
入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 000264 （株）ミヤケン 石巻市渡波字新千刈140番地
代表取締役

令和2年3月10日

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

10000785

改良工事建第２３号　門脇町
一・宜山町線ほか配水管布設
替工事

石巻市日和が丘一丁目及び
同字二丁目地内 水道施設工事

令和元年10月15日
148 建設課

星　進

選定理由 入札公告「石広水公告第９１号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 43,180,000 43,180,000 38,306,000
税込価格 47,498,000

予　定　価　格 最低制限価格

落札1 000264 （株）ミヤケン 43,180,000



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

令和元年10月3日
税抜価格 83,500,000

2 000124 大幸工業（株） 83,700,000

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

代　表　者

一般競争入札 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

10000786

災害復旧事業建第２６７号  御
所入湊線配水管布設替工事

石巻市湊町三丁目及び同字
四丁目地内 水道施設工事

令和元年10月21日
153 建設課

令和2年3月15日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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   

84,020,000 75,151,000
税込価格 91,850,000

選定理由 入札公告「石広水公告第９２号」に要件明記

入札結果

1 000077 （株）晃和工業 83,500,000 落札



入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札

選定理由

10000787

災害復旧事業建第２６８号  追
波１号線配水管布設替工事

石巻市北上町十三浜字小田
ほか２字地内 水道施設工事

令和元年10月21日
169 建設課

令和2年3月31日

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

令和元年10月3日
税抜価格 74,150,000 74,900,000 66,863,000
税込価格 81,565,000

1 000064 共栄設備（株） 石巻市蛇田字新下沼3番地2
代表取締役
髙橋　文彦

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

1 000064 共栄設備（株） 74,150,000 落札

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

入札公告「石広水公告第９３号」に要件明記



令和元年10月3日
税抜価格 46,530,000 46,530,000 41,297,000
税込価格 51,183,000

選定理由 入札公告「石広水公告第９４号」に要件明記

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　一　覧　表
令和元年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000788

災害復旧事業建第２７０号  鮎
川浜地区配水管布設替工事
（その３）

石巻市鮎川浜湊川ほか３字地
内 水道施設工事

令和元年10月21日
169 建設課

令和2年3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

一般競争入札 1 000264 （株）ミヤケン 石巻市渡波字新千刈140番地
代表取締役
星　進

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

入札結果

1 000264 （株）ミヤケン 46,530,000 落札



選定理由 入札公告「石広水公告第９５号」に要件明記

落札
業者

コード

令和元年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 日数 担　当　課

入　札　結　果　一　覧　表

工　　期

10000789

災害復旧事業建第２７１号　県
道釜谷大須雄勝線（立浜）配
水管布設替工事

石巻市雄勝町立浜字立浜及
び同字天神地内 水道施設工事

令和元年10月15日
169 建設課

令和2年3月31日

業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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

令和元年10月3日
税抜価格 33,300,000 33,770,000 29,895,000
税込価格 36,630,000

代　表　者

一般競争入札 1 001492 （有）髙橋設備 石巻市鹿又字学校前75-2
代表取締役
髙橋  清宏

入札方法 入札回数

1 001491 （株）高橋施工 33,550,000

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

落札2 001492 （有）髙橋設備 33,300,000



選定理由 入札公告「石広水公告第９６号」に要件明記

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

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

代　表　者

一般競争入札 1 001530 （株）津田工業所 東松島市赤井字星場270-2
代表取締役
津田  智佳

10000790

災害復旧事業建第２７３号　臨
港道路（大曲）配水管布設替
工事（その３）

東松島市大曲字下台地内

水道施設工事
令和元年10月15日

137 建設課
令和2年2月28日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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

令和元年10月3日
税抜価格 23,300,000 23,530,000 20,760,000
税込価格 25,630,000

落札

2 001878 （株）丸一建設 23,400,000

1 001530 （株）津田工業所 23,300,000



1 000077 （株）晃和工業 辞退

令和2年3月31日

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

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

10000791

災害復旧事業建第２７４号  県
道門脇流留線配水管布設替
工事（その１３）

石巻市魚町二丁目及び同字
三丁目地内 水道施設工事

令和元年10月21日
169 建設課

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 000264 （株）ミヤケン 石巻市渡波字新千刈140番地
代表取締役
星　進

選定理由 入札公告「石広水公告第９７号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 277,070,000 277,070,000 250,998,000
税込価格 304,777,000

入　札  年  月  日

2 000264 （株）ミヤケン 277,070,000 落札



3 001752 （株）橋本建設 36,900,000 落札

2 000124 大幸工業（株） 37,000,000

1 000064 共栄設備（株） 37,000,000

入札金額第１回目 入札金額第２回目   入札結果

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

令和元年10月3日
税抜価格 36,900,000 37,100,000 32,894,000
税込価格 40,590,000

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

落札
業者

コード 業　　　者　　　名

10000792

移設工事施第６号  鹿又蓬莱
ほか配水管移設工事

石巻市鹿又字蓬莱及び同字
新高田地内 水道施設工事

令和元年10月15日
137 施設管理課

令和2年2月28日

入札方法 入札回数 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 001752 （株）橋本建設 石巻市広渕字焼巻109番地の1
代表取締役
橋本　正彦

選定理由 入札公告「石広水公告第９８号」に要件明記

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無



1 027006 阿部久電機商会 34,326,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第９９号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 34,326,000 38,982,000 34,282,000
税込価格 37,758,600

代　表　者

一般競争入札 1 027006 阿部久電機商会 石巻市小船越字小待井20
事業主
阿部　久悦

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

10000793

改良工事建第２２号　日向・日
影地区舗装復旧工事

石巻市真野字日影ほか５字地
内 舗装工事

令和元年10月15日
109 建設課

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

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



1 100000026181 (株)アイテック 4,770,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第１００号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 4,770,000 4,770,000 4,123,000
税込価格 5,247,000

代　表　者

一般競争入札 1 100000026181 (株)アイテック 石巻市不動町二丁目6番5号
代表取締役
相澤　公仁彦

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

10000794

配水場修繕工事浄第１５号　池
の浜ポンプ場建屋修繕工事

石巻市網地浜大平２６

土木一式工事
令和元年10月15日

108 浄水課
令和2年1月30日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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



4 100000026181 (株)アイテック 辞退

3 002028 （有）ハシユウ設備工業 10,800,000

2 000035 （株）大晃組 辞退

1 000002 相沢工業（株） 10,700,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第１０１号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 10,700,000 10,840,000 9,506,000
税込価格 11,770,000

代　表　者

一般競争入札 1 000002 相沢工業（株） 石巻市不動町二丁目16番17-10号
代表取締役
相澤　康友

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

10000795

災害復旧事業建第２６９号　井
内大瓜線配水管布設替工事

石巻市大瓜字井内地内

水道施設工事
令和元年10月15日

109 建設課
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

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



3 100000026181 (株)アイテック 3,530,000

1 000002 相沢工業（株） 3,500,000 落札

2 000035 （株）大晃組 辞退

令和元年10月3日
税抜価格 3,500,000 3,570,000 3,110,000
税込価格 3,850,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１０２号」に要件明記

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

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 000002 相沢工業（株） 石巻市不動町二丁目16番17-10号
代表取締役
相澤　康友

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

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

10000796

改良工事建第２１号　加茂川配
水管布設替工事

石巻市福地字田頭地内

水道施設工事
令和元年10月15日

52 建設課
令和元年12月5日



1 000017 （株）石巻精機製作所 6,650,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第１０３号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 6,650,000 6,750,000 6,062,000
税込価格 7,315,000

代　表　者

一般競争入札 1 000017 （株）石巻精機製作所 石巻市大街道東二丁目10番16号
代表取締役
松本　　賢

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

10000797

改良工事浄第１８号　水沼ポン
プ場及び桃浦配水場流入弁取
替工事

石巻市水沼字日影１１４番２及
び桃浦字井戸入１１６番３ 機械器具設置工事

令和元年10月15日
108 浄水課

令和2年1月30日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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



1 000034 （株）大橋鉄工所 7,150,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第１０４号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 7,150,000 7,240,000 6,640,000
税込価格 7,865,000

代　表　者

一般競争入札 1 000034 （株）大橋鉄工所 石巻市鹿又字嘉右衛門360番地の1
代表取締役
大橋　康夫

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

10000798

牡鹿地区修繕工事浄第３号
新山中継ポンプ場２号中継ポ
ンプほか取替工事

石巻市新山浜国有林地内

機械器具設置工事
令和元年10月15日

129 浄水課
令和2年2月20日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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



1 001928 美和電気工業（株）東北支社 6,700,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第１０５号」に要件明記

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

令和元年10月3日
税抜価格 6,700,000 6,720,000 5,916,000
税込価格 7,370,000

代　表　者

一般競争入札 1 001928 美和電気工業（株）東北支社 仙台市太白区大野田5-3-4
取締役支社長　　
畠山　仁

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

10000799

改良工事浄第１９号　沢田ポン
プ場次亜塩注入設備設置工事

石巻市沢田字日影山１０１番地
４８及び須江字関ノ入２９０番地 機械器具設置工事

令和元年10月15日
148 浄水課

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

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



  入札結果

1 001928 美和電気工業（株）東北支社 4,300,000 落札

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

畠山　仁

入　札　結　果　一　覧　表

10000800

改良工事浄第２０号　第１接合
井水位計設置工事

石巻市渡波字本網６番１ほか２
箇所 電気工事

令和元年10月15日
143 浄水課

令和2年3月5日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 001928 美和電気工業（株）東北支社 仙台市太白区大野田5-3-4
取締役支社長　　

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

令和元年10月3日
税抜価格 4,300,000 4,310,000 4,055,000
税込価格 4,730,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１０６号」に要件明記

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



須江山浄水場修繕工事浄第７
号　１－１０号ろ過池後次亜移
送配管修繕工事

石巻市須江字関ノ入２９０番地

水道施設工事
令和元年9月10日

72 浄水課
令和元年11月20日

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

入札結果

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 110003 (株)阿部工業 石巻市錦町4-17
代表取締役
阿部　栄久郎

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

10000784

決定

令和元年10月3日
税抜価格 1,810,000 1,840,000
税込価格 1,991,000

選定理由
　本工事は，須江山浄水場１－１０号ろ過池後次亜移送配管が経年劣化で破損漏液したため，至急修繕するものである。浄水処理に支障をきたしており，現場
の状況を熟知している者が短期間に適正かつ円滑に施工する必要があるため，地方公営企業法第21条の14第1項第5号の規定により，緊急の施工が可能で
あった　株式会社阿部工業　代表取締役　阿部　栄久郎　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   

1 110003 (株)阿部工業 1,810,000


