
2 002028 （有）ハシユウ設備工業 2,730,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第４２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

1 000204 （有）ホーワ設備 2,745,000

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2年7月3日
税抜価格 2,730,000 2,750,000 2,394,000
税込価格 3,003,000

10000904

改良工事施第２号　蛇田新谷
地前私道内給水管整備工事

石巻市蛇田字新谷地前地内

水道施設工事
令和2年7月14日

74 施設管理課
令和2年9月25日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード

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

業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 002028 （有）ハシユウ設備工業 石巻市広渕字馬場屋敷44-1
代表取締役
橋本　満彦



代　表　者

一般競争入札 1 000204 （有）ホーワ設備 石巻市蛇田字新上沼139番地3
代表取締役

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

阿部　善一郎

選定理由 入札公告「石広水公告第４３号」に要件明記

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

令和2年9月30日
10000905

改良工事建第１２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2年7月14日

79 建設課

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   

落札

2 002028 （有）ハシユウ設備工業 5,660,000

税込価格 6,160,000
令和2年7月3日

税抜価格 5,600,000 5,670,000 4,944,000

入札結果

1 000204 （有）ホーワ設備 5,600,000



3 001580 （株）東邦管工 45,700,000

46,160,000 40,999,000
税込価格 45,639,000

入札結果

1 001492 （有）髙橋設備 41,490,000 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   

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

入　札　結　果　一　覧　表

髙橋  清宏

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

10000906

災害復旧事業建第３２４号　県
道奥松島松島公園線（宮戸）
配水管布設替工事（その１）

東松島市宮戸字松ヶ島及び同
字大平山地内 水道施設工事

令和2年7月14日
228 建設課

令和3年2月26日

令和2年7月3日
税抜価格 41,490,000

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 001492 （有）髙橋設備 石巻市鹿又字学校前75-2
代表取締役

選定理由 入札公告「石広水公告第４４号」に要件明記

2 001530 （株）津田工業所 45,900,000



3 001580 （株）東邦管工 52,700,000

2 001530 （株）津田工業所 49,000,000

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 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

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

税抜価格 49,000,000 52,720,000 46,914,000
税込価格 53,900,000

入札結果

1 001492 （有）髙橋設備 49,550,000

落札

10000907

災害復旧事業建第３２５号　県
道奥松島松島公園線（宮戸）
配水管布設替工事（その２）

東松島市宮戸字松ヶ島及び同
字椿地内 水道施設工事

令和2年7月14日
228 建設課

令和3年2月26日

選定理由 入札公告「石広水公告第４５号」に要件明記

No. コード 業　　　者　　　名

入札方法

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2年7月3日



落札3 002179 髙橋建工 22,400,000

選定理由 入札公告「石広水公告第４６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   入札結果

2 001492 （有）髙橋設備 辞退

令和2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　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 002179 髙橋建工 石巻市水沼字舘下59番地
代表
髙橋　右一

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2年7月3日
税抜価格 22,400,000 22,750,000 20,083,000
税込価格 24,640,000

令和2年11月30日

入　札　結　果　一　覧　表

10000910

災害復旧事業建第３２２号　県
道門脇流留線（中浦）配水管
布設替工事（その２）

石巻市中浦二丁目地内

水道施設工事
令和2年7月14日

140 建設課

入札金額第２回目

1 000064 共栄設備（株） 22,600,000



落札

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

入札結果

1 000077 （株）晃和工業 127,970,000

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

選定理由 入札公告「石広水公告第４７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  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

10000908

災害復旧事業建第３１９号　牡
鹿系送・配水管布設工事

石巻市大原浜関の入及び同
字一の峠地内 水道施設工事

令和2年7月14日
200 建設課

令和3年1月29日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名

令和2年7月3日
税抜価格 127,370,000 141,800,000 127,346,000
税込価格 140,107,000

2 000264 （株）ミヤケン 127,370,000



入札結果

1 027006 阿部久電機商会 7,360,000 落札

入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

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

No. コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目   

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

10000909

災害復旧事業建第３２３号　魚
町一丁目４号線ほか舗装復旧
工事

石巻市魚町一丁目及び同字
三丁目地内 舗装工事

令和2年7月14日
109 建設課

令和2年10月30日

入札金額第２回目

代　表　者
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

入札方法

選定理由 入札公告「石広水公告第４８号」に要件明記

令和2年7月3日
税抜価格 7,360,000 7,369,000 6,372,000
税込価格 8,096,000



1 000264 （株）ミヤケン 5,830,000

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

令和2年7月3日
税抜価格 5,830,000 5,831,000 5,043,000
税込価格 6,413,000

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

令和2年7月14日
74 建設課

令和2年9月25日

入　札　結　果　一　覧　表

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

10000911

改良工事建第９号　二番囲２
号線ほか舗装復旧工事

石巻市流留字二番囲地内

舗装工事

選定理由 入札公告「石広水公告第４９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

落札



1,895,000
税込価格 2,413,400

落札1 000226 （有）三浦工業 2,194,000

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

10000912

改良工事建第１０号　小野駅
前西１号線ほか舗装復旧工事

東松島市牛網字駅前一丁目
及び同字駅前二丁目地内 舗装工事

令和2年7月14日
74 建設課

令和2年9月25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7月3日
税抜価格

選定理由 入札公告「石広水公告第５０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

代　表　者

一般競争入札 1 000226 （有）三浦工業 石巻市向陽町二丁目10番１号
代表取締役
三浦  光一

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
2,194,000 2,194,000



入　札　結　果　一　覧　表
令和2年度
受付番号 件　　　　　　　名

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

場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000913

舗装復旧施第４号　新栄一丁
目ほか舗装復旧工事

石巻市新栄一丁目及び同字
二丁目地内 舗装工事

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2年7月3日
税抜価格
税込価格

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

5

2
中止

（参加業者なし）
3

4



2 110003 (株)阿部工業 8,590,000 落札

1 027006 阿部久電機商会 8,640,000

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

代　表　者

一般競争入札 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

10000914

改良工事施第１号　県道鳴瀬
南郷線ほか舗装復旧工事

東松島市小野字中央及び同
字町裏地内 舗装工事

令和2年7月14日
79 施設管理課

令和2年9月30日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

令和2年7月3日
税抜価格

選定理由 入札公告「石広水公告第５２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

8,590,000 8,640,000 7,482,000
税込価格 9,449,000



10000915

舗装復旧施第３号　県道石巻
鹿島台色麻線（須江）舗装復
旧工事

石巻市須江字中埣及び同字
大苅場地内 舗装工事

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

令和2年7月3日
税抜価格
税込価格

代　表　者

一般競争入札

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

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

2
中止

（参加業者なし）
3

4

5



3 001752 （株）橋本建設 19,360,000

4 027006 阿部久電機商会 16,875,000 失格（最低制限価格未満）

入札結果

1 000069 黒須産業（株） 18,900,000 落札

2 000264 （株）ミヤケン 16,800,000 失格（最低制限価格未満）

令和2年7月3日
税抜価格 18,900,000 19,360,000 16,888,000
税込価格 20,790,000

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   

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

入　札　結　果　一　覧　表

土井　博道

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2年7月14日
79 建設課

令和2年9月30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 000069 黒須産業（株） 石巻市蛇田字新下前沼156-10
代表取締役

選定理由 入札公告「石広水公告第５４号」に要件明記

10000916

改良工事建第７号　根岸前新
千刈線ほか舗装復旧工事

石巻市渡波字根岸前ほか７字
地内 舗装工事



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

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

10000917

改良工事浄第１４号　雄勝地
区浄配水施設ほか中央監視
装置更新及び設置工事

石巻市雄勝町雄勝字味噌作１
１１ほか２８施設 電気工事

令和2年7月14日
228 浄水課

令和3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

選定理由 入札公告「石広水公告第５５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2年7月3日
税抜価格 74,900,000 74,910,000 72,149,000
税込価格 82,390,000

1 001928 美和電気工業（株）東北支社 74,900,000 落札



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

代　表　者

一般競争入札 1 002173 小野寺塗装（株） 石巻市門脇字青葉東132番地1
代表取締役
小野寺　開

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

10000918

改良工事浄第１０号　大原浄
水場配水池内面塗装工事

石巻市大原浜一の峠１８－２３

塗装工事
令和2年7月14日

135 浄水課
令和2年11月25日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

選定理由 入札公告「石広水公告第５６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2年7月3日
税抜価格 6,970,000 6,980,000 6,150,000
税込価格 7,667,000

1 002173 小野寺塗装（株） 6,970,000 落札



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

代　表　者

一般競争入札 1 002173 小野寺塗装（株） 石巻市門脇字青葉東132番地1
代表取締役
小野寺　開

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

10000919

改良工事浄第９号　鹿又第１
取水塔管理橋塗装及び電気
設備更新工事

石巻市鹿又字内田１９２番地

塗装工事
令和2年7月14日

140 浄水課
令和2年11月30日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

選定理由 入札公告「石広水公告第５７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2年7月3日
税抜価格 17,300,000 17,300,000 15,418,000
税込価格 19,030,000

1 002173 小野寺塗装（株） 17,300,000 落札



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

代　表　者

一般競争入札 1 002173 小野寺塗装（株） 石巻市門脇字青葉東132番地1
代表取締役
小野寺　開

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

10000920

石巻市須江字関ノ入２９０番地

塗装工事
令和2年7月14日

109 浄水課
令和2年10月30日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

須江山浄水場修繕工事浄第２号　須江山浄水場
１・２号脱水機棟管理橋塗装ほか修繕工事

選定理由 入札公告「石広水公告第５８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2年7月3日
税抜価格 5,760,000 5,770,000 5,062,000
税込価格 6,336,000

1 002173 小野寺塗装（株） 5,760,000 落札



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

10000921

改良工事浄第１３号
鹿又取水場須江山系第２導水ポンプ棟及び須江
山浄水場薬品注入棟耐震補強工事

石巻市須江字関ノ入２９０番地
及び鹿又字内田１９２番地 建築一式工事

令和2年7月14日
79 浄水課

令和2年9月30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 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

令和2年7月3日
税抜価格 2,580,000 2,580,000 2,324,000
税込価格 2,838,000

1 027006 阿部久電機商会 2,580,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第５９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



10000922

改良工事浄第４号　山崎ポン
プ場（土木・建築施設）更新工
事

石巻市前谷地字鹿張２０２

建築一式工事
令和2年7月14日

245 浄水課
令和3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

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

令和2年7月3日
税抜価格 79,330,000 79,337,000 71,573,000
税込価格 87,263,000

代　表　者

一般競争入札 1 001293 （株）櫻井建設 東松島市牛網字駅前一丁目3番地8
代表取締役
櫻井　一義

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 001293 （株）櫻井建設 79,330,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第６０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



10000923

災害復旧事業建第３１８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

令和2年7月14日
191 建設課

令和3年1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

令和2年7月3日
税抜価格 46,166,000 46,166,000 41,175,000
税込価格 50,782,600

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

1 000264 （株）ミヤケン 46,166,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第６１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


