
8 002026 （株）横山組 辞退

7 001878 （株）丸一建設 25,400,000

6 001752 （株）橋本建設 24,800,000 落札

5 001491 （株）高橋施工 25,200,000

4 001289 （株）榮興業 辞退

3 001042 （株）阿部土建 25,420,000

2 000264 （株）ミヤケン 辞退

1 000064 共栄設備（株） 25,350,000

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　当企業団管内に本社・営業所等を有し登録している者
３　手続規程第６条に基づく水道施設工事のＡ等級に格付されている者
４　手続規程別表第３区分８第２号に該当する者（同規程別表第３区分３第１項イに該当する者を除く）
５　上記に掲げる事項を満たす全８者を指名した。

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2年5月29日
税抜価格 24,800,000 25,440,000 22,460,000
税込価格 27,280,000

代　表　者

指名競争入札 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

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

10000888

改良工事建第６号　板宮鹿添
線配水管布設工事

石巻市北村字鹿島沢ほか２字
地内 水道施設工事

令和2年6月3日
100 建設課

令和2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

入　札　結　果　一　覧　表
令和2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



5

2
中止

（指名業者全者辞退）
3

4

1

選定理由

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2年5月29日
税抜価格
税込価格

代　表　者

指名競争入札

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

10000889

災害復旧事業建第３１７号　相
川送水ポンプ場（土木・建築施
設）築造工事

石巻市北上町十三浜字上ノ山
地内 土木一式工事

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2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



1 001681 メタウォーター（株）東北営業部 7,900,000 決定

選定理由
　本工事は，須江山浄水場に設置してある２号脱水機の附帯設備を更新するものである。当該機器は，メタウォーター株式会社が特許権を有する独自の技術
で製作したものであり，施工には特殊な技術を必要し，他者では施工不可能なことから，地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号の規定により，メタ
ウォーター株式会社東北営業部　部長　伊藤　克美　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

令和2年5月29日
税抜価格 7,900,000 8,000,000
税込価格 8,690,000

代　表　者

随意契約 1 001681 メタウォーター（株）東北営業部 仙台市青葉区一番町一丁目9番1号
部長
伊藤　克美

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

10000890

改良工事浄第１号　須江山浄
水場２号脱水機ろ布ほか更新
工事

石巻市須江字関ノ入２９０番地

機械器具設置工事
令和2年6月3日

227 浄水課
令和3年1月15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2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



23 28003105 （株）ＮＪＳ仙台事務所 65,280,000
22 25403025 キタイ設計（株）東北支社 42,000,000
21 20190411 （株）日産技術コンサルタント東北事務所 辞退
20 400692 （株）日水コン東北支所 41,000,000
19 400589 国際航業（株）仙台支店 辞退
18 400514 アジア航測（株）仙台支店 辞退
17 213004 （株）エイト日本技術開発東北支社 48,900,000
16 003390 八千代エンジニヤリング（株）北日本支店 辞退
15 003340 フジ地中情報（株）東北支店 辞退
14 003309 （株）日本水道設計社仙台事務所 45,400,000
13 003308 日本水工設計（株）東北事務所 45,100,000
12 003307 （株）日本水工コンサルタント宮城営業所 56,650,000
11 003305 日本シビックコンサルタント（株）東北事務所 辞退
10 003288 （株）日新技術コンサルタント東北事務所 51,000,000
9 003285 （株）日建技術コンサルタント東北支社 79,490,000
8 003263 （株）東洋設計事務所東北支所 42,000,000
7 003237 （株）東京設計事務所東北支社 65,000,000
6 003160 新日本設計（株）仙台事務所 31,000,000 落札
5 003156 （株）新光コンサルタント仙台事務所 48,300,000
4 003104 （株）建設技術研究所東北支社 辞退
3 003091 （株）極東技工コンサルタント東北事務所 85,000,000
2 003075 基礎地盤コンサルタンツ（株）東北支社 51,000,000
1 003041 応用地質（株）東北事務所 辞退

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」に登録のある者
４　上記に掲げる事項を満たす者のうち，無作為に２３者を指名した。

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2年5月29日
税抜価格 31,000,000 37,080,000 29,552,000
税込価格 34,100,000

代　表　者

指名競争入札 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

20000633

改良工事浄第２号　水浜浄水
場ほか４浄水場更新基本計画
作成業務

石巻市雄勝町水浜字向２２－
２ほか４箇所 建設コンサルタント

令和2年6月3日
171 浄水課

令和2年11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2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課


