
 

（平成29年12月31日現在）

抽出
番号

工　　事　　件　　名
契　 約
年月日

契約金額
契約
方法

財政局

1
仙台市宮城野図書館他・仙台原町市街
地住宅解体除去工事に伴う周辺建物等
事後調査算定業務委託

平成29年1月5日 2,246,400 平成29年1月6日 ～ 平成29年3月31日 随契

2
仙台市役所本庁舎電気機械設備保守管
理業務委託（平成27年度～平成29年度）

平成27年4月1日 40,370,400 平成27年4月1日 ～ 平成29年9月30日 指競

3
平成28年度仙台市役所上杉分庁舎
エレベーター設備保守点検業務委託

平成28年4月1日 2,037,960 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

4
平成28年度仙台市役所上杉分庁舎パッ
ケージエアコン保守点検業務委託

平成28年5月19日 1,976,400 平成28年5月19日 ～ 平成29年3月31日 指競

青葉区役所

5
仙台市青葉区役所空調自動制御設
備保守点検業務委託

平成28年4月1日 4,104,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

6 経ヶ峯公園法面防災工事 平成29年2月1日 63,114,120 平成29年2月2日 ～ 平成30年1月24日 一競

7
青葉山公園（二の丸跡）法面災害復
旧調査設計等業務委託

平成28年9月9日 9,855,000 平成28年9月9日 ～ 平成29年3月31日 随契

8
愛宕上杉通1号線街路樹冬期剪定
業務委託

平成28年12月21日 8,460,720 平成28年12月22日 ～ 平成29年3月28日 指競

9 桜ヶ丘公園テニスコート改修工事 平成29年11月21日 43,956,000 平成29年11月22日 ～ 平成30年3月19日 一競

10
上杉公園再整備基本設計・実施設
計業務委託

平成29年8月16日 7,911,000 平成29年8月17日 ～ 平成30年3月16日 指競

11
菊田山公園外1再整備測量設計業
務委託

平成29年10月30日 5,616,000 平成29年10月31日 ～ 平成30年3月26日 指競

12
青葉区管内街路除草刈込等業務委
託（第1工区）

平成29年5月1日 15,728,040 平成29年5月2日 ～ 平成29年10月31日 指競

13
広瀬通1・2号線他街路樹夏期剪定
業務委託

平成29年6月21日 17,928,000 平成29年6月22日 ～ 平成29年11月30日 指競

14 （市）滝道27号線側溝改修工事 平成28年8月19日 17,304,840 平成28年8月22日 ～ 平成29年3月24日 一競

15 （市）青葉通線舗装改修工事 平成28年9月1日 27,660,960 平成28年9月2日 ～ 平成29年1月6日 一競

16
（市）鷺ヶ森二丁目1号線こだま橋橋
梁補修工事5

平成28年10月24日 29,034,720 平成28年10月25日 ～ 平成29年5月12日 一競

17 （市）広瀬通1号線道路改良工事 平成28年11月4日 56,373,840 平成28年11月7日 ～ 平成29年6月30日 一競

18
仙台駅西口ペデストリアンデッキ改
修工事（アエル工区）

平成29年2月2日 76,731,840 平成29年2月3日 ～ 平成29年10月31日 一競

19
仙台駅西口ペデストリアンデッキ改
修工事（７工区）

平成28年11月24日 215,520,480 平成28年11月25日 ～ 平成29年11月30日 一競

20
(市)花京院一丁目3号線道路改良工
事（その3）

平成29年3月3日 28,016,280 平成29年3月6日 ～ 平成30年1月31日 一競

21
仙台駅西口ペデストリアンデッキ改修工
事（７工区・アエル工区）施工監理業務委
託

平成28年12月20日 17,496,000 平成28年12月21日 ～ 平成29年11月30日 随契

22
仙台駅東西地下自由通路管理業務
委託その２

平成28年4月1日 9,942,480 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

23
北山トンネル電気通信設備点検業務
委託

平成28年4月1日 12,420,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競
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24
仙台共同溝・木町共同溝及び八幡
共同溝保守点検業務委託

平成28年4月1日 23,760,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

25
青葉通地下道電気設備他保守点検
業務委託

平成28年4月1日 5,076,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

26
市街灯台帳補修正及びプレート設置
業務委託

平成28年7月15日 7,538,400 平成28年7月19日 ～ 平成29年3月31日 随契

27
仙台駅西口駅前広場エスカレーター
第１期修繕業務委託

平成28年9月5日 17,064,000 平成28年9月5日 ～ 平成29年2月28日 随契

28
青葉区管内道路清掃業務委託第3
工区

平成28年4月1日 30,102,840 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

29 (市)晩翠通線歩道改良工事 平成29年7月4日 32,371,920 平成29年7月5日 ～ 平成29年10月31日 一競

30
（市）愛宕上杉通2号線五橋歩道橋外1歩
道橋耐震補強補修設計業務委託

平成29年10月18日 5,376,240 平成29年10月19日 ～ 平成30年3月2日 指競

31
（市）台原南小泉（その1）線外6線法
面伐開等業務委託

平成29年7月28日 4,840,560 平成29年7月31日 ～ 平成29年11月30日 指競

32
宮城総合支所冷暖房換気設備保守
点検業務委託

平成28年4月1日 3,024,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

33
（仮称）中山台西公園遊具広場整備
工事

平成28年8月19日 46,375,200 平成28年8月22日 ～ 平成29年5月19日 一競

34 北内用水路修繕工事３工区 平成29年3月6日 2,484,000 平成29年3月7日 ～ 平成29年3月31日 随契

35
国見ヶ丘一丁目北公園実施設計業
務委託

平成29年1月16日 5,076,000 平成29年1月17日 ～ 平成29年3月31日 指競

36
宮城総合支所管内街路除草清掃等
業務委託その３

平成29年4月3日 14,557,320 平成29年4月3日 ～ 平成29年10月31日 指競

37
宮城総合支所管内街路樹冬季剪定
業務委託その1

平成29年12月15日 9,180,000 平成29年12月18日 ～ 平成30年3月23日 指競

38
（市）十里平線（十開橋）橋梁耐震補
強補修工事

平成29年1月4日 68,274,360 平成29年1月5日 ～ 平成29年7月14日 一競

39
平成２８年度宮城総合支所管内側溝
補修工事その４

平成28年10月3日 12,956,760 平成28年10月4日 ～ 平成29年3月31日 指競

40
平成２８年度宮城総合支所管内交通
安全施設設置工事

平成28年4月1日 22,624,086 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 一競

41
(市)高畑定義線（高畑工区）仮橋設
置工事（その1）

平成28年9月1日 278,268,480 平成28年9月2日 ～ 平成30年1月31日 一競

42 (市)落合四丁目1号線道路新設工事 平成28年9月1日 68,820,840 平成28年9月2日 ～ 平成29年7月20日 一競

43
27国災第6702号(市)中原鳴合線橋
梁災害復旧工事

平成28年10月31日 42,218,280 平成28年10月31日 ～ 平成29年8月31日 一競

44
平成２９年度（一）秋保温泉愛子線
（上愛子工区）舗装改修工事

平成29年8月4日 13,111,200 平成29年8月7日 ～ 平成29年11月15日 一競

45
(市)高畑定義線（高畑工区）道路改
良工事（3工区）

平成29年8月30日 44,280,000 平成29年8月31日 ～ 平成30年2月15日 一競

46
（市）白沢熊ヶ根線（熊ヶ根工区）道
路防災測量設計業務委託

平成29年10月23日 10,476,000 平成29年10月24日 ～ 平成30年2月28日 指競

47
（仮称）中山赤坂線測量道路詳細設
計業務委託（その2）

平成29年7月4日 46,980,000 平成29年7月5日 ～ 平成30年3月30日 指競

48
宮城総合支所管内道路清掃土砂処
分業務委託

平成29年4月3日 2,400,000 平成29年4月3日 ～ 平成30年3月27日 随契

49
宮城総合支所管内道路支障木撤去
業務委託

平成29年5月31日 8,424,000 平成29年6月1日 ～ 平成30年3月23日 指競

交通局

2／4



抽出
番号

工　　事　　件　　名
契　 約
年月日

契約金額
契約
方法

工　　　期
着手日　　　　　　　完成日

50
平成28年度センターシステム保守点
検業務委託

平成28年4月1日 67,716,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

51
実沢整備工場第一リフト及びピット更
新工事

平成28年10月11日 19,710,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月10日 一競

52
長町営業所給油所地下タンクFRPラ
イニング工事

平成28年12月15日 9,993,000 平成28年12月15日 ～ 平成29年2月28日 随契

53
交通局本局庁舎エレベーター設備制
御装置等更新工事

平成28年9月12日 38,134,800 平成28年9月13日 ～ 平成29年3月24日 随契

54 実沢営業所空調設備更新工事 平成28年12月2日 25,593,840 平成28年12月5日 ～ 平成29年3月24日 一競

55
地下鉄南北線　勾当台公園駅外２駅
昇降機設備増設土木工事

平成28年7月13日 53,922,240 平成28年7月14日 ～ 平成29年3月10日 一競

56
平成28年度　地下鉄南北線・東西線
軌道管理業務委託

平成28年4月1日 82,836,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競

57
平成29年度　地下鉄南北線・東西線
軌道修繕工事（前期）

平成29年4月1日 45,026,280 平成29年4月1日 ～ 平成29年9月30日 一競

58
平成 29年度富沢・荒井車両基地植
栽管理業務委託

平成29年6月27日 6,396,840 平成29年6月28日 ～ 平成30年2月9日 指競

59
地下鉄南北線北仙台駅エレベーター
設備更新工事

平成28年3月2日 38,772,000 平成28年3月3日 ～ 平成29年2月17日 一般

60
地下鉄南北線富沢駅屋根塗装改修
工事

平成28年11月8日 13,932,000 平成28年11月9日 ～ 平成29年1月31日 一競

61
地下鉄南北線勾当台公園駅外２駅エスカ
レーター設備増設建築及び建築設備工
事

平成28年8月8日 43,653,600 平成28年8月9日 ～ 平成29年5月31日 一般

62
地下鉄南北線勾当台公園駅外1駅
階段段差明瞭化工事

平成28年9月12日 30,326,400 平成28年9月13日 ～ 平成29年1月18日 一般

63
地下鉄南北線八乙女駅外1駅触知
案内図等設置工事

平成28年10月31日 11,699,640 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月17日 一般

64 地下鉄東西線荒井駅庇設置工事 平成29年2月6日 6,048,000 平成29年2月7日 ～ 平成29年3月24日 随契

65
地下鉄南北線勾当台公園駅エスカ
レーター設備更新及び増設工事

平成28年7月15日 58,104,000 平成28年7月16日 ～ 平成29年5月12日 一般

66
地下鉄南北線長町駅外電灯設備更
新工事

平成28年9月12日 75,076,200 平成28年9月13日 ～ 平成29年2月10日 一般

67
地下鉄南北線広瀬通駅エスカレー
ター設備更新工事

平成28年7月25日 69,498,000 平成28年7月26日 ～ 平成29年11月27日 随契

68
地下鉄南北線仙台駅外1駅ダンパー
制御用自動制御設備改修工事

平成28年11月7日 42,098,400 平成28年11月8日 ～ 平成29年3月22日 一般

69
地下鉄南北線五橋駅外２駅居室系
統空気調和設備更新工事

平成29年2月6日 24,159,600 平成29年2月7日 ～ 平成29年6月30日 一般

70
地下鉄南北線仙台駅空調用熱源設
備更新工事設計業務委託

平成28年7月29日 1,620,000 平成28年8月1日 ～ 平成29年1月31日 随契

71
平成28年度地下鉄東西線駅舎建築
保全業務委託

平成28年4月1日 50,036,400 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

72
平成28年度地下鉄東西線駅舎昇降
機設備定期点検業務委託その２

平成28年4月1日 107,313,465 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

73
平成28年度地下鉄東西線監視カメラ
設備定期点検業務委託

平成28年9月7日 14,040,000 平成28年10月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

74
地下鉄南北線仙台駅外１駅外気処
理フィルター設備分解整備業務委託

平成28年11月7日 17,820,000 平成28年11月8日 ～ 平成29年3月10日 随契

75
地下鉄南北線富沢車両基地検車庫
外壁改修工事その１

平成29年7月5日 26,222,400 平成29年7月6日 ～ 平成29年11月15日 一競

76
地下鉄南北線北仙台駅客用トイレ改
修建築工事

平成29年8月3日 37,054,800 平成29年8月4日 ～ 平成30年3月16日 一般
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77
地下鉄東西線荒井車両基地検修場
雨水浸入防止その他工事

平成29年11月10日 9,018,000 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月15日 指競

78
地下鉄南北線勾当台公園駅公園２出入
口エスカレーター設備増設及び更新工事

平成29年8月7日 138,078,000 平成29年8月8日 ～ 平成30年7月20日 指競

79
地下鉄南北線仙台駅冷凍機設備更
新工事（機械）

平成29年10月18日 72,962,640 平成29年10月19日 ～ 平成30年3月16日 一般

80
地下鉄南北線仙台駅（北側）客用ト
イレ改修設備工事

平成29年8月3日 26,870,400 平成29年8月4日 ～ 平成30年3月16日 一般

81
地下鉄南北線泉中央駅外2駅客用ト
イレ改修設備工事設計業務委託

平成29年8月8日 3,596,400 平成29年8月9日 ～ 平成30年2月28日 随契

82
平成29年度地下鉄南北線長町駅送
風機分解整備業務委託

平成29年10月12日 11,880,000 平成29年10月13日 ～ 平成29年12月15日 指競

83
地下鉄南北線配管劣化度調査業務
委託

平成29年11月13日 9,936,000 平成29年11月14日 ～ 平成30年2月28日 指競

84
平成28・29年度仙台市高速鉄道南北線
車両重要部・全般検査（走行装置他）業
務委託

平成28年8月18日 111,240,000 平成28年8月19日 ～ 平成30年3月31日 随契

85
平成29年度富沢車両基地工場棟台
車洗浄装置改修工事

平成29年4月1日 34,668,000 平成29年4月1日 ～ 平成29年12月28日 随契

86
地下鉄南北線信号設備現場機器等
更新工事

平成27年1月28日 1,708,884,000 平成27年1月29日 ～ 平成30年3月15日 一競

87
地下鉄南北線愛宕橋駅外低圧盤更
新工事

平成27年12月15日 198,720,000 平成27年12月16日 ～ 平成29年2月28日 一競

88
地下鉄南北線カテナリー電車線路設
備更新工事（富沢方その１）

平成28年1月18日 118,638,000 平成28年1月19日 ～ 平成29年3月3日 一般

89
地下鉄南北線愛宕橋駅外無停電電
源装置等更新工事

平成28年8月24日 45,252,000 平成28年8月25日 ～ 平成29年2月28日 一競

90
地下鉄南北線八乙女配電室外高圧
受電設備等更新工事

平成28年8月25日 179,496,000 平成28年8月26日 ～ 平成29年11月30日 一競

91
平成28年度地下鉄南北線及び東西
線信号設備等保守業務委託その１

平成28年4月1日 155,952,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

92
平成28年度鉄道電気設備故障対応
及び統括調整業務委託

平成28年4月1日 181,656,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

93
平成28年度地下鉄南北線及び東西
線自動出改札設備等保守業務委託

平成28年4月1日 203,040,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 随契

94
地下鉄南北線業務電話設備等更新
業務委託

平成28年7月14日 167,400,000 平成28年7月15日 ～ 平成29年3月17日 随契

95
平成28年度地下鉄南北線及び東西
線電路設備保守業務委託

平成28年4月1日 86,940,000 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月28日 指競

96
地下鉄南北線旅客案内設備更新工
事

平成29年11月7日 492,480,000 平成29年11月8日 ～ 平成31年3月15日 一般

97
（仮称）一番町駅自転車等駐車場出
入口等建築及び建築設備工事

平成27年3月12日 323,352,000 平成27年3月13日 ～ 平成29年5月31日 一般

98
平成28年度地下鉄東西線青葉通一
番町駅道路復旧外工事

平成28年8月10日 77,716,800 平成28年8月12日 ～ 平成29年3月31日 指競

99
平成28年度地下鉄東西線仙台駅道
路復旧外工事

平成28年8月10日 81,571,320 平成28年8月12日 ～ 平成29年3月31日 指競

100
平成28年度東西線盛土滲出水処理
業務委託

平成28年4月1日 30,151,440 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 指競
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