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まちづくり政策局

1
平成29年度帳票後処理機器保守業
務委託

平成29年4月1日 2,966,652 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

2 平成29年度設備保守業務委託 平成29年4月1日 6,833,808 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

若林区役所

3
仙台市若林区役所消防用設備等及び建
築設備等保守定期点検業務委託

平成29年4月1日 2,268,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

4
若林区文化センター舞台諸幕更新
業務委託

平成29年8月29日 3,969,000 平成29年9月1日 ～ 平成29年12月21日 指競

5 荒井東1号公園施設整備工事 平成29年8月2日 45,564,120 平成29年8月3日 ～ 平成30年3月30日 一競

6
新寺小路緑道等再整備工事（その
２）

平成29年11月29日 30,201,120 平成29年11月30日 ～ 平成30年5月18日 一競

7
七郷中央公園外１公園原状回復工
事

平成29年8月31日 45,704,520 平成29年9月1日 ～ 平成30年3月30日 一競

8
若林日辺グランド（ニッペリア）原状
回復工事

平成29年9月1日 105,672,600 平成29年9月4日 ～ 平成30年3月30日 一競

9
東六郷小学校跡地利活用基本設計
業務委託

平成29年10月26日 3,499,200 平成29年10月27日 ～ 平成30年3月27日 指競

10
若林区管内植樹帯刈込除草清掃等
業務委託（その１）

平成29年5月15日 46,282,320 平成29年5月16日 ～ 平成29年11月15日 指競

11
若林区管内街路樹冬期剪定業務委
託（その１）

平成29年11月10日 12,584,160 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月23日 指競

12
（市）荒浜北官林線外1線道路整備
工事

平成28年9月1日 143,199,360 平成28年9月2日 ～ 平成29年6月30日 一競

13
（市）笹屋敷線外３線測量設計業務
委託

平成28年11月7日 11,648,880 平成28年11月8日 ～ 平成29年10月31日 指競

14 若林区管内道路補修工事(その１) 平成29年4月7日 46,008,000 平成29年4月10日 ～ 平成30年3月16日 一競

15 若林区管内交通安全施設補修工事 平成29年4月6日 31,349,160 平成29年4月7日 ～ 平成30年3月16日 一競

16
（市）井土藤塚１号線道路整備工事
（その２）

平成29年10月31日 19,029,600 平成29年11月1日 ～ 平成30年6月29日 随契

17
（一）荒井荒町線道路照明灯設置工
事

平成29年10月30日 5,378,400 平成29年10月31日 ～ 平成30年3月9日 指競

18
六丁の目第１歩道橋外２橋橋梁維持
補修詳細設計業務委託

平成29年7月10日 12,751,560 平成29年7月11日 ～ 平成30年7月20日 指競

19
若林区役所周辺駐車場等設計業務
委託

平成29年9月7日 10,091,520 平成29年9月8日 ～ 平成30年3月22日 指競

20
仙台南部共同溝（若林区管内）保守
点検業務委託

平成29年4月1日 5,724,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

21
仙台南部共同溝（若林区管内）油溜
検知設備修繕業務委託

平成29年12月18日 4,860,000 平成29年12月19日 ～ 平成30年3月30日 指競
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水道局

22
水管財建施第28－26号　仙台市水道局
本庁舎 正面玄関スロープ改修工事

平成29年2月13日 4,320,000 平成29年2月14日 ～ 平成29年7月14日 指競

23
水管財建施第29－23号　仙台市水
道局本庁舎 電話交換機 更新工事

平成30年2月13日 29,855,088 平成30年2月14日 ～ 平成30年8月31日 指競

24
水管財建施第29－29号　仙台市水道局
本庁舎外建築設備調査業務委託

平成29年11月29日 6,031,800 平成29年11月30日 ～ 平成30年7月31日 随契

25
業務電算システム用UPSバッテリー
交換修繕工事

平成29年9月26日 2,330,640 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月30日 随契

26
水配建施第29-11号　配水所・ポンプ場流
量計更新工事（将監第一配水所・湯元送
水ポンプ場・寺岡配水所・北山配水所）

平成29年12月20日 26,340,120 平成29年12月21日 ～ 平成30年5月31日 一競

27
水配建施第29-12号　配水所外灯設
備更新工事

平成29年12月4日 9,138,960 平成29年12月5日 ～ 平成30年4月19日 指競

28
水配配第29-13号　湯元送水ポンプ
場送水ポンプ整備工事

平成29年8月24日 11,880,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日 一競

29
水南配第29-1号 配水管及び給水装
置修繕工事

平成29年4月1日 1,678,339,890 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

30
水南配給第29-26号 鉛給水管解消
工事（宮城野区）その1

平成29年5月24日 34,655,901 平成29年5月25日 ～ 平成30年3月29日 指競

31
水南配給第29-45号 鉛給水管解消
工事に伴う舗装復旧工事その5

平成29年6月20日 37,160,327 平成29年6月21日 ～ 平成30年3月29日 指競

32
水南配配第29-28号 配水幹線敷地等除
草及び樹木管理業務委託（太白区・若林
区・宮城野区）

平成29年5月12日 7,277,040 平成29年5月15日 ～ 平成29年12月15日 指競

33
水南配配第29-5号 圧力・水位調整
弁等巡回保守点検業務委託

平成29年4月1日 9,277,341 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

34
水南配配第29-8号 太白配水幹線浸
出水中和処理業務委託

平成29年4月1日 8,964,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

35
水南配配第29-3号 自動水質監視装
置保守点検業務委託

平成29年4月1日 5,184,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

36
水南配配第29-23号 給水分岐工事に伴
う既設配水管管体等調査業務委託

平成29年4月1日 2,402,563 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

37
水南配配第29－33号　配水幹線保守点
検業務委託（太白区・宮城野区・若林区）

平成29年6月7日 23,976,000 平成29年6月8日 ～ 平成30年3月16日 指競

38
水北配建施第29―2号 口径800粍 旭ヶ丘
三丁目地内国見第二配水幹線受口更正
にかかる不断水仕切弁設置工事

平成30年1月5日 49,680,000 平成30年1月5日 ～ 平成30年9月29日 随契

39
水北配配第29―19号 口径800粍　国見
第二配水幹線管内受口挙動調査業務委
託

平成29年9月8日 4,676,400 平成29年9月11日 ～ 平成30年3月30日 随契

40
管整第27-30号　口径400粍八木山
本町一丁目地内配水本管更新工事

平成28年2月26日 222,324,480 平成28年2月29日 ～ 平成29年11月17日 一競

41
管整第28-11号　口径200・300粍福田町
一丁目地内配水本・支管新設工事

平成28年7月14日 127,381,680 平成28年7月15日 ～ 平成29年11月30日 一競

42
管整第28-12号　口径75・100・150・200粍
南光台東一丁目地内配水支管更新工事

平成28年7月21日 225,231,840 平成28年7月22日 ～ 平成30年3月22日 一競

43
水管路災第28-14号　口径100・150・200
粍蒲生北部土地区画整理地内配水支管
災害復旧工事（その４）

平成28年9月30日 107,212,680 平成28年10月3日 ～ 平成30年3月30日 一競

44
管整第28-34号　口径100粍長命ヶ丘一
丁目地内配水支管更新及び災害時給水
栓（泉区７校）設置工事

平成28年10月3日 93,266,640 平成28年10月4日 ～ 平成29年12月8日 一競

45
管整第28-37号　口径100粍桜木町及び
鹿野本町地内配水支管更新工事

平成29年1月13日 91,601,280 平成29年1月16日 ～ 平成30年3月30日 一競

46
管整第28-53号　口径100粍扇町二丁目
地内配水支管新設及び扇町三丁目地内
配水支管更新工事

平成28年11月9日 97,422,480 平成28年11月10日 ～ 平成30年3月30日 一競

47
管整第28-63号　口径100・150粍鈎取四
丁目及び太白二丁目地内配水支管更新
工事

平成29年2月16日 79,961,040 平成29年2月17日 ～ 平成30年3月30日 一競
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48
管整第28-59号　口径800粍国見第二配
水幹線（小松島二丁目・三丁目及び四丁
目地内）測量・設計・地質調査業務委託

平成28年11月4日 18,711,000 平成28年11月7日 ～ 平成30年2月28日 指競

49
管整第28-66号　口径150粍北長沼堀水
管橋外1橋（荒浜字一里塚地内）実施設
計業務委託

平成29年1月23日 11,723,400 平成29年1月24日 ～ 平成29年7月31日 指競

50
管整第29-9号　口径200粍白沢湯元送水
管（秋保町境野字七森地内）新設工事
（その1）

平成29年7月19日 78,055,920 平成29年7月20日 ～ 平成30年3月30日 一競

51
管整第29-16号　口径100・150粍茂庭字
人来田西・郷六字葛岡下地内配水支管
更新及び災害時給水栓（太白区2校）設

平成29年10月3日 63,396,000 平成29年10月4日 ～ 平成30年6月29日 一競

52
管整第29―21号　口径75・100粍大和町五丁目地内配水支
管更新及び大和町一丁目・遠見塚一丁目地内配水支管新
設並びに災害時給水栓（若林区2校）設置工事

平成29年9月13日 42,120,000 平成29年9月14日 ～ 平成30年4月23日 一競

53
管整第29-36号　口径100・150粍萩
野町三丁目地内配水管更新工事

平成29年11月6日 39,096,000 平成29年11月7日 ～ 平成30年5月31日 一競

54
水施建施第28-5号　荒巻配水所更
新工事（建築工事）

平成28年7月19日 94,392,000 平成28年7月20日 ～ 平成29年7月31日 一競

55
水施建施第28-24号　福岡取水場粉
末活性炭注入棟新築工事

平成28年10月6日 72,236,016 平成28年10月7日 ～ 平成30年1月31日 一競

56
水施建施第28-2号　茂庭浄水場ＰＡ
Ｃ注入設備更新工事（電気設備）

平成28年7月21日 153,587,880 平成28年7月22日 ～ 平成30年3月30日 一競

57
水施建施第28-3号　福岡浄水場受
変電設備更新工事

平成28年7月28日 196,308,360 平成28年7月29日 ～ 平成29年9月29日 一競

58
水施建施第28-4号　福岡浄水場自
家発電設備更新工事

平成28年8月24日 189,201,960 平成28年8月25日 ～ 平成29年10月31日 一競

59
水施建施第28-8号　荒巻配水所更
新工事（電気設備）

平成28年7月27日 248,833,080 平成28年7月28日 ～ 平成30年3月30日 一競

60
水施建施第28-1号　茂庭浄水場ＰＡ
Ｃ注入設備更新工事（機械設備）

平成28年7月19日 398,955,240 平成28年7月20日 ～ 平成30年3月30日 一競

61
水施建施第28-21号　福岡取水場粉末活
性炭注入設備新設工事（機械設備）

平成28年9月29日 155,413,080 平成28年9月30日 ～ 平成30年3月29日 一競

62
水施建施第28-36号　監視カメラ及びITV
設備等（更新・新設）実施設計業務委託

平成28年10月25日 27,281,880 平成28年10月26日 ～ 平成29年9月29日 指競

63
水施浄第28-32号　低濃度PCB廃棄
物処分業務委託

平成28年12月12日 1,177,200 平成28年12月13日 ～ 平成29年5月31日 随契

64
水施建施第29-12号 南中山配水所
耐震補強工事

平成29年8月9日 356,049,000 平成29年8月10日 ～ 平成31年3月28日 一競

65
水施原第29-31号　福岡取水場護床
ブロック復旧工事

平成29年9月13日 60,692,760 平成29年9月14日 ～ 平成30年3月29日 一競

66
水施建施第29-6号　鈎取山配水所２
号配水池外面改良工事

平成29年6月21日 83,257,200 平成29年6月22日 ～ 平成30年3月29日 一競

67
水施浄第29-7号　茂庭浄水場西ろ
過池屋上防水及び外壁改修工事

平成29年7月10日 70,036,920 平成29年7月11日 ～ 平成30年3月29日 一競

68
水施配第29-23号　錦ケ丘低区配水
所屋上防水・外壁改修工事

平成29年9月13日 15,571,440 平成29年9月14日 ～ 平成30年2月28日 一競

69
水施建施第29-1号 綱木坂送水ポン
プ場非常用発電設備更新工事

平成29年7月25日 204,768,000 平成29年7月26日 ～ 平成30年9月27日 一競

70
水施建施第29-15号 平成29年度　監視
制御システム改良及びデータサーバ更新
工事

平成29年6月28日 68,040,000 平成29年6月29日 ～ 平成30年5月31日 随契

71
水施建施第29-29号　監視システム
テレメータ基地局移設工事

平成29年10月12日 102,600,000 平成29年10月13日 ～ 平成30年9月21日 随契

72
水施建配第29-2号　堂所調圧水槽・
堂所送水ポンプ場新設工事

平成29年6月23日 110,731,320 平成29年6月26日 ～ 平成30年7月12日 一競

73
水施浄第29-8号　茂庭浄水場高置
水槽補修基本・実施設計業務委託

平成29年7月4日 17,928,000 平成29年7月5日 ～ 平成30年3月30日 指競

74
水施原第29-29号　青下第三ダム制
水扉修繕仮締切設計業務委託

平成29年8月29日 6,366,600 平成29年8月30日 ～ 平成30年3月29日 指競
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75
水施原第29-32号　福岡取水場管理棟屋
上防水・外壁改修設計業務委託

平成29年8月7日 1,447,200 平成29年8月8日 ～ 平成30年3月29日 指競

76
水施浄第29-35号　福岡浄水場管理
本館耐震診断業務委託

平成29年9月8日 4,104,000 平成29年9月11日 ～ 平成30年3月29日 指競

77
水施浄第29-1号　消防設備等保守
点検業務委託

平成29年5月15日 2,214,000 平成29年5月16日 ～ 平成30年2月9日 指競

78
水施配第29-5号　自家用電気工作
物保守点検業務委託（配水部門）

平成29年6月8日 19,764,000 平成29年6月9日 ～ 平成30年2月28日 指競

79
水施浄第29-15号　建築保全システ
ム施設調査業務委託

平成29年6月7日 2,484,000 平成29年6月8日 ～ 平成29年9月29日 指競

80
水施配第29-19号　超音波流量計保
守点検業務委託

平成29年6月15日 8,910,000 平成29年6月16日 ～ 平成30年2月28日 指競

81
水水質浄第29-2号　水質検査セン
ター器具洗浄業務委託

平成29年4月1日 4,212,000 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 指競

82
水水質浄第29-8号　ダイオキシン類
調査業務委託

平成29年6月16日 2,592,000 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月14日 指競

83
水国浄第29-324号　福岡浄水場法
面修繕工事

平成29年12月18日 1,404,000 平成29年12月19日 ～ 平成30年3月30日 随契

84
水国建施第29-41号　作並浄水場監
視用PLC更新工事

平成29年10月17日 8,532,000 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月29日 随契

85
水国浄第29-204号　中原浄水場自
家発設備ガスタービン修繕工事

平成29年8月18日 85,320,000 平成29年8月21日 ～ 平成30年3月13日 一競

86
水国建施第29-21号　作並浄水場次
亜注入機更新工事

平成29年11月15日 14,163,120 平成29年11月16日 ～ 平成30年3月29日 一競

87
水国浄第29-312号　福岡浄水場濃
縮槽汚泥掻寄機分解整備修繕工事

平成29年9月27日 13,716,000 平成29年9月28日 ～ 平成30年3月27日 一競

88
水国浄第29-2号　国見浄水場排水
処理施設運転管理業務委託

平成29年4月1日 9,845,613 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 随契

89
水国浄第29-3号　作並浄水場運転
管理業務委託

平成29年4月1日 113,400,000 平成29年4月1日 ～ 平成32年3月31日 指競

90
水国浄第29-8号　国見浄水場所管
施設除草業務委託

平成29年5月17日 15,928,920 平成29年5月18日 ～ 平成29年11月30日 指競

91
水国浄第29-15号　国見浄水場９・１
０号ろ過池更生整備業務委託

平成29年9月11日 19,980,000 平成29年9月12日 ～ 平成30年1月31日 指競

92
水国原第29-201号　中原導水路及
び中原浄水場等除草業務委託

平成29年5月18日 17,843,760 平成29年5月19日 ～ 平成29年12月28日 指競

93
水国浄第29-205号　国見及び中原浄水
場浄水発生土改良土化処理業務委託

平成29年6月19日 11,480,114 平成29年6月20日 ～ 平成30年2月28日 指競

94
水茂浄第29-40号　茂庭浄水場舗装
修繕工事

平成29年12月15日 12,790,440 平成29年12月18日 ～ 平成30年3月30日 一競

95
水茂建施第29-4号　上追沢沈砂池
取水流量計更新工事

平成29年8月30日 7,278,120 平成29年8月31日 ～ 平成30年2月28日 指競

96
水茂建施第29-2号　茂庭浄水場ろ
過池表洗管更新工事（その５）

平成29年9月15日 81,000,000 平成29年9月19日 ～ 平成30年3月30日 一競

97
水茂原第29-4号　茂庭浄水場釜房
取水塔内取水盤修繕工事

平成29年6月13日 28,576,800 平成29年6月14日 ～ 平成30年1月31日 一競

98
水茂浄第29-13号　茂庭浄水場高架
タンクフラップゲート修繕工事

平成29年6月7日 10,687,680 平成29年6月8日 ～ 平成30年3月30日 指競

99
水茂浄第29-18号　茂庭浄水場１・３号汚
泥濃縮装置ろ過モジュールろ布取替修繕
工事

平成29年8月22日 8,208,000 平成29年8月23日 ～ 平成30年1月31日 随契

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


