
■平成３０年度　建設工事入札結果一覧　（平成３１年３月２５日現在）

開　始 完　成 住　所 業　者　名

1 1 宿舞根（藤北）地区避難誘導施設伐採工事 平成30年3月27日 平成30年4月2日 平成30年4月3日 平成30年10月31日 宮城県気仙沼市赤岩牧沢44 気仙沼市森林組合 7,809,000 円 7,800,000 円 8,424,000 円

2 2
23年災第5513号土台磯漁港海岸金比羅前護岸
災害復旧工事

平成30年4月4日 平成30年4月10日 平成30年4月11日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町中島141
番地

株式会社森谷組 29,048,000 円 29,000,000 円 31,320,000 円

3 3
魚町・南町地区土地区画整理事業　ガス管移設
工事

平成30年4月6日 平成30年4月10日 平成30年4月11日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市上田中一丁目１
番14号

リック株式会社　東北支店 3,390,000 円 3,300,000 円 3,564,000 円

4 4 杉ノ下イチゴ栽培棟プラント設備工事 平成30年4月18日 平成30年4月24日 平成30年4月25日 平成30年7月31日 宮城県気仙沼市最知荒沢192-1 北斗株式会社 75,130,000 円 70,000,000 円 75,600,000 円

5 5 田尻線道路改良工事 平成30年4月18日 平成30年4月24日 平成30年4月25日 平成30年10月31日
宮城県大崎市古川小野字馬場２
５番地の１

我妻建設株式会社 45,130,000 円 41,700,000 円 45,036,000 円

6 6
波路上地区漁集事業５号集落道交差点部改良
工事

平成30年4月18日 平成30年4月24日 平成30年4月25日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 8,009,000 円 7,490,000 円 8,089,200 円

7 7
気仙沼市松崎片浜仮設事務所・仮設店舗撤去
工事

平成30年4月18日 平成30年4月24日 平成30年4月25日 平成30年6月30日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 9,050,000 円 8,145,000 円 8,796,600 円

8 8 （仮称）大島ウェルカム・ターミナル造成工事 平成30年4月27日 平成30年5月7日 平成30年5月8日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
１１号

株式会社小野良組 125,094,000 円 125,000,000 円 135,000,000 円

9 9
波路上地区漁集事業１号水産関係用地整備工
事

平成30年4月27日 平成30年5月7日 平成30年5月8日 平成30年12月20日
宮城県本吉郡南三陸町歌津字港
１７５番地２

株式会社阿部伊組 27,923,000 円 27,000,000 円 29,160,000 円

10 10 杉ノ下穀物乾燥調製施設等新築工事 平成30年5月7日 平成30年5月14日 平成30年5月15日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
１１号

株式会社小野良組 133,980,000 円 121,000,000 円 130,680,000 円

11 11 沖の田穀物乾燥調製施設新築工事 平成30年5月7日 平成29年6月23日 平成29年6月24日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市本吉町津谷松尾
５４番地1

津谷林産建設株式会社 57,030,000 円 50,990,000 円 55,069,200 円

12 12
23年災第5340号長崎漁港漁業用道路外災害復
旧工事

平成30年5月7日 平成30年5月14日 平成30年5月15日 平成31年3月28日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 68,092,000 円 65,092,000 円 70,299,360 円

13 13 小鯖地区避難誘導施設整備工事 平成30年5月7日 平成30年5月14日 平成30年5月15日 平成30年10月31日
宮城県石巻市門脇字青葉東６２
－７　サンライズ青葉C-3

有限会社新生建設　東北支店 35,437,000 円 31,170,000 円 33,663,600 円

14 14
松岩（片浜）地区漁集事業１号水産関係用地整
備工事

平成30年5月7日 平成30年5月14日 平成30年5月15日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 11,412,000 円 10,300,000 円 11,124,000 円

15 15 波路上地区漁集事業２号集落道整備工事 平成30年5月7日 平成30年5月14日 平成30年5月15日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市本吉町圃の沢４
４番地１

大光建設有限会社 14,679,000 円 12,900,000 円 13,932,000 円

16 16 魚町・南町地区駐車場整備工事 平成30年4月27日 平成30年5月7日 平成30年5月7日 平成30年6月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 3,361,000 円 3,300,000 円 3,564,000 円

17 17 南町地区土地区画整理事業仮駐車場整備工事 平成30年5月8日 平成30年5月9日 平成30年5月10日 平成30年6月29日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 4,614,000 円 4,600,000 円 4,968,000 円

予定価格 入札価格
（　当　初　）
請負契約額

　予定価格（税込）が１３０万円超の工事を公表しています。

№

工
事
番
号

工　　　　事　　　　名 入　札　日 契　約　日
（　当　初　）　工　　期 （　当　初　）　請　負　業　者

※契約日欄が空欄のもの（不調等のものは除く。）は，仮契約中の案件であり，市議会の議決後に契約日，予定価格等を公表します。
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開　始 完　成 住　所 業　者　名

予定価格 入札価格
（　当　初　）
請負契約額

№

工
事
番
号

工　　　　事　　　　名 入　札　日 契　約　日
（　当　初　）　工　　期 （　当　初　）　請　負　業　者

18 18
23災第20961号（9）国道岩井崎線道路災害復
旧工事

平成30年5月21日 平成30年5月28日 平成30年5月29日 平成30年12月21日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 76,882,000 円 70,000,000 円 75,600,000 円

19 19
宿舞根（藤北）地区漁集事業２号集落道外整備
工事

平成30年5月21日 平成30年6月22日 平成30年6月23日 平成32年3月31日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 380,398,000 円 364,000,000 円 393,120,000 円

20 20
宿舞根（浦）地区漁集事業水産関係用地外整備
工事

平成30年5月21日 平成30年5月28日 平成30年5月29日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市魚町三丁目１番
８号

株式会社熊剛組 80,751,000 円 80,000,000 円 86,400,000 円

21 21
横沼漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備外
工事

平成30年5月21日 平成30年6月22日 平成30年6月23日 平成33年3月31日
宮城県石巻市新館三丁目７番２
４号

株式会社ウオタニ　東北支店 747,051,000 円 675,200,000 円 729,216,000 円

22 22
二十一浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整
備工事

平成30年5月21日 平成30年6月22日 平成30年6月23日 平成33年3月31日
宮城県仙台市青葉区一番町二丁
目１番２号

株式会社森本組　東北支店 2,665,609,000 円 2,480,000,000 円 2,678,400,000 円

23 23
漁港改良助成事業　土台磯漁港海岸消波ブ
ロック設置工事

平成30年5月21日 平成30年5月28日 平成30年5月29日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市本吉町中島141
番地

株式会社森谷組 2,679,000 円 2,500,000 円 2,700,000 円

24 24
気仙沼市朝日町津波復興拠点燃油施設防護壁
設置工事

平成30年5月24日 平成30年6月22日 平成30年6月23日 平成31年3月29日
宮城県仙台市青葉区二日町１６
番２０号

五洋建設株式会社　東北支店 308,801,000 円 308,000,000 円 332,640,000 円

25 26
都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線橋梁上部工
工事

平成30年5月30日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成32年9月30日
宮城県仙台市青葉区中央一丁目
６番３５号

川田建設株式会社 東北支店 1,058,465,000 円 956,030,000 円 1,032,512,400 円

26 27 気仙沼市階上公民館外空調設備設置工事 平成30年5月30日 平成30年6月5日 平成30年6月6日 平成30年8月15日
宮城県気仙沼市本吉町道外１７
２番地４

株式会社木村電気システム 31,360,000 円 28,350,000 円 30,618,000 円

27 28 （仮称）浜区消防屯所災害復旧移転新築工事 平成30年5月30日 平成30年6月5日 平成30年6月6日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 34,307,000 円 31,180,000 円 33,674,400 円

28 29
防災集団移転促進事業に伴う公園等整備工事
（鹿折北地区外）

平成30年5月30日 平成31年1月31日 不落 82,444,000 円

29 30 前浜漁港鯛待場防波堤災害復旧付帯工事 平成30年5月30日 平成30年6月5日 平成30年6月6日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市本吉町泉沢１２
０番地１４０

有限会社及川工務店 1,657,000 円 1,650,000 円 1,782,000 円

30 31 長浜漁港災害復旧付帯工事（その３） 平成30年6月5日 平成30年6月11日 平成30年6月12日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
11号

株式会社小野良組 3,299,000 円 3,280,000 円 3,542,400 円

31 32 気仙沼市ごみ焼却場２号炉耐火物補修工事 平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年12月28日
宮城県栗原市金成姉歯字銭神沢
１番地２　クレハマンション１０１号

佐藤築炉工業株式会社 宮城営
業所

16,622,000 円 16,350,000 円 17,658,000 円

32 33
（仮称）鹿折地区コミュニティセンター新築太陽
光発電設備設置工事

平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市岩月寺沢１５０
番地１１

株式会社髙新電気工事 16,114,000 円 14,340,000 円 15,487,200 円

33 34
23災第21407号（4）尾崎橋（下部工地盤改良）
橋梁災害復旧工事

平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年9月28日 宮城県気仙沼市大浦１９５－２ 株式会社アスリード 32,013,000 円 28,880,000 円 31,190,400 円

34 35 29災落合線外3災害復旧工事 平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 2,305,000 円 2,033,000 円 2,195,640 円

35 36
23災（単災）八日町南町線道路災害復旧工事
（その２）

平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 7,635,000 円 7,300,000 円 7,884,000 円

36 37 29単災春日山線災害復旧工事 平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市岩月箒沢７１番
地４

石井工業株式会社 気仙沼営業
所

4,240,000 円 3,670,000 円 3,963,600 円

2/16



開　始 完　成 住　所 業　者　名

予定価格 入札価格
（　当　初　）
請負契約額

№

工
事
番
号

工　　　　事　　　　名 入　札　日 契　約　日
（　当　初　）　工　　期 （　当　初　）　請　負　業　者

37 38
23災第20959号（12）港岩井崎線外2路線道路
災害復旧工事

平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
11号

小野良組・沢木組復旧・復興建設
工事共同企業体
代表　株式会社　小野良組

14,033,000 円 14,000,000 円 15,120,000 円

38 42 只越地区漁集事業水産関係用地外整備工事 平成30年6月18日 平成30年6月25日 平成30年6月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 63,373,000 円 63,300,000 円 68,364,000 円

39 44 古町児童館解体工事 平成30年7月2日 平成30年7月9日 平成30年7月10日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 4,458,000 円 3,980,000 円 4,298,400 円

40 45 29単災歌生海岸線災害復旧工事 平成30年7月2日 平成30年7月9日 平成30年7月10日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市赤岩舘森１６番
地７

株式会社内海工業 3,845,000 円 3,501,000 円 3,781,080 円

41 46 30災鳥沢川外2河川災害復旧工事 平成30年7月2日 平成30年7月9日 平成30年7月10日 平成30年12月28日 宮城県気仙沼市港町４９７－１ 株式会社みちのく建設工業 1,714,000 円 1,480,000 円 1,598,400 円

42 47 南気仙沼復興市民広場造成工事 平成30年7月2日 平成30年7月9日 平成30年7月10日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市東八幡前２７６
番地

株式会社丸本建設 55,777,000 円 49,180,000 円 53,114,400 円

43 48
防災集団移転促進事業に伴う公園等整備工事
（面瀬地区外）

平成30年7月2日 不調

44 49
防災集団移転促進事業に伴う公園等整備工事
（松崎浦田地区外）

平成30年7月2日 不調

45 50
都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線（第２工区）
道路改良工事

平成30年7月2日 平成30年7月9日 平成30年7月10日 平成31年3月29日
宮城県黒川郡大郷町山崎字藤九
郎７番地２

中鉢建設株式会社　東北支店 94,433,000 円 89,754,000 円 96,934,320 円

46 53 粗大ごみ処理施設制御機器更新工事 平成30年7月12日 平成30年7月19日 平成30年7月20日 平成30年12月28日
宮城県仙台市青葉区一番町一丁
目９番１号　仙台トラストタワー

メタウォーター株式会社　東北営
業部

8,100,000 円 8,100,000 円 8,748,000 円

47 54 30災羽田川災害復旧工事 平成30年7月12日 平成30年7月19日 平成30年7月20日 平成30年8月31日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 2,942,000 円 2,940,000 円 3,175,200 円

48 55 農村環境改善センター空調設備更新工事 平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年9月15日
宮城県気仙沼市本吉町中島１４
１番地

株式会社森谷組 4,160,000 円 3,930,000 円 4,244,400 円

49 56
（仮称）鹿折地区コミュニティセンター新築外構
工事

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年10月15日
宮城県気仙沼市内の脇一丁目１
４番地

株式会社すがとし建設 20,755,000 円 18,600,000 円 20,088,000 円

50 57 気仙沼市立津谷小学校北校舎解体等工事 平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年10月15日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 19,609,000 円 17,350,000 円 18,738,000 円

51 58 気仙沼市本郷仮設倉庫撤去工事 平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市東八幡前１２０
番地１

やましち建設株式会社 3,696,000 円 2,700,000 円 2,916,000 円

52 59
魚町・南町地区土地区画整理事業区域汚水管
渠災害復旧工事（その４）

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成31年3月31日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 100,175,000 円 89,950,000 円 97,146,000 円

53 60
気仙沼市単独公共下水道（汚水）災害復旧工事
（低地ゾーン土地利用促進事業区域）（その１０）

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成31年3月31日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 39,549,000 円 35,600,000 円 38,448,000 円

54 61
気仙沼市単独公共下水道（汚水）災害復旧工事
（内の脇地区その１）

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市本吉町九多丸１
１８番２

株式会社旭栄　東北支店 30,323,000 円 29,900,000 円 32,292,000 円

55 62 竹の沢線道路改良工事 平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年12月10日
宮城県気仙沼市岩月箒沢７１番
地４

石井工業株式会社　気仙沼営業
所

10,448,000 円 9,200,000 円 9,936,000 円
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56 63
大沢地区漁集事業集会施設用地整備工事（そ
の２）

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成31年1月31日 宮城県気仙沼市九条３９２番地 株式会社佐藤建設 7,624,000 円 6,700,000 円 7,236,000 円

57 66
23災第21457号（3）二十一浜橋橋梁災害復旧
工事

平成30年7月18日 平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成30年9月26日
宮城県仙台市青葉区錦町一丁目
1番31号

熱海建設株式会社 10,089,000 円 10,000,000 円 10,800,000 円

58 65
23災第20944号（6）東中才東八幡前線道路災
害復旧工事

平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成31年3月29日
宮城県仙台市青葉区花京院2-
1-14

三井住友建設株式会社　東北支
店

33,307,000 円 33,200,000 円 35,856,000 円

59 73 本吉斎場火葬炉等改修工事 平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成30年12月28日
秋田県秋田市寺内神屋敷１１番
１８号

株式会社炉研 27,075,000 円 27,000,000 円 29,160,000 円

60 74 防犯灯設置工事（その1） 平成30年8月2日 平成30年10月22日 不調

61 75
23災第20503号（1）夜這路川河川災害復旧工
事

平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成31年3月29日
宮城県仙台市泉区南光台東一丁
目３１－８

株式会社石原組　東北支店 114,083,000 円 101,470,000 円 109,587,600 円

62 76 23災第20513号（2）森合川河川災害復旧工事 平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成31年3月22日
宮城県石巻市大街道西二丁目１
番地９８

株式会社倉元建設 東北本部 75,786,000 円 67,667,000 円 73,080,360 円

63 77 岩ケ崎アンダーパス水路改修工事 平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成30年9月28日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 2,048,000 円 1,870,000 円 2,019,600 円

64 78
気仙沼向洋高校旧校舎等震災遺構保存整備外
構工事

平成30年8月2日 平成30年8月8日 平成30年8月9日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市東八幡前１２０
番地１

やましち建設株式会社 135,090,000 円 122,800,000 円 132,624,000 円

65 79
宿舞根（舞根）地区漁集事業水産関係用地整備
工事

平成30年8月6日 平成30年8月13日 平成30年8月14日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市岩月箒沢３６番
３

有限会社宮手舗装工業 6,038,000 円 6,000,000 円 6,480,000 円

66 82
石浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤
整備工事（その２）

平成30年8月21日 平成30年10月1日 平成30年10月2日 平成32年3月27日
宮城県仙台市泉区南光台東一丁
目31番8号

株式会社石原組　東北支店 469,610,000 円 425,300,000 円 459,324,000 円

67 83 梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事 平成30年8月21日 平成30年10月1日 平成30年10月2日 平成31年12月20日
宮城県大崎市古川小野字馬場25
番地の1

我妻建設株式会社 200,505,000 円 179,000,000 円 193,320,000 円

68 84 宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事 平成30年8月21日 平成30年10月1日 平成30年10月2日 平成31年3月29日
宮城県仙台市泉区松陵二丁目7
番1号

株式会社重松組　東北支店 181,731,000 円 161,500,000 円 174,420,000 円

69 85
都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線道路改良工
事（その2）

平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年3月29日
宮城県石巻市築山四丁目3番61
号

石見銀山建設株式会社　宮城支
店

120,037,000 円 110,000,000 円 118,800,000 円

70 86 23災第20511号（3）滝ノ入川河川災害復旧工事 平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年3月22日
宮城県仙台市青葉区本町二丁目
3番10号

株式会社エム・テック　仙台支店 136,756,000 円 127,000,000 円 137,160,000 円

71 87
防災集団移転促進事業に伴う公園・緑地整備
工事（松崎浦田地区外3地区）

平成30年8月21日 平成31年3月29日 不調

72 88
防災集団移転促進事業に伴う公園・緑地整備
工事（所沢地区外2地区）

平成30年8月21日 平成31年3月29日 不調

73 89
防災集団移転促進事業に伴う公園・緑地整備
工事（鹿折北地区外4地区）

平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 61,141,000 円 61,000,000 円 65,880,000 円

74 90
菖蒲沢線外1路線（岩尻縦貫線）道路改良工事
（その2）

平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市松崎高谷242番
地

株式会社千葉設計 23,855,000 円 23,800,000 円 25,704,000 円

75 91 平成30年度林道平山線改良舗装工事 平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年3月11日
宮城県気仙沼市本吉町中島141
番地

株式会社森谷組 30,878,000 円 28,016,000 円 30,257,280 円
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76 92
防災集団移転促進事業に伴う附帯工事（大沢A
地区外31地区）

平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年2月28日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 12,038,000 円 11,550,000 円 12,474,000 円

77 93
23災第20944号（7）栄町新浜町2号線外6路線
道路災害復旧工事

平成30年8月21日 平成31年3月29日 不調

78 94 岩ヶ崎ポンプ場ポンプ改修工事 平成30年8月21日 平成30年12月21日 不落

79 95 気仙沼市斎場控室等改修工事 平成30年8月21日 平成30年8月27日 平成30年8月28日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市所沢166-9 有限会社　関口建設 7,052,000 円 6,318,000 円 6,823,440 円

80 97
大島（長崎）地区漁集事業1号避難路外整備工
事

平成30年8月28日 平成30年9月3日 平成30年9月4日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 16,694,000 円 16,500,000 円 17,820,000 円

81 99 長柴高前田線舗装修繕工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 27,657,000 円 24,870,000 円 26,859,600 円

82 100
23災第20960号（5）南最知3号線外2路線道路
災害復旧工事

平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年2月22日
宮城県富谷市ひより台1-44-6-
205

株式会社桑田産業　宮城営業所 15,810,000 円 14,900,000 円 16,092,000 円

83 101 23単災長畑開拓線災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年12月25日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 6,615,000 円 6,480,000 円 6,998,400 円

84 102 23単災倉の沢線外2路線災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年11月30日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 3,292,000 円 3,200,000 円 3,456,000 円

85 103 23単災烏帽子線外1路線災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年11月30日
宮城県気仙沼市本吉町登米沢
87-2

株式会社ガイアート気仙沼営業
事務所

2,045,000 円 2,000,000 円 2,160,000 円

86 104 幸町南が丘線道路改良工事（その１） 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年3月25日
宮城県気仙沼市古町二丁目6番
34号

株式会社宮内組　気仙沼営業所 101,683,000 円 94,800,000 円 102,384,000 円

87 105
防災集団移転促進事業に伴う面瀬川線道路改
良工事（その１）

平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年3月25日
宮城県気仙沼市本吉町九多丸１
１８番２

株式会社旭栄　東北支店 74,810,000 円 67,100,000 円 72,468,000 円

88 106
気仙沼市単独公共下水道（汚水）災害復旧工事
（朝日町地区その1）

平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年3月31日
宮城県気仙沼市本吉町九多丸１
１８番２

株式会社旭栄　東北支店 52,325,000 円 46,300,000 円 50,004,000 円

89 107 公共下水道汚水管渠築造工事（単独）南郷工区 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市港町４９７－１ 株式会社みちのく建設工業 26,169,000 円 25,800,000 円 27,864,000 円

90 108
23災第20959号（13）尾崎1号線外1路線道路災
害復旧工事

平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 37,480,000 円 36,000,000 円 38,880,000 円

91 109 23災第20949号（3）実吉線道路災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市魚町三丁目１番
８号

株式会社熊剛組 36,140,000 円 34,700,000 円 37,476,000 円

92 110 23災（単災）尾崎6号線道路災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 11,608,000 円 11,000,000 円 11,880,000 円

93 111 茗荷沢線側溝修繕工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年11月30日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 4,675,000 円 4,050,000 円 4,374,000 円

94 112 30災金取川外1河川災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年12月28日 宮城県気仙沼市港町４９７－１ 株式会社みちのく建設工業 1,966,000 円 1,700,000 円 1,836,000 円

95 113 30災内松川頭首工護岸災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成31年1月15日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 2,726,000 円 2,420,000 円 2,613,600 円
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96 114 都市計画道路魚市場中谷地線構造物撤去工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年11月30日
宮城県気仙沼市本吉町外尾３８
番地５

有限会社中舘工務店 1,433,000 円 1,340,000 円 1,447,200 円

97 115 登米沢海岸公衆便所災害復旧工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市上田中二丁目１
２番地２

株式会社伊藤組 7,941,000 円 7,070,000 円 7,635,600 円

98 116 グループホーム桑の実給湯設備設置工事 平成30年9月4日 平成30年9月10日 平成30年9月11日 平成30年11月15日
宮城県気仙沼市東八幡前３６６
番地１

有限会社熊谷商店 2,256,000 円 2,050,000 円 2,214,000 円

99 119 横断側溝修繕工事 平成30年9月19日 平成31年1月31日 不落 7,718,000 円

100 120
23災第20959号（14）前浜7号線外3路線道路災
害復旧工事

平成30年9月19日 平成30年9月26日 平成30年9月27日 平成31年3月22日
宮城県塩竈市北浜四丁目３番２
１号サミー北浜１０１号

有限会社大開工業 東北支店 65,406,000 円 58,090,000 円 62,737,200 円

101 123
防災集団移転促進事業に伴う長磯浜地区内田
水路工事

平成30年9月19日 平成30年9月26日 平成30年9月27日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
１１号

株式会社小野良組 5,792,000 円 5,700,000 円 6,156,000 円

102 124 本吉有機肥料センター袋詰装置改修工事 平成30年9月19日 平成30年9月26日 平成30年9月27日 平成31年3月8日
宮城県仙台市若林区遠見塚3-
14-10

ニューロング株式会社 仙台営業
所

12,015,000 円 11,990,000 円 12,949,200 円

103 127 岩ヶ崎ポンプ場ポンプ改修工事 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市朝日町２２番地
８

株式会社小野寺鐵工所 9,233,000 円 9,000,000 円 9,720,000 円

104 128
23災第21407号（5）尾崎橋（下部工）橋梁災害
復旧工事

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市古町二丁目6番
34号

株式会社宮内組　気仙沼営業所 121,234,000 円 108,000,000 円 116,640,000 円

105 129 羽田川上線道路改良工事（その２） 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 71,127,000 円 63,100,000 円 68,148,000 円

106 130
防災集団移転促進事業に伴う公園・緑地整備
工事（赤岩杉ノ沢地区外1地区）

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 71,743,000 円 67,400,000 円 72,792,000 円

107 131
防災集団移転促進事業に伴う公園整備工事
（階上長磯浜地区外1地区）

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月29日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 47,090,000 円 46,700,000 円 50,436,000 円

108 132
防災集団移転促進事業に伴う公園整備工事
（面瀬地区）

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 29,827,000 円 26,180,000 円 28,274,400 円

109 133
防災集団移転促進事業に伴う公園整備工事
（松崎浦田地区）

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 17,139,000 円 16,950,000 円 18,306,000 円

110 134
防災集団移転促進事業に伴う公園整備工事
（所沢地区）

平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市百目木１１２－１
０

株式会社小野寺組 10,390,000 円 10,300,000 円 11,124,000 円

111 135 石川原橋橋梁補修工事 平成30年10月4日 平成31年3月22日 不調

112 136 23単災津谷地区法定外水路災害復旧工事 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 7,281,000 円 7,000,000 円 7,560,000 円

113 137 23単災前浜中上線外1路線災害復旧工事 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年1月21日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 4,305,000 円 3,840,000 円 4,147,200 円

114 138 交通安全施設設置工事 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 5,619,000 円 4,870,000 円 5,259,600 円

115 139 小鯖公衆トイレ災害復旧新築工事 平成30年10月4日 平成30年10月11日 平成30年10月12日 平成31年2月28日 宮城県気仙沼市所沢166-9 有限会社　関口建設 16,666,000 円 15,000,000 円 16,200,000 円
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116 140 都市計画道路本町宮口下線構造物撤去工事 平成30年10月4日 平成30年10月5日 平成30年10月9日 平成30年10月31日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 2,169,000 円 1,635,000 円 1,765,800 円

117 141
気仙沼市気仙沼地域情報通信基盤災害復旧工
事

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月29日
宮城県仙台市若林区清水小路６
番１号

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　東
北支店

8,339,000 円 8,300,000 円 8,964,000 円

118 143
23災第20961号（10）国道岩井崎線道路災害復
旧工事（その２）

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市岩月箒沢７１番
地４

石井工業株式会社  気仙沼営業
所

70,767,000 円 62,500,000 円 67,500,000 円

119 144
23災第20944号（7）栄町新浜町2号線外6路線
道路災害復旧工事

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 8,989,000 円 8,900,000 円 9,612,000 円

120 145
都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線橋梁付帯工
事

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成32年3月31日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 133,786,000 円 122,700,000 円 132,516,000 円

121 146 八瀬川線道路改良工事（その２） 平成30年10月17日 平成31年3月25日 不落 63,397,000 円

122 147
23災第20509（1）-956（1）号西舞根川外2災害
復旧工事

平成30年10月17日 平成31年3月22日 不調

123 148 大川橋橋梁補修工事 平成30年10月17日 平成31年3月22日 不調

124 149 九条本線道路改良工事（その3） 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩舘森１６番
地７

株式会社内海工業 16,521,000 円 15,600,000 円 16,848,000 円

125 150
23災第20959号（15）片浜5号線道路災害復旧
工事

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市古町二丁目6番
34号

株式会社宮内組 気仙沼営業所 13,922,000 円 13,700,000 円 14,796,000 円

126 151
南気仙沼地区低地ゾーン盛土嵩上げ工事（そ
の6）

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成30年12月21日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 4,243,000 円 3,800,000 円 4,104,000 円

127 152 林道早稲谷官代入線法面復旧工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年2月15日
宮城県気仙沼市本吉町津谷長根
70番地2

有限会社米倉建設 3,721,000 円 3,530,000 円 3,812,400 円

128 153 気仙沼市田中前仮設店舗撤去工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年1月18日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 17,053,000 円 13,760,000 円 14,860,800 円

129 154 気仙沼市田谷仮設店舗撤去工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年1月18日
宮城県気仙沼市松崎萱９０番地
の２２

株式会社高橋住研 16,064,000 円 12,240,000 円 13,219,200 円

130 155 大谷公民館改修工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市港町４９７－１ 株式会社みちのく建設工業 38,070,000 円 34,100,000 円 36,828,000 円

131 156
大谷中学校屋内運動場耐震補強及び屋外トイ
レ改築工事

平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年2月28日 宮城県気仙沼市港町４９７－１ 株式会社みちのく建設工業 20,835,000 円 18,700,000 円 20,196,000 円

132 157 唐桑大沢農業用機械格納倉庫新築工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月15日
宮城県気仙沼市内の脇一丁目１
４番地

株式会社すがとし建設 23,230,000 円 22,000,000 円 23,760,000 円

133 158 安波山公園施設改修工事 平成30年10月17日 平成30年10月23日 平成30年10月24日 平成31年3月15日 宮城県気仙沼市後九条４０番地 有限会社平建設 7,407,000 円 7,300,000 円 7,884,000 円

134 160 大向1号線外舗装工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 20,224,000 円 20,000,000 円 21,600,000 円

135 162 内湾地区駐車場整備工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成30年12月25日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 67,375,000 円 64,000,000 円 69,120,000 円
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136 163 気仙沼大島亀山駐車場造成工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 47,562,000 円 46,000,000 円 49,680,000 円

137 164
23災第21352号（7）-第21458号（3）津谷幣掛線
外1路線災害復旧工事

平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市本吉町圃の沢４
４番地１

大光建設有限会社 39,803,000 円 39,800,000 円 42,984,000 円

138 165 丸森橋橋梁補修工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年3月22日 不調

139 166 大窪橋橋梁補修工事 平成30年10月31日 平成31年3月22日 不調

140 167
市街地復興関連小規模施設整備（最知川原地
区）側溝改修工事

平成30年10月31日 平成31年2月28日 不調

141 168 横断側溝修繕工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 8,002,000 円 7,200,000 円 7,776,000 円

142 169 本吉総合体育館アリーナ床改修工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年2月22日
宮城県気仙沼市本吉町津谷松尾
５４番地1

津谷林産建設株式会社 43,623,000 円 39,090,000 円 42,217,200 円

143 170
気仙沼市長磯二本松仮設工場・事務所他撤去
工事

平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成31年1月18日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 13,689,000 円 12,453,000 円 13,449,240 円

144 171 気仙沼市南が丘一丁目仮設店舗撤去工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 8,295,000 円 7,706,000 円 8,322,480 円

145 172 気仙沼市岩月台ノ沢仮設作業場撤去工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 6,100,000 円 5,415,000 円 5,848,200 円

146 173 気仙沼市浅根仮設店舗撤去工事 平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成30年12月28日 宮城県気仙沼市横沼２９３番地１ 株式会社大島造園 4,101,000 円 4,100,000 円 4,428,000 円

147 174
気仙沼市本吉町山谷仮設店舗・事務所撤去工
事

平成30年10月31日 平成30年11月6日 平成30年11月7日 平成30年12月28日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 7,030,000 円 6,140,000 円 6,631,200 円

148 176 南郷地区災害公営住宅凍結防止対策工事 平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年1月15日
宮城県気仙沼市八日町一丁目５
番６号

有限会社石川電気商会 5,928,000 円 5,800,000 円 6,264,000 円

149 177
気仙沼駅前地区災害公営住宅凍結防止対策工
事

平成30年11月16日 平成31年1月15日 不落 6,708,000 円

150 178
南気仙沼（幸町）地区災害公営住宅凍結防止対
策工事

平成30年11月16日 平成31年1月15日 不落 6,578,000 円

151 179
南気仙沼（内の脇）地区災害公営住宅凍結防止
対策工事

平成30年11月16日 平成31年1月15日 不落 5,240,000 円

152 180
鹿折（西街区）地区災害公営住宅凍結防止対策
工事

平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年1月15日
宮城県気仙沼市東八幡前３６６
番地１

有限会社熊谷商店 6,568,000 円 6,550,000 円 7,074,000 円

153 181
鹿折（東街区）地区災害公営住宅凍結防止対策
工事

平成30年11月16日 平成31年1月15日 不落 4,124,000 円

154 182 四反田地区災害公営住宅凍結防止対策工事 平成30年11月16日 平成31年1月15日 不落 2,361,000 円

155 183
杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備
外工事

平成30年11月16日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成33年3月31日 宮城県気仙沼市大浦１９５－２ 株式会社アスリード 391,301,000 円 353,250,000 円 381,510,000 円

8/16



開　始 完　成 住　所 業　者　名

予定価格 入札価格
（　当　初　）
請負契約額

№

工
事
番
号

工　　　　事　　　　名 入　札　日 契　約　日
（　当　初　）　工　　期 （　当　初　）　請　負　業　者

156 184
23災第21459号（2）沖の田橋橋梁災害復旧工
事

平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月22日
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁
目１番１２号　仙萩ビルディング３
階

株式会社塩浜工業　東北営業所 107,753,000 円 105,400,000 円 113,832,000 円

157 185 川原地区漁集事業3号集落道整備工事 平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市田中前四丁目５
番１７号

有限会社新生建設　東北支店 60,179,000 円 55,430,000 円 59,864,400 円

158 186
漁港施設機能強化事業 土台磯漁港船揚場施
設整備工事

平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市大林１２９番地３ 株式会社小松工業 51,276,000 円 51,000,000 円 55,080,000 円

159 187 仮設運動場原形復旧工事 平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月15日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 41,478,000 円 37,589,000 円 40,596,120 円

160 188
魚町・南町地区土地区画整理事業3号公園整備
工事

平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 24,319,000 円 24,300,000 円 26,244,000 円

161 189 笹が陣地区防火水槽設置工事 平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年1月31日
宮城県気仙沼市中みなと町１１
番４号

小野寺工業株式会社 14,222,000 円 12,500,000 円 13,500,000 円

162 190 大島地区 区画線設置工事 平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月29日 不調

163 191
都市計画道路本町宮口下線（3工区）道路附帯
工事

平成30年11月16日 平成30年11月22日 平成30年11月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 3,974,000 円 3,950,000 円 4,266,000 円

164 192 赤牛地区漁集事業避難路整備工事 平成30年11月16日 平成31年3月29日 不調

165 193 公共下水道汚水管渠築造工事（単独）本郷工区 平成30年11月16日 平成31年3月29日 不調

166 194 本郷16号線舗装工事 平成30年11月16日 平成31年2月28日 不調

167 196 水産物荷捌き用地整備工事（第３期工事） 平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月29日
宮城県富谷市ひより台１－４４－
６　２０５

株式会社桑田産業　宮城営業所 36,102,000 円 33,100,000 円 35,748,000 円

168 197
23災第20509（1）-956（1）号西舞根川外2災害
復旧工事

平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市古町一丁目４番
１０号

株式会社クマケー建設 77,411,000 円 76,000,000 円 82,080,000 円

169 198
23災第20503号（2）-947号（1）夜這路川外1災
害復旧工事

平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月22日
宮城県黒川郡大郷町山崎字藤九
郎７番地２

中鉢建設株式会社　東北支店 74,918,000 円 72,621,000 円 78,430,680 円

170 199
23年災第5218号宿舞根漁港藤浜物揚場外4施
設災害復旧工事

平成30年12月4日 平成31年3月29日 不落 127,548,000 円

171 200 内湾地区海上遊歩道整備工事（下部工） 平成30年12月4日 平成31年3月29日 不調

172 201 八瀬川線落石防止工事 平成30年12月4日 平成31年3月29日 不調

173 202
23災第20510号（1）-20957号（2）鶴ヶ浦川外3災
害復旧工事

平成30年12月4日 平成31年3月22日 不調

174 203
防災集団移転促進事業に伴う下原浜線道路改
良工事（その１）

平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月25日
宮城県気仙沼市岩月箒沢３６番
３

有限会社宮手舗装工業 26,078,000 円 25,621,000 円 27,670,680 円

175 204 蔵内地区漁集事業1号水産関係用地整備工事 平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町外尾３８
番地５

有限会社中舘工務店 9,243,000 円 8,900,000 円 9,612,000 円
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176 205
（仮称）大島ウェルカム・ターミナル造成工事（そ
の2）

平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市南町四丁目１番
１１号

株式会社小野良組 29,969,000 円 29,900,000 円 32,292,000 円

177 206 只越地区漁集事業1号・3号避難路整備工事 平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 55,853,000 円 55,500,000 円 59,940,000 円

178 207 魚町地区土地区画整理事業仮駐車場整備工事 平成30年12月4日 平成30年12月10日 平成30年12月11日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 2,158,000 円 2,000,000 円 2,160,000 円

179 209 朝日町赤岩港線橋梁下部工工事（その3） 平成30年12月12日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成31年3月29日
宮城県仙台市青葉区国分町一丁
目８番１３号

徳倉建設株式会社 東北支店 657,311,000 円 575,000,000 円 621,000,000 円

180 210 23災第20511号（4）滝ノ入川河川災害復旧工事 平成30年12月12日 平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 49,006,000 円 48,500,000 円 52,380,000 円

181 211 23災第20511号（5）滝ノ入川河川災害復旧工事 平成30年12月12日 平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年3月22日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 131,608,000 円 130,000,000 円 140,400,000 円

182 212
岩井沢漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備
工事（その2）

平成30年12月12日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成32年9月30日
宮城県仙台市青葉区北目町２番
３９号

株式会社久本組　東北支店 580,594,000 円 578,000,000 円 624,240,000 円

183 213
23年災第5760号要害漁港海岸要害防潮堤外災
害復旧工事（その2）

平成30年12月12日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成32年3月27日
宮城県仙台市青葉区北目町２番
３９号

株式会社久本組　東北支店 1,398,700,000 円 1,398,000,000 円 1,509,840,000 円

184 214
宿舞根漁港（宿浦地区）海岸保全施設整備事業
防潮堤整備外工事（その2）

平成30年12月12日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成31年9月30日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 279,408,000 円 275,000,000 円 297,000,000 円

185 215
23年災第5622号宿舞根漁港海岸（浦地区）浦護
岸災害復旧工事（その2）

平成30年12月12日 平成30年12月21日 平成30年12月22日 平成32年3月27日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 1,386,580,000 円 1,385,000,000 円 1,495,800,000 円

186 216
気仙沼向洋高校旧校舎等震災遺構保存整備ア
ンテナ柱改修工事

平成30年12月12日 平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年1月31日 宮城県気仙沼市南郷５番２号
株式会社ユアテック　気仙沼営業
所

2,004,000 円 1,980,000 円 2,138,400 円

187 217
岩井崎プロムナードセンター災害復旧及び（仮
称）震災伝承館新築外構工事

平成30年12月12日 平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市東八幡前１２０
番地１

やましち建設株式会社 3,922,000 円 3,890,000 円 4,201,200 円

188 218 小学校施設電気設備等改修工事（その１） 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市岩月寺沢150番
地11

株式会社髙新電気工事 5,807,000 円 5,200,000 円 5,616,000 円

189 219 小学校施設電気設備等改修工事（その２） 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市岩月寺沢150番
地11

株式会社髙新電気工事 7,350,000 円 6,600,000 円 7,128,000 円

190 220 中学校施設電気設備等改修工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年2月28日 不落 6,115,000 円

191 221 唐桑中学校校舎LED照明交換工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年1月31日 宮城県気仙沼市松崎北沢95-8 有限会社佐々木電気商会 2,426,000 円 2,310,000 円 2,494,800 円

192 222
気仙沼駅前地区災害公営住宅凍結防止対策工
事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日 宮城県気仙沼市東新城1-2-2 熊谷電気株式会社 7,005,000 円 7,000,000 円 7,560,000 円

193 223
南気仙沼（幸町）地区災害公営住宅凍結防止対
策工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日 宮城県気仙沼市東新城1-2-2 熊谷電気株式会社 7,368,000 円 6,980,000 円 7,538,400 円

194 224
南気仙沼（内の脇）地区災害公営住宅凍結防止
対策工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日 宮城県気仙沼市東新城1-2-2 熊谷電気株式会社 5,874,000 円 5,800,000 円 6,264,000 円

195 225
鹿折（東街区）地区災害公営住宅凍結防止対策
工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日
宮城県気仙沼市東八幡前３６６
番地１

有限会社熊谷商店 4,619,000 円 4,400,000 円 4,752,000 円
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196 226 四反田地区災害公営住宅凍結防止対策工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日 宮城県気仙沼市南郷6-5 株式会社　東電気工業所 2,648,000 円 2,440,000 円 2,635,200 円

197 227 八瀬川線道路改良工事（その２） 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月25日 宮城県気仙沼市大林１２９番地３ 株式会社小松工業 80,718,000 円 78,000,000 円 84,240,000 円

198 228 大川橋橋梁補修工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月22日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 38,309,000 円 38,000,000 円 41,040,000 円

199 229 丸森橋橋梁補修工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月22日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 29,580,000 円 29,500,000 円 31,860,000 円

200 230 大窪橋橋梁補修工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月22日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 10,130,000 円 10,100,000 円 10,908,000 円

201 231
市街地復興関連小規模施設整備（最知川原地
区）側溝改修工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月20日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 10,158,000 円 10,000,000 円 10,800,000 円

202 232 大島地区 区画線設置工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日
宮城県仙台市宮城野区岩切一丁
目１３番７号

栄工業株式会社 9,254,000 円 7,961,000 円 8,597,880 円

203 233
23災第20959号（16）港岩井崎線（千岩田工区）
道路災害復旧工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月22日 宮城県気仙沼市大林１２９番地３ 株式会社小松工業 38,670,000 円 33,800,000 円 36,504,000 円

204 234 23災（単災）南町2号線道路災害復旧工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月15日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 13,948,000 円 13,850,000 円 14,958,000 円

205 235 鳥子沢3号線舗装修繕工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩舘森１６番
地７

株式会社内海工業 14,128,000 円 14,000,000 円 15,120,000 円

206 236
都市計画道路本町宮口下線道路改良工事（そ
の２）

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日 不落 4,918,000 円

207 237 公共下水道汚水管渠築造工事（単独）本郷工区 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市岩月千岩田８６
－４　シーサイドビレッジ岩月Ⅰ-
１０６号

東北銀山建設有限会社 3,710,000 円 3,500,000 円 3,780,000 円

208 238
長崎漁港漁業集落排水施設（汚水管渠）災害復
旧工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 3,497,000 円 3,297,000 円 3,560,760 円

209 239 宿地区災害公営住宅外構工事 平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 4,690,000 円 4,050,000 円 4,374,000 円

210 240
23年災第5520号二十一浜漁港河東前中船揚場
災害復旧工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町泉沢１２
０番地１４０

有限会社及川工務店 4,085,000 円 4,000,000 円 4,320,000 円

211 241 本郷16号線舗装工事 平成30年12月18日 平成31年2月28日 不落 2,040,000 円

212 242
23災第21406号(2)南小歩道橋橋梁災害復旧に
伴う付帯工事

平成30年12月18日 平成30年12月25日 平成30年12月26日 平成31年2月22日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 4,468,000 円 4,400,000 円 4,752,000 円

213 243 公共下水道汚水管渠築造工事（補助）田谷工区 平成30年12月27日 平成31年1月4日 平成31年1月7日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 11,402,000 円 11,000,000 円 11,880,000 円

214 244 独立型ソーラー街路灯設置工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年2月28日
宮城県気仙沼市八日町一丁目５
番６号

有限会社石川電気商会 8,958,000 円 8,880,000 円 9,590,400 円

215 245 松岩都市下水路災害復旧工事（その３） 平成31年1月9日 平成31年2月19日 平成31年2月20日 平成31年11月29日
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁
目１番１２号

株式会社塩浜工業　東北営業所 166,924,000 円 148,800,000 円 160,704,000 円
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216 246 常楽10号線道路改良工事（その１） 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日 不調

217 247 本郷古町線道路改良工事（その３） 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日 不調

218 248
気仙沼市単独公共下水道　鹿折内の脇汚水幹
線災害復旧工事（その２）

平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月31日
宮城県仙台市若林区卸町東四丁
目３番１７号

管清工業株式会社　東北営業所 20,777,000 円 19,000,000 円 20,520,000 円

219 249 石川原橋橋梁補修工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月22日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 32,325,000 円 30,000,000 円 32,400,000 円

220 250 岩尻縦貫線道路改良工事（道貫工区） 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市松崎高谷242番
地

株式会社千葉設計 36,814,000 円 36,500,000 円 39,420,000 円

221 251
23災第20958号（20）港岩井崎線道路災害復旧
工事

平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市岩月箒沢７１番
地４

石井工業株式会社　気仙沼営業
所

34,453,000 円 33,500,000 円 36,180,000 円

222 252
23災第21348号（3）沖ノ田川直伝線外災害復旧
工事

平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月22日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 11,538,000 円 11,400,000 円 12,312,000 円

223 253 23単災赤牛川災害復旧工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 11,010,000 円 10,461,000 円 11,297,880 円

224 254 23単災谷地地区法定外道路災害復旧工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町津谷長根
70番地2

有限会社米倉建設 10,952,000 円 9,470,000 円 10,227,600 円

225 255 長崎漁港護岸整備工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 8,718,000 円 8,500,000 円 9,180,000 円

226 256 宿地区災害公営住宅駐車場整備工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市九条392番地 株式会社佐藤建設 3,182,000 円 2,780,000 円 3,002,400 円

227 257 亀山レストハウス屋外トイレ解体工事 平成31年1月9日 平成31年1月15日 平成31年1月16日 平成31年3月16日 宮城県気仙沼市横沼293番地1 株式会社大島造園 1,385,000 円 1,380,000 円 1,490,400 円

228 259 防犯灯設置工事（その１） 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日 不調

229 260 防犯灯設置工事（その２） 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日 不落

230 261 中学校施設電気設備等改修工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市岩月寺沢150番
地11

株式会社髙新電気工事 6,001,000 円 5,950,000 円 6,426,000 円

231 262
魚町・南町地区土地区画整理事業雨水貯留施
設築造工事

平成31年1月23日 平成31年2月19日 平成31年2月20日 平成31年12月27日
宮城県石巻市蛇田字新下沼７６
番地１

株式会社福永建設工業　東北支
店

239,121,000 円 212,000,000 円 228,960,000 円

232 263 大沢地区漁集事業用地護岸整備工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年12月27日 宮城県気仙沼市大浦１９５－２ 株式会社アスリード 124,522,000 円 124,500,000 円 134,460,000 円

233 264 （仮称）大島ウェルカム・ターミナル外構工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年12月20日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 103,379,000 円 101,500,000 円 109,620,000 円

234 265 新浜町一丁目地内冠水対策工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日 不調

235 266
23災第20950号（1）二ノ浜6号線道路災害復旧
工事

平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日 不落 21,657,000 円
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236 267
防災集団移転促進事業に伴う大谷防集団地接
続道路（排水路）工事

平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町後田１４
８番地１

森建設 12,466,000 円 11,840,000 円 12,787,200 円

237 268 田中地内水路整備工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市岩月千岩田８６
－４　シーサイドビレッジ岩月Ⅰ-
１０６号

東北銀山建設有限会社 1,790,000 円 1,700,000 円 1,836,000 円

238 269
23災（単災）南小歩道橋橋梁災害復旧に伴う安
全施設工事

平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市波路上内沼３８
番地４

株式会社髙橋工業 12,379,000 円 11,760,000 円 12,700,800 円

239 270 浦の浜公衆トイレ災害復旧移転新築工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年4月30日 不調

240 271
浦の浜公衆トイレ災害復旧及び（仮称）大島ウェ
ルカム・ターミナル施設新築浄化槽設備設置工
事

平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成31年4月30日 不落 32,577,000 円

241 272 鶴ヶ浦地区漁集事業集落道外整備工事 平成31年1月23日 平成31年1月29日 平成31年1月30日 平成32年3月31日
宮城県仙台市青葉区二日町１６
番２０号

五洋建設株式会社　東北支店 58,288,000 円 57,000,000 円 61,560,000 円

242 275 道路舗装補修工事（その１） 平成31年2月5日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成31年9月30日
宮城県大崎市鹿島台木間塚字
姥ヶ沢８７番地１

東北ニチレキ工事株式会社 大崎
営業所

316,246,000 円 281,410,000 円 303,922,800 円

243 276 道路舗装補修工事（その２） 平成31年2月5日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成31年7月30日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 174,972,000 円 154,638,000 円 167,009,040 円

244 277 道路舗装補修工事（その３） 平成31年2月5日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成31年8月30日
宮城県気仙沼市赤岩迎前田１３
２番地

株式会社菅原工業 234,611,000 円 208,525,500 円 225,207,540 円

245 278
滝浜（唐桑）漁港海岸保全施設整備事業防潮堤
整備工事

平成31年2月5日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成33年3月31日
宮城県石巻市蛇田字新下沼７６
番地１

株式会社福永建設工業　東北支
店

376,111,000 円 363,500,000 円 392,580,000 円

246 279 波路上杉ノ下地区コミュニティ広場整備工事 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 84,891,000 円 75,500,000 円 81,540,000 円

247 280 羽田川上線道路改良工事（その３） 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年3月29日
宮城県栗原市若柳字川南道伝前
１０７番地

大目建設株式会社 73,477,000 円 65,600,000 円 70,848,000 円

248 281
23災第20510号（1）-20957号（2）鶴ヶ浦川外3災
害復旧工事

平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 42,176,000 円 39,300,000 円 42,444,000 円

249 282 小田の浜海水浴場駐車場整備工事 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市長崎２００番地１ 株式会社丸沖建設 23,171,000 円 22,215,000 円 23,992,200 円

250 283 入山共葬墓地法面改修工事 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年5月31日
宮城県気仙沼市本吉町中島141
番地

株式会社森谷組 7,011,000 円 7,011,000 円 7,571,880 円

251 284 23単災長畑開拓線函渠災害復旧工事 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町後田３６
番地４

森建材 4,046,000 円 3,480,000 円 3,758,400 円

252 285 本郷16号線舗装工事 平成31年1月28日 平成31年2月4日 平成31年2月5日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市古町一丁目４番
１０号

株式会社クマケー建設 2,040,000 円 2,000,000 円 2,160,000 円

253 286 五駄鱈北沢線道路改良工事（その２） 平成31年1月28日 平成31年2月4日 平成31年2月5日 平成31年3月29日
宮城県石巻市築山四丁目3番61
号

石見銀山建設株式会社　宮城支
店

6,186,000 円 6,100,000 円 6,588,000 円

254 287 入山共葬墓地墓石等移設工事 平成31年2月5日 平成31年2月12日 平成31年2月13日 平成31年6月30日
宮城県気仙沼市最知川原69番地
3

株式会社いしや 8,024,000 円 8,024,000 円 8,665,920 円

255 289 松崎尾崎地区防災公園整備工事 平成31年2月19日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成33年3月31日
宮城県黒川郡大郷町山崎字藤九
郎７番地２

中鉢建設株式会社　東北支店 284,252,000 円 259,962,000 円 280,758,960 円
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256 290
都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(そ
の２)

平成31年2月19日 平成31年3月7日 平成31年3月8日 平成33年3月31日 宮城県気仙沼市赤岩大滝８番地
前田道路株式会社　気仙沼営業
所

187,103,000 円 173,000,000 円 186,840,000 円

257 291 内湾地区海上遊歩道整備工事 平成31年2月19日 平成31年8月30日 不落 174,075,000 円

258 292
23年災第5218号宿舞根漁港藤浜物揚場外4施
設災害復旧工事

平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日 不調

259 293 常楽10号線道路改良工事（その１） 平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日
山形県尾花沢市北町二丁目６番
３４号

株式会社奥山建設工業所 62,870,000 円 62,800,000 円 67,824,000 円

260 294
23年災第5085号只越漁港只越護岸災害復旧外
工事

平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２４８番地１
号

株式会社坂口組 7,073,000 円 7,000,000 円 7,560,000 円

261 295 牧沢地区災害公営住宅緑道階段改修工事 平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町外尾３８
番地５

有限会社中舘工務店 2,486,000 円 2,300,000 円 2,484,000 円

262 296 龍舞崎駐車場整備工事 平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日 宮城県気仙沼市田尻４５番地１ 株式会社大島建設 9,154,000 円 9,100,000 円 9,828,000 円

263 297 浦の浜公衆トイレ災害復旧移転新築工事 平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年5月31日
宮城県気仙沼市上田中二丁目１
２番地２

株式会社伊藤組 21,255,000 円 20,000,000 円 21,600,000 円

264 298
浦の浜公衆トイレ災害復旧及び（仮称）大島ウェ
ルカム・ターミナル施設新築浄化槽設備設置工
事

平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年5月31日
宮城県気仙沼市内の脇一丁目１
５番９号

株式会社三協住設 26,146,000 円 24,350,000 円 26,298,000 円

265 299 本郷古町線道路改良工事（その３） 平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市岩月箒沢３６番
３

有限会社宮手舗装工業 38,795,000 円 38,498,000 円 41,577,840 円

266 300
気仙沼市朝日町津波復興拠点用地造成工事
（その２）

平成31年2月19日 平成31年2月25日 平成31年2月26日 平成31年3月29日
宮城県仙台市青葉区二日町１６
番２０号

五洋建設株式会社　東北支店 72,926,000 円 72,500,000 円 78,300,000 円

267 301
23災第20961号（11）牧2号線外3路線道路災害
復旧工事

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県富谷市ひより台１－４４－
６－２０５

株式会社桑田産業 宮城営業所 70,114,000 円 64,000,000 円 69,120,000 円

268 302 新浜町一丁目地内冠水対策工事 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目
4番30号

大木建設株式会社 東北支店 89,244,000 円 88,000,000 円 95,040,000 円

269 303
公共下水道汚水管渠築造工事（補助）田中前四
丁目工区

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 108,896,000 円 98,400,000 円 106,272,000 円

270 304 五駄鱈北沢線道路改良工事（その３） 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年12月27日 宮城県気仙沼市大林１２９番地３ 株式会社小松工業 111,311,000 円 98,180,000 円 106,034,400 円

271 305 岩尻縦貫線地盤改良工事（その2） 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県黒川郡大郷町山崎字藤九
郎７番地２

中鉢建設株式会社　東北支店 101,845,000 円 89,517,000 円 96,678,360 円

272 306
23災第20950号（1）二ノ浜6号線道路災害復旧
工事

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県大崎市古川小野字馬場25
番地の1

我妻建設株式会社 21,660,000 円 19,300,000 円 20,844,000 円

273 307 大谷地区漁集事業1号集落道外整備工事 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年10月31日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 45,097,000 円 40,500,000 円 43,740,000 円

274 308
防災集団移転促進事業に伴う面瀬川線道路改
良工事（その２）

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市本吉町九多丸１
１８番２

株式会社旭栄　東北支店 25,955,000 円 22,570,000 円 24,375,600 円

275 309
23災第20958号（21）南郷15号線外1路線道路
災害復旧工事

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩舘森１６番
地７

株式会社内海工業 13,519,000 円 13,000,000 円 14,040,000 円
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276 310 中山20号線側溝修繕工事 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 6,212,000 円 5,590,000 円 6,037,200 円

277 311 津本漁港外1漁港船揚場施設滑り材設置工事 平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 3,953,000 円 3,900,000 円 4,212,000 円

278 312
（仮称）本吉パーキングエリア休憩施設新築工
事

平成31年3月4日 平成31年3月11日 平成31年3月12日 平成31年5月31日
宮城県気仙沼市本吉町中島141
番地

株式会社森谷組 9,220,000 円 8,373,000 円 9,042,840 円

279 316 防犯灯設置工事（その１） 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年8月30日
宮城県気仙沼市四反田２番地１
０

株式会社熊勝電気 3,119,000 円 3,000,000 円 3,240,000 円

280 317 防犯灯設置工事（その２） 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月31日
宮城県気仙沼市四反田２番地１
０

株式会社熊勝電気 2,228,000 円 1,600,000 円 1,728,000 円

281 318 防犯灯設置工事（その３） 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月31日
宮城県気仙沼市四反田２番地１
０

株式会社熊勝電気 1,947,000 円 1,480,000 円 1,598,400 円

282 319 牧沢地区災害公営住宅緑道防犯灯設置工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年6月28日
宮城県気仙沼市岩月寺沢150番
地11

株式会社髙新電気工事 2,396,000 円 2,100,000 円 2,268,000 円

283 320
公共下水道汚水管渠築造工事（補助）田中前一
丁目工区

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 119,063,000 円 106,800,000 円 115,344,000 円

284 321
大沢地区漁集事業水産関係用地整備工事（そ
の３）

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年8月30日
宮城県気仙沼市松崎高谷242番
地

株式会社千葉設計 25,780,000 円 22,500,000 円 24,300,000 円

285 322
波路上地区漁集事業２号水産関係用地水路付
替工事

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年8月30日 不調

286 323 都市計画道路南町魚市場線道路改良工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年9月30日
宮城県気仙沼市古町二丁目6番
34号

株式会社宮内組 気仙沼営業所 12,795,000 円 11,620,000 円 12,549,600 円

287 324
23災第21352号(8)小泉街裏北側線外２路線道
路災害復旧工事

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 18,496,000 円 16,600,000 円 17,928,000 円

288 325 大沢狼の巣線道路改良工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市古町二丁目6番
34号

株式会社宮内組 気仙沼営業所 11,336,000 円 10,101,000 円 10,909,080 円

289 326
23年災第5003号大沢（唐桑）漁港大沢防砂堤災
害復旧工事

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年3月29日 不調

290 327
23災第20952号（4）田尻2号線道路災害復旧工
事

平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年3月29日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 5,510,000 円 5,270,000 円 5,691,600 円

291 328 23災（単災）片浜2号線道路災害復旧工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月29日
宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２
番地１

有限会社吉田建設工業 5,854,000 円 5,774,000 円 6,235,920 円

292 329 30災中瀬川外3災害復旧工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月29日
宮城県気仙沼市本吉町泉沢１２
０番地１４０

有限会社及川工務店 5,251,000 円 5,000,000 円 5,400,000 円

293 330 杉ノ沢石兜線外舗装工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月31日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 7,796,000 円 6,860,000 円 7,408,800 円

294 331 百目木和野線舗装工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月31日
宮城県気仙沼市所沢２５４番地１
６

有限会社吉越組 7,482,000 円 7,450,000 円 8,046,000 円

295 332 西中才27号線舗装工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年6月28日
宮城県気仙沼市松崎鶴巻１番地
１

入丁土木有限会社 4,218,000 円 3,800,000 円 4,104,000 円
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296 333 日門上高瀬ヶ森線舗装工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年5月31日
宮城県気仙沼市本吉町卯名沢
136番地

有限会社今野建設 1,882,000 円 1,830,000 円 1,976,400 円

297 334 大谷海岸地区まちづくり事業雨水排水管渠工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年9月30日
宮城県仙台市青葉区二日町１６
番２０号

五洋・本間・只野特定建設工事共
同企業体 代表者　五洋建設株式
会社　東北支店

33,377,000 円 33,000,000 円 35,640,000 円

298 335 気仙沼市単独公共下水道マンホール改修工事 平成31年3月18日 平成31年3月25日 平成31年3月26日 平成31年7月31日
宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地
１２

株式会社村上工業 2,670,000 円 2,600,000 円 2,808,000 円
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