
2 225985402 （株）旭東 4,270,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１２５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 123456 （有）高信工業 4,250,000 落札

住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 123456 （有）高信工業 石巻市中浦一丁目1番19号
代表取締役
日野　博

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11月5日
税抜価格 4,250,000 4,290,000 3,743,000
税込価格 4,675,000

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

10000990

災害復旧事業建第３５１号　県
道女川牡鹿線（大原浜）送水
管布設替工事

石巻市大原浜北山新田及び
同字祖母田地内 水道施設工事

令和2年11月13日
139 建設課

令和3年3月31日

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名



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

10000991

災害復旧事業建第３５４号　中
央二・羽黒町一丁目線配水管
布設替工事

石巻市中央二丁目地内

水道施設工事
令和2年11月13日

139 建設課
令和3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 225985402 （株）旭東 石巻市桃生町牛田字舘前8番地4
代表取締役
前田　美知敏

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11月5日
税抜価格 15,440,000 15,590,000 13,645,000
税込価格 16,984,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１２６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 001159 （株）河南水道工業所 15,550,000

2 225985402 （株）旭東 15,440,000 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

選定理由 入札公告「石広水公告第１２７号」に要件明記

No.

10000992

改良工事施第８号　桃生町寺
崎松木畑私道内給水管整備
工事

石巻市桃生町寺崎字松木畑
地内 水道施設工事

令和2年11月13日
90 施設管理課

令和3年2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

一般競争入札 1 001159 （株）河南水道工業所 石巻市前谷地字黒沢前113番地1
代表取締役
内海　純

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11月5日
税抜価格 2,980,000 2,980,000 2,590,000
税込価格 3,278,000

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 001159 （株）河南水道工業所 2,980,000 落札



6,000,000 落札

2 123456 （有）高信工業 6,020,000

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 001159 （株）河南水道工業所 石巻市前谷地字黒沢前113番地1
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

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11月13日

令和3年3月5日
10000993

改良工事浄第３１号　六本木浄
水場北上系配水緊急連絡管
布設工事

石巻市相野谷字六本木畑３４

水道施設工事 113 浄水課

内海　純

税抜価格 6,000,000 6,060,000 5,263,000
税込価格 6,600,000

令和2年11月5日

選定理由 入札公告「石広水公告第１２８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 001159 （株）河南水道工業所



工　　期

代　表　者

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

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

10000994

移設工事施第６号　広渕町消
火栓移設工事

石巻市広渕字町地内

入札方法 入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

一般競争入札

入　札  年  月  日

令和2年11月5日
税込価格

2
中止

（参加業者なし）
3

4

5

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

1



1 000024 （株）内海建設工業 2,894,000 落札

代　表　者

一般競争入札 1 000024 （株）内海建設工業 石巻市伊勢町2番36号

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11月5日

選定理由 入札公告「石広水公告第１３０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年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000995

舗装復旧施第１４号　新栄一丁
目ほか舗装復旧工事

石巻市新栄一丁目ほか２字地
内 舗装工事 74 施設管理課

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11月13日

令和3年1月25日

代表取締役
内海　浩二

税抜価格 2,894,000 2,894,000 2,499,000
税込価格 3,183,400



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 027006 阿部久電機商会 7,226,000 落札

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11月5日
税抜価格 7,226,000 7,226,000 6,233,000
税込価格 7,948,600

10000996

災害復旧事業建第３５２号　県
道石巻雄勝線（井内）舗装復
旧工事

石巻市大瓜字井内及び井内
字一番地内 舗装工事

令和2年11月13日
106 建設課

令和3年2月26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　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

入　札  年  月  日

選定理由 入札公告「石広水公告第１３１号」に要件明記

No. コード



18,482,000
税込価格 23,188,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１３２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年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10000997

改良工事浄第３２号　湊配水場
ほか場内整備工事

石巻市湊字不動沢山３番ほか
４箇所 土木一式工事

令和2年11月13日
123 浄水課

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 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　結　果　一　覧　表

令和3年3月15日

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11月5日
税抜価格 21,080,000 21,080,000

1 027006 阿部久電機商会 21,080,000 落札



入札結果

1 000177 日本製紙石巻テクノ（株） 36,800,000 落札

代　表　者

一般競争入札 1 000177 日本製紙石巻テクノ（株） 石巻市南光町二丁目2番11号
代表取締役社長
向井　継男

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11月5日
税抜価格 36,800,000 36,850,000 32,665,000
税込価格 40,480,000

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

10000998

災害復旧事業建第３５０号　三
本松取水場災害復旧工事

石巻市雄勝町雄勝字小渕地
内 土木一式工事

令和2年11月13日
123 建設課

令和3年3月31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

選定理由 入札公告「石広水公告第１３３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   



選定理由 入札公告「石広水公告第１３４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 002026 （株）横山組 21,350,000 落札

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 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

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

10000999

改良工事建第２１号　加茂川配
水管布設替工事（その２）

石巻市福地字中原及び同字
田頭地内 水道施設工事

令和2年11月13日
118 建設課

令和3年3月10日

入札方法 入札回数
落札
業者

令和2年11月5日
税抜価格 21,350,000 21,390,000 18,753,000
税込価格 23,485,000



選定理由 入札公告「石広水公告第１３５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

1 000077 （株）晃和工業 53,000,000

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 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

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

10001000

災害復旧事業建第３４９号　伊
原津一・渡波町一丁目線配水
管布設替工事

石巻市流留字一番囲ほか５字
地内 水道施設工事

令和2年11月13日
139 建設課

令和3年3月31日

入札金額第２回目

2 000264 （株）ミヤケン 52,970,000 落札

入　札　結　果　一　覧　表

令和2年11月5日
税抜価格 52,970,000 53,320,000 47,200,000
税込価格 58,267,000



選定理由 入札公告「石広水公告第１３６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 000077 （株）晃和工業 30,500,000

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 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

入　札　結　果　一　覧　表
令和2年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所

2 001492 （有）髙橋設備 27,080,000

3 001752 （株）橋本建設

業　　種 工　　期 日数 担　当　課

10001001

災害復旧事業建第３５５号　県
道釜谷大須雄勝線（小渕）送
水管布設・配水管布設替工事

石巻市雄勝町雄勝字小渕及
び同字寺地内 水道施設工事

令和2年11月13日
139 建設課

令和3年3月31日

令和2年11月5日
税抜価格 29,720,000 30,640,000 27,088,000
税込価格 32,692,000

失格（最低制限価格未満）

29,720,000 落札



選定理由 入札公告「石広水公告第１３７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

1 000264 （株）ミヤケン 38,150,000 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 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　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

10001002

災害復旧事業建第３５６号　臨
港道路東海岸線（潮見町）配
水管布設替工事

石巻市潮見町地内

水道施設工事
令和2年11月13日

95 建設課
令和3年2月15日

令和2年11月5日
税抜価格 38,150,000 38,150,000 33,629,000
税込価格 41,965,000

入札金額第２回目



2

不調3

4

1

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11月5日
税抜価格
税込価格

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

10001003

大街道浄水場修繕工事浄第５
号　外灯用照明器具修繕工事

石巻市双葉町４番２６号

電気工事

選定理由 入札公告「石広水公告第１３８号」に要件明記

No. コード 業　　　者　　　名

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

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

5



落札

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

令和2年11月5日
税抜価格 5,800,000 5,810,000 5,262,000
税込価格 6,380,000

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

10001004

改良工事浄第３０号　須江山浄
水場原水色度計更新工事

石巻市須江字関ノ入２９０番地

機械器具設置工事
令和2年11月13日

95 浄水課
令和3年2月15日

入札公告「石広水公告第１３９号」に要件明記

コード 業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目   入札結果

001928 美和電気工業（株）東北支社 5,800,000

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

選定理由

入札金額第２回目No.

1


