
入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000696

災害復旧事業建第２３４号　県
道大街道石巻港線配水管布
設替工事（その４）

石巻市門脇町一丁目及び中
央一丁目地内 水道施設工事

平成31年4月26日
189 建設課

平成31年（令和元年）10月31日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 1 000077 （株）晃和工業 石巻市大橋二丁目1番地1
代表取締役
千葉　政武

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 15,000,000 15,020,000
税込価格 16,500,000

選定理由
　本工事は，事故繰越予算の執行により打ち切り精算した平成２９年度工事の残工事であり，宮城県発注の道路改築工事に合せて配水管を布設替えするもの
である。当該工事の受注者が，工事の現場状況に精通し一貫して対応ができ，工事の安全・円滑かつ適正な施工をする上で有利と認められることから，地方公
営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により，株式会社晃和工業 代表取締役 千葉 政武 を選定したもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 000077 （株）晃和工業 15,000,000 決定



入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000697

災害復旧事業建第２４０号　県
道釜谷大須雄勝線（伊勢畑
橋）配水管添架工事

石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑
地内 水道施設工事

平成31年4月26日
281 建設課

平成32年（令和2年）1月31日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 2 001306 佐藤建設（株） 石巻市雄勝町雄勝字寺66番地9
代表取締役
佐藤　秀徳

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 39,500,000 40,840,000
税込価格 43,450,000

選定理由
　本工事は，宮城県東部土木事務所発注の工事にあわせて配水管を添架するものである。工期の短縮，工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有
利と認められることから，地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定より，当該工事の受注者である 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤　秀徳
を選定したもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 001306 佐藤建設（株） 41,500,000 39,500,000 決定



入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000698

災害復旧事業建第２４１号　月
浜地区配水管布設替工事（そ
の３）

石巻市北上町十三浜字月浜
ほか３字地内 水道施設工事

平成31年4月26日
138 建設課

平成31年（令和元年）9月10日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 1 002026 （株）横山組 石巻市三輪田字華土手上15番地1
代表取締役
横山　敬市

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 33,100,000 33,770,000
税込価格 35,748,000

選定理由
　本工事は，事故繰越予算の執行により打ち切り精算した平成２９年度工事の残工事であり，石巻市発注の道路改良工事にあわせて配水管を布設替えするも
のである。当該工事の受注者が，工事の現場状況に精通し一貫して対応ができ，工事の安全・円滑かつ適正な施工をする上で有利と認められることから，地方
公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により　株式会社横山組 代表取締役 横山 敬市　を選定したもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 002026 （株）横山組 33,100,000 決定



入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000699

災害復旧事業建第２４２号　赤
柴川河川復旧配水管布設替
工事

石巻市三輪田字赤柴上地内

水道施設工事
平成31年4月26日

281 建設課
平成32年（令和2年）1月31日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 1 000119 総武建設（株） 石巻市相野谷字六本木28番地
代表取締役
武山　浩

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 69,000,000 69,840,000
税込価格 75,900,000

選定理由
　本工事は，宮城県東部土木事務所発注の工事にあわせて配水管布設替工事及び橋梁添架工事を施工するものである。工期の短縮，工事の安全・円滑か
つ適切な施工を確保する上で有利と認められることから，地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により，当該工事の受注者である　総武建設
株式会社　代表取締役　武山　浩　を選定したもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 000119 総武建設（株） 69,000,000 決定



失格（最低制限価格未満）

落札

24 25403025 キタイ設計（株）東北支社 45,800,000

23 20190411 （株）日産技術コンサルタント東北事務所 辞退

22 3003100 （株）日本インシーク東北支店 辞退

21 400713 （株）パスコ仙台支店 辞退

20 400707 （株）ウォーターエージェンシー東北中央営業所 辞退

18 400551 （株）オオバ東北支店 30,534,000

17 400031 （株）協和コンサルタンツ東北支社 40,100,000

19 400589 国際航業（株）仙台支店 辞退

16 213004 （株）エイト日本技術開発東北支社 56,590,000

29,800,000

15 003344 （株）復建技術コンサルタント 37,400,000

14

13 003309 （株）日本水道設計社仙台事務所

003340 フジ地中情報（株）東北支店 辞退

11 003301 日本工営（株）仙台支店 65,000,000

12 003305 日本シビックコンサルタント（株）東北事務所 63,666,000

10 003288 （株）日新技術コンサルタント東北事務所 40,200,000

9 003285 （株）日建技術コンサルタント東北支社 53,900,000

8 003237 （株）東京設計事務所東北支社 48,000,000

7 003181 セントラルコンサルタント（株）東北支社 34,990,000

6 003156 （株）新光コンサルタント仙台事務所 41,000,000

5 003137 （株）三祐コンサルタンツ仙台支店 49,800,000

4 003136 （株）三水コンサルタント東北支社 32,100,000

3 003091 （株）極東技工コンサルタント東北事務所 41,500,000

2 003075 基礎地盤コンサルタンツ（株）東北支社 36,270,000

  入札結果

1 003041 応用地質（株）東北事務所 辞退

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目

33,587,400

選定理由

１　石巻地方広域水道企業団建設工事の契約に係る入札参加手続等取扱規程（以下「手続規程」という。）による。
２　宮城県内に本社・営業所等を有し登録している者
３　企業団建設コンサルタント等業務入札参加資格承認簿登録業者のうち，「上水道及び工業用水部門」に登録がある者
４　上記に掲げる事項を満たす者のうち，無作為に２４者を指名した。

最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 30,534,000 37,690,000 30,035,000
税込価格

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格

指名競争入札 1 400551 （株）オオバ東北支店 仙台市青葉区二日町14-4
執行役員支店長
納村　和秀

浄水課

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

20000541
石巻市流留字前峰４５番ほか７箇
所

建設コンサルタント 320
平成32年（令和2年）3月10日

平成31年4月26日改良工事浄第１号　流留配水場２号配水
池ほか耐震診断調査業務

入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 場　　　　　　所 業　　種 日数 担　当　課

代　表　者

工　　期件　　　　　　　名



入　札　結　果　一　覧　表
平成31年度（令和元年度）
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

20000542

改良工事浄第２号　山崎ポン
プ場設備更新詳細設計業務

石巻市前谷地字鹿張２０２

建設コンサルタント
平成31年4月26日

320 浄水課
平成32年（令和2年）3月10日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 1 003160 新日本設計（株）仙台事務所 仙台市青葉区一番町三丁目3-16
所長
山田　正幸

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 26,500,000 26,990,000
税込価格 29,150,000

選定理由
　本業務は，平成２８年度に実施した基本設計業務の成果を基に詳細設計を行うものである。当該業務を受注した業者が受注することにより，業務の効率化及
び経費の削減が図られることから，地方公営法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により　新日本設計株式会社仙台事務所　所長　山田　正幸　を選定し
たもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 003160 新日本設計（株）仙台事務所 26,500,000 決定



入　札　結　果　一　覧　表

受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課
平成31年度（令和元年度）

10000700

災害復旧事業建第２３８号　国
道３９８号（船戸２号橋）配水管
添架工事

石巻市雄勝町雄勝字小渕及
び同字寺地内 鋼構造物工事

平成31年4月26日
218 建設課

平成31年（令和元年）11月29日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

随意契約 1 001989 （株）横河ブリッジ仙台営業所 仙台市青葉区中央三丁目2-1
所長　　　　　　　　
岩田　洋

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格 最低制限価格

平成31年4月24日
税抜価格 25,000,000 25,990,000
税込価格 27,500,000

選定理由
　本工事は，宮城県東部土木事務所発注の船戸２号橋上部工工事にあわせて配水管を添架するものである。工事を同時に施工することにより，工期の短縮，
工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから，地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号の規定により，株式会社横河
ブリッジ仙台営業所　所長　岩田　洋　を選定したもの。

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

1 001989 （株）横河ブリッジ仙台営業所 25,000,000 決定


