年11月30日

指競

着手日

平成28年4月1日

10,330,200

平成28年5月23日

17,466,840 平成28年5月24日 ～ 平成28年12月22日 指競

52 １

平成28年4月1日

21,125,880

平成29年1月6日

指競

53 （市）中山幹線３号線歩道整備工事

平成28年3月17日

98,930,160 平成28年3月18日 ～ 平成29年3月31日

一競

平成28年3月28日

193,320,000 平成28年3月29日 ～ 平成29年6月30日

指競

55 修工事６

平成27年9月28日

148,111,200 平成27年9月29日 ～ 平成28年7月29日

一競

56 （市）南前町線道路改良工事

平成28年9月20日

139,216,320 平成28年9月21日 ～ 平成29年6月30日

随契

57 上部工工事

平成29年3月27日

356,400,000 平成29年3月28日 ～ 平成30年3月30日

一競

58 （市）杉ノ崎蒜但木線道路防災工事

平成28年6月8日

55,114,560

平成28年6月9日

～ 平成28年9月30日

一競

59 （一）大衡仙台線舗装改修工事

平成28年9月7日

26,056,080

平成28年9月8日

～ 平成28年11月30日

一競

60 泉区管内舗装補修工事３

平成28年4月1日

27,790,560

平成28年4月1日

～ 平成28年10月31日

一競

61 泉区管内区画線設置工事

平成28年6月14日

24,935,040 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月10日

一競

平成29年1月27日

18,433,440 平成29年1月30日 ～ 平成29年6月30日

一競

泉区街路除草清掃等業務委託その

51 １

泉区管内街路樹剪定業務委託その

27国災第5701号（国）４５７号橋梁災

54 害復旧工事

泉中央駅前ペデストリアンデッキ改

（市）東原尻玉幹線（古屋敷橋）橋梁

62

（市）宮沢根白石線（泉パークタウン中央
交差点外）道路照明灯設置工事

63 泉区道路照明施設設置工事その３

平成28年8月9日

14,418,000 平成28年8月10日 ～ 平成29年7月31日

指競

平成29年1月13日

48,600,000 平成29年1月16日 ～ 平成29年7月21日

一競

平成28年7月26日

10,305,360 平成28年7月27日 ～ 平成29年2月13日

指競

平成28年5月31日

16,288,560

平成28年6月1日

～ 平成28年11月30日 指競

68 ３）

平成28年5月31日

19,316,880

平成28年6月1日

～ 平成28年11月30日

指競

69 泉区管内道路清掃業務委託

平成28年4月1日

43,613,958

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

70 泉中央駅前広場清掃業務委託

平成28年4月1日

7,328,718

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年4月1日

4,281,012

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

72 仙台市立三条中学校校庭整備工事

平成27年8月31日

89,262,000

平成27年9月1日

～ 平成28年5月10日

一競

73 仙台市立岩切中学校校庭整備工事

平成28年9月28日

129,600,000 平成28年9月29日 ～ 平成30年3月16日

一競

平成28年5月20日

5,396,760 平成28年5月23日 ～ 平成28年9月30日

指競

平成28年11月1日

8,208,000 平成28年11月2日 ～ 平成29年2月28日

指競

（主）仙台泉線将監トンネル改修調

65 査設計業務委託

(市)杉ノ崎蒜但木線（２工区）道路防

66 災調査設計業務委託

泉区管内道路除草業務委託（その

67 ２）

泉区管内道路除草業務委託（その

泉区道路照明施設修繕業務委託そ

71 の１

平成29年2月9日

～

指競

（市）向原線高柳４号橋測量調査設

9,005,040

平成28年4月1日

～ 平成29年4月20日

64 計業務委託

平成29年2月8日

平成28年4月1日

教育局

平成２８年度仙台市立湯元小学校法

74 面改修工事

仙台市立蒲町小学校他１校吊下げ

75 式バスケットゴール設置工事

3／4

抽出
番号

工

事

件

名

仙台市立泉ケ丘小学校プール防水

76 改修工事

契 約
年月日

工

期

着手日

完成日

契約
方法

7,977,960 平成28年11月1日 ～ 平成29年2月24日

指競

平成28年7月1日

8,553,600

平成28年7月4日

～ 平成28年9月30日

指競

平成28年6月6日

2,376,000

平成28年6月7日

～

平成28年9月9日

指競

平成28年5月12日

14,666,400 平成28年5月13日 ～ 平成28年9月30日

一競

平成28年6月16日

1,836,000 平成28年6月17日 ～ 平成28年9月30日

指競

平成28年4月13日

3,402,000 平成28年4月14日 ～ 平成29年3月31日

指競

平成２８年度仙台市立東二番丁小学
82 校他12校建築物定期点検業務委託 平成28年10月19日

5,292,000 平成28年10月20日 ～ 平成29年2月17日

随契

平成28年10月19日

7,236,000 平成28年10月20日 ～ 平成29年2月17日

随契

平成28年7月20日

4,935,600 平成28年7月20日 ～ 平成28年12月22日 指競

仙台市立荒巻小学校外２校自動火

77 災報知設備改修工事

仙台市立沖野東小学校小荷物専用

78 昇降機改修工事

平成28年度仙台市立学校保健室空

79 調設備設置工事その１

平成２８年度仙台市立学校施設遊具

80 定期点検業務委託（その１）

平成２８年度仙台市立片平丁小学校

81 校庭芝生管理業務委託

平成２８年度仙台市立岩切小学校他

83 12校建築物定期点検業務委託
84

平成２８年度 仙台市立七北田小学校他
15校屋内運動場及び柔剣道場ウレタン
塗布業務委託

平成２８年度仙台市立学校消防用設

85 備等保守点検業務委託その１

平成２８年度仙台市立学校自家用電

86 気工作物保安管理業務委託その１

平成28年10月31日

契約金額

平成28年4月13日

24,948,000 平成28年4月14日 ～ 平成29年2月28日

指競

平成28年4月1日

8,503,293

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

随契

平成28年4月7日

3,378,240

平成28年4月8日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年4月7日

19,300,680

平成28年4月8日

～ 平成29年3月31日

随契

平成28年4月7日

11,813,040

平成28年4月8日

～ 平成29年3月31日

随契

平成28年7月1日

2,106,000

平成28年7月4日

～ 平成28年9月23日

随契

平成28年9月2日

40,831,256

平成28年9月2日

～ 平成29年3月31日

随契

平成28年12月21日

7,182,000 平成28年12月22日 ～ 平成29年3月24日

指競

平成28年6月15日

10,724,400 平成28年6月16日 ～ 平成29年2月27日

指競

平成28年6月23日

4,266,000 平成28年6月24日 ～ 平成28年9月16日

指競

平成29年1月27日

3,595,320 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日

指競

平成29年2月23日

95,040,000 平成29年2月24日 ～ 平成29年5月31日

一競

97 施設外構整備工事

平成29年3月14日

42,090,138 平成29年3月15日 ～ 平成29年5月31日

一競

98 電気機械設備運転・保守管理業務

平成28年4月1日

14,256,000

～ 平成29年3月31日

指競

99 博物館自動火災報知設備更新業務

平成28年10月5日

19,440,000 平成28年10月5日 ～ 平成29年3月31日

随契

平成28年4月1日

10,825,040

指競

平成２８年度仙台市立学校自動ドア

87 設備保守点検業務委託その１

平成２８年度エレベータ設備保守点

88 検業務委託その２

平成２８年度小荷物専用昇降機保守

89 点検業務委託その３

平成２８年度仙台市立学校照明器具

90 安定器調査業務委託その２
91

平成２８年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(特別管理産業廃棄物)処理業務委託

平成２８年度仙台市立学校建築物定

92 期点検業務委託（建築設備）その５

平成２８年度仙台市立学校空調機器

93 保守点検業務委託その１
94

平成２８年度仙台市立学校受水槽・高置
水槽等清掃点検業務委託（その４）

仙台市立学校屋外照明設備点検等

95 業務委託

史跡陸奥国分寺・尼寺跡多目的広

96 場外整備工事

史跡陸奥国分寺・尼寺跡管理休息

平成28年度仙台市泉図書館等設備

100 運転保守管理業務委託

平成28年4月1日

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日
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