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宮城野区役所

1
宮城野区役所冷温水機設備保守業
務委託

平成29年6月5日 2,257,200 平成29年6月5日 ～ 平成30年3月28日 随契

2
宮城野区役所立体駐車場設備等保
守業務委託

平成29年4月1日 3,671,568 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

3
宮城野区役所消防設備点検業務委
託

平成29年9月28日 1,490,400 平成29年9月28日 ～ 平成30年3月28日 指競

4
仙台市鶴ケ谷東コミュニティ・セン
ター屋根修繕緊急工事

平成30年1月24日 8,424,000 平成30年1月25日 ～ 平成30年3月30日 随契

5 鶴ヶ谷中央公園整備工事 平成29年12月22日 10,180,000 平成29年12月25日 ～ 平成30年3月16日 一競

6 鶴巻一丁目東公園原状回復工事 平成29年10月25日 45,209,880 平成29年10月26日 ～ 平成30年4月20日 一競

7
白鳥地区津波防御施設整備工事（２
工区）

平成29年9月28日 263,462,760 平成29年9月29日 ～ 平成30年8月31日 一競

8
（仮称）岩切分台二丁目公園照明灯
設置工事

平成29年12月7日 7,430,400 平成29年12月8日 ～ 平成30年3月23日 指競

9
管内街路除草清掃業務委託（５工
区）

平成29年4月3日 22,961,880 平成29年4月4日 ～ 平成29年11月30日 指競

10
（仮称）仙台駅東１号・２号公園実施
設計業務委託

平成30年8月6日 7,452,000 平成30年8月7日 ～ 平成31年3月22日 指競

11
(市)岡田蒲生線外1線避難経路整備
工事

平成29年10月5日 6,343,920 平成29年10月6日 ～ 平成30年3月15日 指競

12
(市)中袋3号線外1線避難経路整備
工事

平成29年11月15日 21,290,040 平成29年11月16日 ～ 平成30年5月31日 一競

13
宮城野区管内舗装補修工事（２工
区・その１）

平成29年4月10日 30,655,800 平成29年4月11日 ～ 平成29年11月30日 一競

14 （主）仙台松島線舗装改修工事 平成29年9月29日 53,931,960 平成29年10月2日 ～ 平成30年2月28日 一競

15 宮城野区管内路面下空洞対策工事 平成29年8月24日 17,992,800 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日 一競

16 宮城野区管内道路照明灯設置工事 平成30年1月5日 1,684,800 平成30年1月9日 ～ 平成30年3月20日 指競

17
宮城野通モール流水路設備更新工
事（平成２９年度）

平成29年12月6日 6,372,000 平成29年12月7日 ～ 平成30年3月23日 指競

18
(市)宮城野通線自転車道測量詳細
設計業務委託

平成29年8月10日 11,325,960 平成29年8月14日 ～ 平成30年6月29日 指競

19
（主）塩釜亘理線和田新田橋補修設
計等業務委託

平成29年8月21日 4,945,320 平成29年8月22日 ～ 平成30年2月16日 指競

20
仙台駅東口駅前広場ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯ
ｷ昇降機保守点検業務委託

平成29年4月1日 21,513,600 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

21
仙台駅東口駅前広場ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯ
ｷｴｽｶﾚｰﾀｰ踏段修繕業務委託

平成29年7月7日 15,120,000 平成29年7月10日 ～ 平成30年3月30日 随契

22
仙台駅東口駐車場･中野栄駅駐車場
保守管理業務委託

平成29年4月1日 2,183,760 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

23
ＪＲ福田町駅･中野栄駅･小鶴新田駅
自由通路清掃業務委託

平成29年4月1日 3,240,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競
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24
宮城野区管内道路除草清掃業務委
託３工区

平成29年5月24日 22,697,280 平成29年5月25日 ～ 平成29年11月30日 指競

25 宮城野区管内路面下空洞対策工事 平成30年8月23日 13,125,813 平成30年8月24日 ～ 平成31年2月28日 一競

太白区役所

26
仙台市太白区役所立体駐車場保守
点検業務委託

平成29年4月1日 3,240,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

27
仙台市太白区役所冷温水機保守点
検業務委託

平成29年5月10日 1,944,000 平成29年5月10日 ～ 平成30年3月31日 随契

28
太白区役所庁舎非常放送設備ユ
ニット更新等点検業務委託

平成30年2月26日 3,780,000 平成30年2月26日 ～ 平成30年3月31日 指競

29
大野田コミュニティ・センター他1施設
エレベーター設備保守点検業務

平成29年4月1日 1,425,600 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

30
市道郡山折立線（鈎取工区）街路樹
植栽工事

平成29年12月18日 36,778,320 平成29年12月19日 ～ 平成30年3月16日 一競

31
(仮称）富沢駅東２号公園整備工事
（第１期）

平成29年12月1日 21,085,920 平成29年12月4日 ～ 平成30年6月29日 指競

32
太白区管内公園樹夏期剪定業務委
託１（北西部）

平成29年6月5日 5,395,680 平成29年6月6日 ～ 平成29年11月30日 指競

33
太白区管内街路除草清掃等業務委
託2（北東部）

平成29年6月2日 32,639,760 平成29年6月5日 ～ 平成29年11月30日 指競

34
川内旗立（その１）線街路樹植栽工
事

平成30年6月27日 5,056,560 平成30年6月28日 ～ 平成30年10月10日 指競

35
太白区管内街路除草清掃等業務委
託2（北東部）

平成30年5月25日 33,480,000 平成30年5月28日 ～ 平成30年11月16日 指競

36
（市）柳生台畑１号線外１線道路改良
工事

平成30年3月19日 19,247,760 平成30年3月20日 ～ 平成30年9月7日 一競

37 太白区管内側溝整備工事その１ 平成29年6月26日 44,537,040 平成29年6月27日 ～ 平成30年3月30日 一競

38
太白区管内舗装補修工事３工区（前
期）その１

平成29年4月13日 40,453,560 平成29年4月14日 ～ 平成29年10月31日 一競

39
太白区管内交通安全施設設置工事
２工区（前期）

平成29年4月5日 7,756,560 平成29年4月6日 ～ 平成29年10月31日 指競

40 太白区管内市街灯新設工事 平成30年1月23日 6,467,040 平成30年1月24日 ～ 平成30年3月30日 指競

41 （市）田中線測量設計業務委託 平成29年8月16日 9,715,680 平成29年8月17日 ～ 平成30年3月30日 指競

42
（国）２８６号（萱野橋）外2橋橋梁補
修設計業務委託

平成30年1月29日 8,463,960 平成30年1月30日 ～ 平成30年8月31日 指競

43
（市）山田羽黒台２１号線外2線道路
防災対策詳細設計業務委託

平成29年10月11日 16,447,320 平成29年10月12日 ～ 平成30年3月23日 指競

44
仙台南部共同溝（長町工区）保守点
検業務委託

平成29年4月1日 4,320,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

45
太白区管内道路除草清掃等業務委
託２工区

平成29年4月5日 27,894,478 平成29年4月6日 ～ 平成30年1月9日 指競

46 （市）長町町東線道路改良工事 平成30年7月2日 59,488,560 平成30年7月3日 ～ 平成31年3月29日 一競

47
太白区柳生一丁目地区信号機移設
工事

平成30年6月8日 1,490,400 平成30年6月11日 ～ 平成30年7月31日 指競

48
太白区秋保総合支所庁舎空調設備
等保守点検業務委託

平成29年4月1日 1,112,400 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

49
(市)薬師上原線(釜土地区）舗装改修
工事

平成29年7月20日 6,670,080 平成29年7月21日 ～ 平成30年1月31日 指競

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
仙台山寺線除雪ステーション場内修
繕工事

平成29年8月18日 5,621,400 平成29年8月21日 ～ 平成29年10月31日 指競

51 秋保管内防雪柵修繕工事 平成29年8月21日 16,572,600 平成29年8月22日 ～ 平成29年11月30日 一競

52
(市）湯元碁石線(木戸保地区）道路
防災測量設計業務委託

平成29年7月19日 4,698,000 平成29年7月20日 ～ 平成30年2月16日 指競

53 秋保管内防雪柵張出収納業務委託 平成29年11月2日 2,372,760 平成29年11月6日 ～ 平成30年3月31日 指競

54
（一）秋保温泉線（薬師地区）路側帯
カラー化工事

平成30年7月3日 4,332,960 平成30年7月4日 ～ 平成30年9月28日 指競

ガス局

55
仙台市ガス局供給管理棟機械制御
用中央監視盤外更新工事（その2）

平成29年11月14日 41,796,000 平成29年11月15日 ～ 平成30年5月18日 一競

56
仙台市ガス局技術センター北棟ＧＨ
Ｐ更新工事

平成30年1月22日 32,173,200 平成30年1月23日 ～ 平成30年5月31日 一競

57
仙台市ガス局管理用地除草維持業
務

平成29年6月14日 1,706,400 平成29年6月15日 ～ 平成29年11月30日 指競

58
幸町構内自家用電気工作物保守点
検業務

平成29年7月20日 2,970,000 平成29年7月21日 ～ 平成29年12月26日 指競

59
仙台市ガス局供給管理棟高圧幹線
ケーブル更新工事

平成30年9月4日 3,024,000 平成30年9月5日 ～ 平成30年12月6日 指競

60
仙台市ガス局供給管理棟吸収式冷温水
発生機更新工事（その1）設計業務

平成30年7月5日 2,592,000 平成30年7月6日 ～ 平成30年10月31日 随契

61
幸町庁舎等自家使用ＧＨＰ保守点検
業務

平成30年6月7日 1,398,600 平成30年6月8日 ～ 平成30年8月10日 指競

62
幸町庁舎コージェネレーション設備
保守点検業務

平成30年7月30日 7,452,000 平成30年7月31日 ～ 平成31年1月18日 随契

63
ガスサロンエレベーター防災対策改
修業務

平成29年7月26日 5,378,400 平成29年7月27日 ～ 平成30年3月30日 随契

64
幸町及び卸町天然ガススタンド保守
点検業務

平成29年4月1日 16,200,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

65
幸町天然ガススタンド貯水槽更新工
事

平成30年8月9日 6,264,000 平成30年8月10日 ～ 平成30年12月26日 指競

66
あすと長町中央公園新築ガス設備
工事

平成28年7月21日 19,450,800 平成28年7月22日 ～ 平成30年4月30日 随契

67
（仮称）東北医科薬科大学医学部教
育研究棟新築ガス設備工事

平成28年9月26日 64,886,400 平成28年9月27日 ～ 平成30年3月15日 随契

68 仙台市青葉消防署中圧供給管工事 平成30年1月12日 5,098,680 平成30年1月15日 ～ 平成30年3月15日 指競

69
新幹線総合車両センター台車工場
熱源機器ガス設備工事

平成29年4月26日 34,830,000 平成29年4月27日 ～ 平成29年11月30日 随契

70
（仮称）太白区あすと長町一丁目計
画新築ガス設備工事

平成29年9月26日 34,819,200 平成29年9月27日 ～ 平成32年1月20日 随契

71
仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備
事業第四工区その２新築ガス設備工事

平成29年10月20日 8,100,000 平成29年10月23日 ～ 平成30年5月31日 随契

72
（仮称）あすと長町四丁目プロジェク
ト新築ガス設備工事

平成29年11月7日 21,902,400 平成29年11月8日 ～ 平成31年1月15日 随契

73
仙台市台原老人福祉センター及びコミュ
ニティ・センター大規模改修ガス設備工事

平成29年11月29日 1,506,600 平成29年11月30日 ～ 平成30年8月31日 随契

74
仙台市総合防災情報システム更新
ガス設備工事

平成30年1月11日 2,975,400 平成30年1月12日 ～ 平成31年3月31日 随契

75 供給所無停電電源装置更新工事 平成29年10月4日 7,333,200 平成29年10月5日 ～ 平成30年3月30日 指競
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76
ガス供給監視システム子局新設工
事

平成30年3月12日 14,888,880 平成30年3月12日 ～ 平成31年2月25日 一競

77 鶴ヶ谷東整圧器改修工事外６件 平成30年3月16日 25,679,160 平成30年3月19日 ～ 平成30年7月31日 一競

78 電気防食調査（西部） 平成29年11月8日 6,242,400 平成29年11月9日 ～ 平成30年3月15日 指競

79
ガス供給監視システムＴＭＴＣ子局更
新工事

平成30年7月5日 178,200,000 平成30年7月6日 ～ 平成31年6月28日 随契

80
多賀城供給所球形ガスホルダー開
放検査業務

平成30年6月7日 72,327,600 平成30年6月8日 ～ 平成30年12月21日 指競

81
国立仙台病院南線ガス中圧本管工
事

平成29年10月16日 92,225,520 平成29年10月17日 ～ 平成30年6月29日 一競

82
仙台市蒲生北部土地区画整理事業
地内ガス低圧本管工事（その２）

平成29年9月25日 5,979,960 平成29年9月26日 ～ 平成30年3月15日 指競

83
東勝山三丁目地内ガス低圧支管入
替工事（その３）

平成29年7月14日 74,756,520 平成29年7月18日 ～ 平成30年2月28日 一競

84
折立四丁目地内ガス低圧支管入替
工事

平成29年6月30日 101,342,880 平成29年7月3日 ～ 平成30年5月31日 一競

85
吉成一丁目１２番地外ガス低圧支管
入替工事

平成29年5月1日 138,291,840 平成29年5月2日 ～ 平成30年5月31日 一競

86
若林三丁目地内ガス低圧支管入替
工事

平成29年12月4日 18,468,000 平成29年12月5日 ～ 平成30年5月31日 一競

87
向陽台四丁目地内ガス低圧支管入
替工事

平成29年7月14日 84,924,720 平成29年7月18日 ～ 平成30年4月20日 一競

88
岩切二丁目地内ガス低圧支管入替
工事

平成30年4月5日 69,827,400 平成30年4月6日 ～ 平成30年11月30日 一競

89
六丁の目西町６番地内ガス低圧本
管工事

平成30年7月2日 5,022,000 平成30年7月3日 ～ 平成30年10月31日 指競

90 港工場構内補修塗装工事 平成29年10月18日 30,603,960 平成29年10月19日 ～ 平成30年6月29日 一競

91 港工場電話設備更新工事 平成30年1月15日 5,238,000 平成30年1月16日 ～ 平成30年3月16日 随契

92 港工場４号海水ポンプ点検整備業務 平成29年6月28日 15,364,080 平成29年6月29日 ～ 平成30年2月28日 随契

93 港工場海水取水路点検整備業務 平成29年7月11日 22,680,000 平成29年7月12日 ～ 平成29年11月30日 指競

94
港工場ガス工作物定期自主検査及
び整備業務

平成29年7月12日 21,600,000 平成29年7月13日 ～ 平成30年1月31日 指競

95
港工場４号海水ポンプ用モ－タ－コ
イル巻き替え業務

平成29年7月24日 6,588,000 平成29年7月25日 ～ 平成30年2月9日 指競

96
港工場ＢＯＧ圧縮機定期自主検査・
点検整備業務

平成29年7月12日 24,397,200 平成29年7月13日 ～ 平成30年1月31日 随契

97
港工場トラベリングスクリ－ン点検整
備業務

平成29年9月19日 25,920,000 平成29年9月20日 ～ 平成30年2月28日 随契

98 港工場電気設備点検整備業務 平成29年10月16日 17,928,000 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月16日 随契

99
港工場アン・ロ－ディングア－ム及び
ギャングウェイ設備点検整備業務

平成30年8月9日 84,240,000 平成30年8月10日 ～ 平成30年12月28日 随契

100 港工場海水取水設備点検整備業務 平成30年8月1日 4,536,000 平成30年8月2日 ～ 平成30年10月19日 指競

100
水茂浄第29-8号　茂庭浄水場排水
処理施設定期点検整備業務委託

平成29年4月28日 7,722,000 平成29年5月8日 ～ 平成30年3月30日 随契
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