
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

10001078

改良工事浄第１４号
須江山浄水場設備コントローラ盤
更新工事

石巻市須江字関ノ入２９０番地

電気工事
令和3年8月4日

945 浄水課
令和6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

随意契約 1 001230 横河ソリューションサービス㈱東北支店 宮城県仙台市太白区富沢一丁目9番5号 
支店長
瀧嶋　猛

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7月28日
税抜価格 126,000,000 126,600,000
税込価格 138,600,000

選定理由
　本工事の施工対象機器は，横河ソリューションサービス株式会社の独自特許等に基づき製作された監視制御を行う上で必要不可欠な設備コントローラである。
施工及びシステムソフトウェアの作成並びに試運転等においても特殊な技術を必要とするため，他者では本工事の施工が不可能であることから，地方公営企業
法施行令第２１条の１４第１項第２号の規定により横河ソリューションサービス株式会社東北支店　瀧嶋　猛を選定したもの。

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

1 001230 横河ソリューションサービス㈱東北支店 126,000,000 決定



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

20000725
改良工事浄第１１号　大塩配水
場配水池耐震補強実施設計業
務

東松島市大塩字緑ケ丘四丁
目３番８ 建設コンサルタント

令和3年8月2日
221 浄水課

令和4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 代　表　者

指名競争入札 1 003015 ㈱オオバ東北支店 宮城県仙台市青葉区二日町14番4号 
執行役員支店長
赤川　俊哉

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7月28日
税抜価格 8,950,000 10,140,000 8,075,000
税込価格 9,845,000

選定理由
　本業務は，大塩配水場配水池の耐震補強を行うための実施設計を行うことから，県内の建設コンサル登録業者で上水道に承認登録している事業者の中から，
無作為に抽出した２２者を選定したもの。

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
1 003005 ㈱日本インシーク東北支店 辞退
2 003011 ㈱エイト日本技術開発東北支社 11,000,000
3 003013 応用地質㈱東北事務所 辞退
4 003015 ㈱オオバ東北支店 8,950,000 落札
5 003023 基礎地盤コンサルタンツ㈱東北支社 9,980,000
6 003025 ㈱協和コンサルタンツ東北支社 12,270,000
7 003026 ㈱極東技工コンサルタント東北事務所 辞退
8 003033 国際航業㈱仙台支店 辞退
9 003037 ㈱三協技術 8,074,000 失格（最低制限価格未満）

10 003039 ㈱三水コンサルタント東北支社 10,500,000
11 003046 セントラルコンサルタント㈱東北支社 辞退
12 003060 ㈱東京設計事務所東北支社 11,260,000
13 003070 ㈱東洋設計事務所東北支所 10,200,000
14 003077 ㈱日新技術コンサルタント東北事務所 11,120,000
15 003079 ㈱日水コン東北支所 11,500,000
16 003080 日本工営㈱仙台支店 辞退
17 003082 日本水工設計㈱東北事業所 13,800,000
18 003088 ㈱ニュージェック東北支店 11,000,000
19 003090 ㈱パスコ仙台支店 辞退
20 003094 フジ地中情報㈱東北支店 辞退
21 003095 ㈱復建技術コンサルタント 11,000,000
22 003111 ㈱日本水工コンサルタント東北支店 14,170,000



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

20000728
旧簡水統合浄第５号　網地島浄
水場（ポンプ場）更新実施設計業
務

石巻市十八成浜前田１９－２
建設コンサルタント

令和3年8月2日
221 浄水課

令和4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 代　表　者

指名競争入札 2 003084 ㈱日本水道設計社仙台事務所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
所長
天形　和夫

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

令和3年7月28日
税抜価格 10,300,000 10,300,000 8,204,000
税込価格 11,330,000

選定理由
　本業務は，網地島浄水場の浄水設備を廃止し，送水ポンプ場に変更するための実施設計を行うことから，県内の建設コンサル登録業者で，上水道に承認登録
している事業所の中から，無作為に抽出した２３者を選定したもの。

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
1 003004 アジア航測㈱仙台支店 辞退
2 003010 ㈱ウォーターエージェンシー東北中央営業所 辞退
3 003012 ㈱ＮＪＳ仙台事務所 17,400,000 辞退
4 003013 応用地質㈱東北事務所 辞退
5 003015 ㈱オオバ東北支店 13,200,000 辞退
6 003024 キタイ設計㈱東北支社 16,000,000 辞退
7 003030 ㈱建設技術研究所東北支社 辞退
8 003040 ㈱三祐コンサルタンツ仙台支店 16,000,000 辞退
9 003043 新日本設計㈱仙台事務所 11,000,000 辞退
10 003060 ㈱東京設計事務所東北支社 15,200,000 辞退
11 003075 ㈱日建技術コンサルタント東北支社 辞退
12 003076 ㈱日産技術コンサルタント東北事務所 辞退
13 003077 ㈱日新技術コンサルタント東北事務所 13,770,000 辞退
14 003079 ㈱日水コン東北支所 15,000,000 辞退
15 003080 日本工営㈱仙台支店 辞退
16 003082 日本水工設計㈱東北事業所 18,600,000 辞退
17 003084 ㈱日本水道設計社仙台事務所 10,610,000 10,300,000 落札
18 003088 ㈱ニュージェック東北支店 17,750,000 辞退
19 003089 パシフィックコンサルタンツ㈱東北支社 辞退
20 003090 ㈱パスコ仙台支店 辞退

23 003111 ㈱日本水工コンサルタント東北支店 17,590,000 辞退

21 003094 フジ地中情報㈱東北支店 辞退
22 003102 八千代エンジニヤリング㈱北日本支店 辞退


