平成29年度 第3期 定例監査（工事）対象抽出工事一覧
（平成29年9月30日現在）
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健康福祉局
1

仙台市シルバーセンター冷温水発生
機整備等業務委託

平成28年12月5日

15,336,000 平成28年12月5日 ～ 平成29年3月31日

随契

2

いずみ墓園１８－Ｂ区画（個別集合
墓所）区画割工事

平成28年5月30日 110,450,520 平成28年5月31日 ～ 平成29年1月25日

一競

3

葛岡墓園墓域内下刈及び伐採業務
委託

平成28年6月27日

8,852,760 平成28年6月28日 ～ 平成28年10月31日

指競

4

仙台市葛岡斎場内機器調達及び
LANケーブル敷設業務委託

平成28年6月10日

27,756,000 平成28年6月10日 ～ 平成28年10月31日

指競

5

いずみ墓園２４区画（一般墓所）区画
割工事

平成29年5月29日 118,692,000 平成29年5月30日 ～ 平成30年3月27日

一競

平成28年4月1日

5,238,000

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

随契

15,003,360

平成27年7月8日

～ 平成29年3月31日

指競

子供未来局
6

保育所油除外施設清掃業務

建設局
7

（県）今市福田線道路及び橋梁予備
設計業務委託

平成27年7月7日

8

ＪＲ愛子駅代替自転車等駐車場整備
工事（その２）

平成29年3月14日

3,858,840 平成29年3月15日 ～ 平成29年3月31日

随契

9

長町地区自転車等駐車場管理シス
テム保守点検業務委託

平成28年4月1日

2,775,600

～ 平成29年3月31日

随契

16,093,080 平成27年10月30日 ～ 平成28年10月31日

指競

平成28年9月28日 120,704,040 平成28年9月29日 ～ 平成29年8月10日

一競

平成28年7月28日

44,654,760 平成28年7月29日 ～ 平成28年12月28日

一競

平成28年8月4日

21,345,120

～ 平成29年8月31日

指競

平成28年7月28日

30,102,840 平成28年7月29日 ～ 平成29年5月31日

指競

平成27年10月1日 421,599,600 平成27年10月2日 ～ 平成29年3月17日

一競

平成27年11月2日 188,990,280 平成27年11月4日 ～ 平成29年3月31日

一競

平成28年9月26日 445,669,560 平成28年9月27日 ～ 平成30年2月28日

一競

平成28年6月24日 220,574,880 平成28年6月27日 ～ 平成29年3月31日

一競

平成28年10月13日

26,028,000 平成28年10月14日 ～ 平成29年3月15日

一競

平成28年7月12日

9,901,440 平成28年7月13日 ～ 平成30年3月30日

随契

平成27年10月28日 260,230,320 平成27年10月29日 ～ 平成29年8月31日

随契

平成28年6月23日 220,596,480 平成28年6月24日 ～ 平成29年10月31日

一競

ボックスカルバート等定期点検業務

10 委託

（一）仙台館腰線 太白大橋橋梁耐

11 震補強及び補修工事（その２）

凍結防止剤備蓄タンク交換工事（そ

12 の１）
13

仙台駅西口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ定期点検及
び長寿命化修繕計画策定業務委託

14 道路照明施設定期点検業務委託
宮沢根白石線(浦田工区)函渠築造

15 工事（その4)

元寺小路福室線（五輪工区）舗装新

16 設工事（その７）

仙台駅西口駅前広場（Ｄ工区）再整

17 備工事

東北本線南仙台駅自由通路エレ

18 ベーター設置工事

富沢駅第二自転車等駐車場上屋設

19 置工事

元寺小路福室線（宮城野橋工区）道

20 路等修正設計業務委託
21

（市）川内旗立（その１）線（動物公園駅周
辺整備）地下横断通路整備工事

（都）東中田線外１線（国道４号仙台

22 バイパス）交差点舗装工事

平成27年10月29日

平成28年4月1日

平成28年8月5日
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23

仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜
亘理線道路改築工事（荒浜大堀工区・そ
の1）

平成28年10月11日 1,578,420,000 平成28年10月12日 ～ 平成30年9月28日

一競

24

仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜
亘理線道路改築工事（藤塚工区・その1）

平成28年12月20日 1,539,000,000 平成28年12月21日 ～ 平成30年9月28日

一競

平成28年5月31日

～ 平成29年3月31日

一競

9,512,640 平成28年10月7日 ～ 平成29年7月31日

指競

27 旧工事

平成28年3月11日 289,496,160 平成28年3月14日 ～ 平成29年10月31日

一競

28 西公園（ＳＬ広場）整備工事

平成27年10月30日

79,560,360 平成27年11月2日 ～ 平成28年10月14日

一競

29 丸跡・五色沼・長沼整備工事

平成29年2月27日 235,639,800 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月30日

一競

30 仙台国際センター駐輪場整備工事

平成29年1月11日

6,022,080 平成29年1月12日 ～ 平成29年3月10日

指競

31 備工事

平成28年5月26日 309,803,400 平成28年5月27日 ～ 平成29年3月24日

一競

32 高砂中央公園基盤整備工事

平成28年10月27日 113,543,640 平成28年10月28日 ～ 平成29年11月30日

一競

平成29年2月17日

随契

仙台市東部復興道路整備事業（一）

25 荒浜原町線道路改良工事（その1）
26

白鳥地区津波防御施設整備事業（主）塩
釜亘理線津波防御施設詳細設計業務委
託

海岸公園(井土地区馬術場)災害復

青葉山公園（国史跡指定地区）二の

海岸公園・東部復興道路接続部整

海岸公園（井土地区馬術場）建築災

33 害復旧工事修正設計業務委託

仙台スタジアム洗浄水加圧給水ポン

34 プユニット更新工事

平成28年10月6日

平成29年4月3日

76,892,760

平成28年6月1日

7,592,400 平成29年2月20日 ～ 平成29年5月31日
17,654,760

平成29年4月3日

～

平成29年6月2日

随契

35 普通河川要害川災害復旧工事３

平成28年12月26日

35,962,920 平成28年12月27日 ～ 平成29年6月30日

随契

36 泉区管内河川災害復旧先行工事

平成28年12月26日

18,422,640 平成28年12月27日 ～ 平成29年5月19日

一競

平成28年9月12日

20,581,560 平成28年9月13日 ～ 平成29年8月31日

指競

仙台市河川災害復旧測量業務委託

37 （その１）

緊急業務委託第１号（普通河川笊川

38 外）

～ 平成28年12月22日

随契

平成28年5月17日

40,500,000 平成28年5月18日 ～ 平成30年1月31日

随契

40 務委託

平成29年7月11日

6,372,000 平成29年7月12日 ～ 平成30年1月31日

随契

41 公設浄化槽設置工事28-5

平成28年4月22日

18,125,496 平成28年4月25日 ～ 平成29年3月24日

指競

平成27年12月1日

32,760,720 平成27年12月2日 ～ 平成28年10月31日

一競

平成28年7月27日 113,316,840 平成28年7月28日 ～ 平成29年5月12日

一競

第３南蒲生幹線機能活用計画検討

39 業務委託その２

仙台市公共下水道事業計画策定業

小田原三丁目地区外老朽管改築工

42 事（更生工法）

苦竹一丁目地区合流管耐震化工事

43 ２（更生工法）

幸町五丁目地区合流管耐震化工事

44 （更生工法）

平成28年9月8日

2,138,400

平成28年9月8日

平成28年8月1日

129,387,240

平成28年8月2日

～ 平成29年6月30日

一競

平成28年9月5日

282,819,600

平成28年9月6日

～ 平成30年3月20日

一競

46 う汚水圧送管布設工事

平成29年1月31日

4,991,760

平成29年2月1日

～ 平成29年10月20日

随契

47 西原第４号雨水幹線工事３

平成29年3月13日

17,688,240 平成29年3月14日 ～ 平成29年8月31日

随契

48 中央第４号幹線実施設計業務委託

平成28年8月15日

60,001,560 平成28年8月16日 ～ 平成30年2月28日

一競

49 老朽管対策設計業務委託３

平成28年11月18日

17,532,720 平成28年11月21日 ～ 平成29年10月20日

指競

若林三丁目地区浸水被害軽減雨水

45 渠工事２

（国）４５７号橋梁災害復旧工事に伴
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抽出
番号

工

事

件

名

東部復興道路整備事業に伴う汚水

50 管移設実施設計業務委託

小田原四丁目地区浸水被害軽減雨

51 水渠工事２

仙台貨物ターミナル駅移転に伴う下

52 水道管補強詳細設計業務委託

荒井東雨水ポンプ場建設工事（土

53 木）

六丁目ポンプ場耐震補強工事２（土

54 木・建築）

契 約
年月日
平成28年12月21日
平成29年7月31日

契約金額

工
着手日

期
完成日

11,869,200 平成28年12月22日 ～ 平成29年7月28日
平成29年8月1日

指競

～ 平成29年10月31日

指競

10,260,000 平成29年6月13日 ～ 平成29年10月31日

指競

平成26年12月22日 684,730,800 平成26年12月24日 ～ 平成29年1月31日

一競

平成27年9月28日 137,639,520 平成27年9月29日 ～ 平成29年8月31日

一競

平成29年6月12日

2,862,000

契約
方法

55 井土浦川排水機場建設工事（建築） 平成27年12月24日 106,358,400 平成27年12月25日

～ 平成28年10月31日

一競

56 鶴巻ポンプ場電気設備更新工事

平成28年1月4日

487,080,000

平成28年1月5日

～ 平成29年5月31日

一競

57 霞目ポンプ場電気設備更新工事

平成28年2月1日

339,984,000

平成28年2月2日

～ 平成29年6月30日

一競

58 井土浦川排水機場電気設備工事

平成28年3月18日

75,924,000 平成28年3月22日 ～ 平成29年3月31日

一競

59 プ設備工事

平成27年9月17日 521,575,200 平成27年9月18日 ～ 平成29年3月31日

一競

60 井土浦川排水機場ポンプ設備工事

平成27年1月26日 255,832,560 平成27年1月27日 ～ 平成29年3月31日

一競

平成27年10月5日

4,772,520 平成27年10月6日 ～ 平成29年3月28日

随契

62 託１

平成27年5月13日

4,860,000 平成27年5月14日 ～ 平成29年3月31日

随契

63 榴岡第２雨水調整池建設工事

平成28年11月21日 174,145,680 平成28年11月22日 ～ 平成29年10月31日

一競

長町第１ポンプ場長町系Ｎｏ．３ポン

四郎丸雨水ポンプ場放流渠用地測

61 量業務委託２

鶴巻ポンプ場建設工事監理業務委

荒井東雨水ポンプ場建設工事（建

64 築）

北新田排水ポンプ場屋上防水等改

平成28年9月5日

134,481,600

平成28年9月6日

～ 平成29年8月31日

一競

65 修工事

平成29年1月19日

12,938,400 平成29年1月20日 ～ 平成29年5月31日

一競

66 荒浜ポンプ場解体工事

平成28年10月31日

13,417,920 平成28年11月1日 ～ 平成29年4月28日

一競

平成28年9月12日

45,360,000 平成28年9月13日 ～ 平成29年5月31日

一競

平成28年10月12日

39,420,000 平成28年10月13日 ～ 平成29年6月30日

一競

平成28年10月13日

19,645,200 平成28年10月14日 ～ 平成29年8月31日

一競

平成28年11月15日

21,889,440 平成28年11月16日 ～ 平成29年3月31日

一競

平成29年3月15日

33,966,000 平成29年3月16日 ～ 平成30年2月16日

一競

鶴巻ポンプ場外１箇所遠方監視制御

67 設備工事

霞目ポンプ場外１箇所遠方監視制御

68 設備工事

荒井東雨水ポンプ場建築電気設備

69 工事

井土中継ポンプ８号設備工事外１箇

70 所

鶴巻ポンプ場建設工事（建築機械設

71 備）

六丁目ポンプ場設備改築実施設計

72 業務委託（詳細設計）

下水道ポンプ場建築物保全計画作

73 成業務委託１

鶴巻ポンプ場外３箇所自家用電気工

平成28年6月6日
平成28年10月31日

7,452,000

平成28年6月7日

～ 平成28年10月31日

指競

8,445,600 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月24日

指競

74 作物工事中点検業務委託

平成28年9月2日

2,813,400

平成28年9月5日

～ 平成29年6月30日

随契

75 鶴巻ポンプ場ポンプ設備工事

平成29年4月6日

1,178,064,000

平成29年4月7日

～ 平成30年3月30日

一競

平成28年4月1日

15,056,771

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年度北部地区外マンホール

76 鉄蓋調整工事（特殊工法）
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抽出
番号

工

事

件

名

平成28年度 北部地区管路調査業

77 務委託

契 約
年月日

契約金額

工
着手日

完成日

契約
方法

平成28年4月1日

4,798,292

～ 平成29年3月31日

指競

平成29年5月18日

2,772,360 平成29年5月19日 ～ 平成29年7月31日

指競

平成28年12月9日

7,584,840 平成28年12月12日 ～ 平成29年3月10日

指競

平成28年4月1日

1,837,965

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

12,297,989

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年9月12日 138,240,000 平成28年9月13日 ～ 平成29年3月17日

一競

平成28年11月17日

8,424,000 平成28年11月18日 ～ 平成29年2月24日

指競

平成28年7月28日 338,239,800 平成28年7月29日 ～ 平成29年3月17日

随契

平成28年4月1日

24,624,000

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

平成28年8月9日

123,120,000

平成28年8月9日

～ 平成29年3月10日

随契

平成28年9月1日

51,840,000

平成28年9月2日

～ 平成29年3月17日

一競

平成28年11月10日

22,137,840 平成28年11月11日 ～ 平成29年4月21日

一競

平成29年1月31日

45,360,000

～ 平成29年11月30日

一競

平成29年1月30日

17,898,840 平成29年1月31日 ～ 平成29年9月29日

一競

平成28年9月12日

44,820,000 平成28年9月13日 ～ 平成29年3月17日

一競

平成28年4月14日

17,280,000 平成28年4月15日 ～ 平成29年3月31日

随契

平成28年10月27日

9,028,800 平成28年10月28日 ～ 平成29年2月28日

指競

94 検業務委託

平成28年9月13日

5,292,000 平成28年9月14日 ～ 平成29年1月31日

指競

95 低地ポンプ場槽内浚渫業務委託

平成28年11月17日

7,910,570 平成28年11月17日 ～ 平成29年3月17日

指競

平成28年11月30日

15,984,000 平成28年12月1日 ～ 平成29年2月28日

随契

平成28年11月24日

20,304,000 平成28年11月25日 ～ 平成29年3月21日

一競

平成28年10月24日

14,979,600 平成28年10月25日 ～ 平成29年2月24日

一競

平成28年4月1日

27,000,000

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

随契

平成28年4月1日

19,008,000

平成28年4月1日

～ 平成29年3月31日

指競

仙台市青葉区中心部デザインマン

78 ホールふた設置工事

仙台駅東口地区デザインマンホール

79 ふた設置工事

平成28年度若林・太白区管内外緊

80 急時土のう仕拵え業務委託

平成28年度宮城野区管内外道路側

81 溝清掃業務委託

南蒲生浄化センター脱水機速度制

82 御装置改築工事

南蒲生浄化センター火災報知設備

83 等機能増設工事

平成28年度南蒲生浄化センター汚

84 泥焼却施設機械設備整備工事

南蒲生浄化センター水質計器保守

85 点検業務委託

南蒲生浄化センター電気設備保守

86 点検業務委託

広瀬川第二雨水幹線雨水吐室電気

87 設備改築工事

88 吉成ポンプ場機械設備更新工事
苦竹ポンプ場№３雨水ポンプ改築工

89 事

東大野田ポンプ場外１箇所設備更新

90 工事

広瀬川浄化センターＮｏ．２常圧浮上

91 装置等整備工事

六丁目監視センタ－外４６箇所集中

92 監視設備保守点検業務委託

広瀬川浄化センター計装設備点検

93 業務委託

梅田町ポンプ場外９４箇所ポンプ点

郡山ポンプ場外５箇所電気設備点検

96 業務委託

平成28年4月1日

期

平成29年2月1日

市立病院
97 仙台市立病院３階医局改修工事
仙台市立病院コージェネレーション

98 設備改修工事
99

平成28年度仙台市立病院自動制御設
備・中央監視盤装置保守点検業務委託

平成28年度仙台市立病院消防用設

100 備等保守点検業務委託
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