
11 000170 ㈱横山組 40,730,000

10 000155 ㈱ミヤケン 40,661,900 失格（最低制限価格未満）

9 000128 ㈱橋本建設 40,670,000 失格（最低制限価格未満）

8 000118 ㈱東邦管工 40,490,000 失格（最低制限価格未満）

7 000113 ㈱津田工業所 40,798,000

6 000099 髙橋建工 40,858,000

5 000094 大幸工業㈱ 40,783,000

4 000061 ㈱晃和工業 41,000,000

3 000060 ㈱向陽設備 40,767,000

2 000050 ㈱旭東 40,720,000 落札

1 000048 共栄設備㈱ 40,670,000 失格（最低制限価格未満）

令和３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

10001058

改良工事建第２号　県道矢本
河南線（広渕）配水管布設替
工事

石巻市広渕字物見沢ほか３字
地内 水道施設工事

令和3年6月14日
180 建設課

令和3年12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 000050 ㈱旭東 宮城県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3年6月4日
税抜価格 40,720,000 45,960,000 40,681,000
税込価格 44,792,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１７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 000155 ㈱ミヤケン 45,549,800 落札

7 000128 ㈱橋本建設 45,560,000

6 000118 ㈱東邦管工 47,300,000

5 000099 髙橋建工 45,788,000

4 000061 ㈱晃和工業 45,910,000

3 000060 ㈱向陽設備 45,648,000

2 000048 共栄設備㈱ 45,870,000

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

選定理由 入札公告「石広水公告第１８号」に要件明記

最低制限価格

令和3年6月4日
税抜価格 45,549,000
税込価格

令和３年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所

建設課
令和4年2月28日

入札方法

石巻市十八成浜大嵐山及び
同字太田山地内 水道施設工事

令和3年6月14日
260

入札回数
落札
業者

コード

日数 担　当　課

代表取締役
本田　眞次

業　　種

10001061

旧簡水統合建第３号　県道石
巻鮎川線（十八成浜）配水管
布設替工事（その１）

工　　期

入　札　結　果　一　覧　表

業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所 代　表　者

一般競争入札 1 000155 ㈱ミヤケン 宮城県石巻市渡波字新千刈140番地 

51,420,000
50,104,780

  入札結果

1 000009 ㈱阿部土建 48,330,000

No.

45,549,800

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



9 000170 ㈱横山組 38,182,000 失格（最低制限価格未満）

8 000155 ㈱ミヤケン 38,171,100 失格（最低制限価格未満）

7 000128 ㈱橋本建設 38,300,000

6 000118 ㈱東邦管工 39,670,000

5 000113 ㈱津田工業所 38,274,000 落札

4 000094 大幸工業㈱ 38,374,000

3 000080 ㈱佐藤設備 38,198,000 失格（最低制限価格未満）

2 000061 ㈱晃和工業 40,000,000

1 000060 ㈱向陽設備 38,323,000

選定理由 入札公告「石広水公告第１９号」に要件明記

令和3年6月4日
税抜価格 43,120,000 38,207,000
税込価格

38,274,000

入札結果

代表取締役
津田　智佳

最低制限価格

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

42,101,400

令和３年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種

入札方法 入札回数

水道施設工事
令和3年6月14日

170

代　表　者

建設課
令和3年11月30日

東松島市大塚字南林下及び
同字北林下地内

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所
落札
業者

工　　期 日数 担　当　課

一般競争入札 1

  

設　計　金　額 落　札　金　額 契　約　単　価 予　定　価　格

000113 ㈱津田工業所 宮城県東松島市赤井字星場270番地2 

入　札　結　果　一　覧　表

入　札  年  月  日

10001064

災害復旧事業建第３８２号　東
名新東名線（東名橋）配水管
添架替工事



10 000170 ㈱横山組 28,740,000

9 000155 ㈱ミヤケン 28,674,100 落札

8 000128 ㈱橋本建設 28,700,000

7 000118 ㈱東邦管工 29,950,000

6 000113 ㈱津田工業所 28,747,000

5 000102 ㈲髙橋設備 29,090,000

4 000099 髙橋建工 28,880,000

3 000094 大幸工業㈱ 28,920,000

2 000061 ㈱晃和工業 30,000,000

1 000060 ㈱向陽設備 28,730,000

代　表　者
代表取締役
本田　眞次

28,674,000

一般競争入札 1 000155

税込価格

入　札  年  月  日 設　計　金　額 落　札　金　額 最低制限価格

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３年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種

10001063

災害復旧事業建第３８５号　県
道奥松島松島公園線（宮戸）
配水管布設替工事（その３）

コード

契　約　単　価 予　定　価　格

業　　　者　　　名 参加有無 入札金額第１回目 入札金額第２回目

31,541,510
令和3年6月4日

税抜価格 28,674,100 32,560,000

  

選定理由 入札公告「石広水公告第２０号」に要件明記

入札結果No.

宮城県石巻市渡波字新千刈140番地 

232 建設課

日数 担　当　課

㈱ミヤケン

東松島市宮戸字松ヶ島地内
水道施設工事

工　　期

令和4年1月31日

令和3年6月14日



13 000170 ㈱横山組 44,834,000

12 000155 ㈱ミヤケン 44,763,900 失格（最低制限価格未満）

11 000128 ㈱橋本建設 45,300,000

10 000118 ㈱東邦管工 44,590,000 失格（最低制限価格未満）

9 000113 ㈱津田工業所 44,815,000 失格（最低制限価格未満）

8 000101 ㈱高橋施工 44,860,000

7 000099 髙橋建工 44,995,000

6 000080 ㈱佐藤設備 44,829,000 落札

5 000061 ㈱晃和工業 44,800,000 失格（最低制限価格未満）

4 000060 ㈱向陽設備 44,826,000 失格（最低制限価格未満）

3 000050 ㈱旭東 辞退

2 000048 共栄設備㈱ 44,530,000 失格（最低制限価格未満）

1 000009 ㈱阿部土建 44,840,000

担　当　課

建設課
令和4年1月31日

入札方法

税込価格

入札回数
落札
業者

コード 業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

10001060

災害復旧事業建第３８６号　長
面地区配水管布設替工事（そ
の４）

落　札　金　額

入　札　結　果　一　覧　表
令和３年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所

石巻市長面字須賀及び釜谷
字川前地内 水道施設工事

令和3年6月14日
232

業　　種 工　　期 日数

契　約　単　価 予　定　価　格

代表取締役
佐藤　俊之

入　札  年  月  日 設　計　金　額
44,829,000 50,610,000 44,827,000

  入札結果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２１号」に要件明記

最低制限価格

令和3年6月4日
税抜価格

49,311,900

代　表　者

一般競争入札 1 000080 ㈱佐藤設備 宮城県石巻市飯野字内吉野10 



11 000170 ㈱横山組 65,287,600

10 000155 ㈱ミヤケン 65,327,300

9 000128 ㈱橋本建設 65,350,000

8 000101 ㈱高橋施工 65,500,000

7 000099 髙橋建工 65,449,000

6 000080 ㈱佐藤設備 73,500,000

5 000061 ㈱晃和工業 65,800,000

4 000060 ㈱向陽設備 65,411,000

3 000050 ㈱旭東 辞退

2 000048 共栄設備㈱ 65,600,000

1 000009 ㈱阿部土建 65,271,000 落札

10001059

災害復旧事業建第３８７号　国
道３９８号（立神・長塩谷）配水
管布設替工事

代　表　者

一般競争入札 1 000009 ㈱阿部土建 宮城県石巻市桃生町給人町字上侭田15番地 
代表取締役
阿部　哲男

入札方法 入札回数
落札
業者

コード

入　札　結　果　一　覧　表
令和３年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課

業　　　者　　　名 住　　　　　　　　所

石巻市北上町十三浜字立神
及び同字長塩谷地内 水道施設工事

令和3年6月14日
260 建設課

令和4年2月28日

落　札　金　額 契　約　単　価

選定理由 入札公告「石広水公告第２２号」に要件明記

最低制限価格

令和3年6月4日
税抜価格 65,271,000 73,570,000 65,267,000

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

予　定　価　格

入札結果No.

71,798,100税込価格

入　札  年  月  日 設　計　金　額

  



2 000130 ㈲ハシユウ設備工業 10,320,000

1 000045 北上興業㈱ 10,200,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第２３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3年6月4日
税抜価格 10,200,000 10,340,000 9,040,000
税込価格 11,220,000

代　表　者

一般競争入札 1 000045 北上興業㈱ 宮城県石巻市浦屋敷南６番地４
代表取締役
佐藤　理香

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

10001062

災害復旧事業建第３８３号　国
道３９８号（船戸神明）配水管布
設替工事（その２）

石巻市雄勝町雄勝字船戸神
明地内 水道施設工事

令和3年6月14日
170 建設課

令和3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

入　札　結　果　一　覧　表
令和3年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



2 000130 ㈲ハシユウ設備工業 15,780,000 落札

1 000045 北上興業㈱ 15,850,000

選定理由 入札公告「石広水公告第２４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3年6月4日
税抜価格 15,780,000 15,860,000 13,881,000
税込価格 17,358,000

代　表　者

一般競争入札 1 000130 ㈲ハシユウ設備工業 宮城県石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1 
代表取締役
橋本　満彦

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

10001054

災害復旧事業施第３８４号　県
道門脇流留線（大街道東二丁
目）配水管布設替工事

石巻市大街道東二丁目地内

水道施設工事
令和3年6月14日

134 施設管理課
令和3年10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3年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



2 000088 スリーテック㈱ 108,980,000

1 000061 ㈱晃和工業 108,000,000 落札

選定理由 入札公告「石広水公告第２５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3年6月4日
税抜価格 108,000,000 120,970,000 107,932,000
税込価格 118,800,000

代　表　者

一般競争入札 1 000061 ㈱晃和工業 宮城県石巻市大橋二丁目1番地の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

10001055
改良工事浄第４号　湊配水場
配水池耐震補強工事（その１）

石巻市湊字不動沢山３番
土木一式工事

令和3年6月14日
275 浄水課

令和4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3年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



7

6

2

不調
3

4

5

1

選定理由 入札公告「石広水公告第２６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3年6月4日
税抜価格
税込価格

代　表　者

一般競争入札 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

10001056
令３総第２号　企業団庁舎音
響設備等更新工事

石巻市蛇田字新上沼１１６番
地 電気通信工事

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3年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課



7

6

2

不調
3

4

5

1

選定理由 入札公告「石広水公告第２７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3年6月4日
税抜価格
税込価格

代　表　者

一般競争入札 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

10001057
令３総第３号　企業団庁舎トラ
ンス取替工事

石巻市蛇田字新上沼１１６番
地 電気工事

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3年度
受付番号 件　　　　　　　名 場　　　　　　所 業　　種 工　　期 日数 担　当　課


