
（令和２年３月末現在　１７件）

※　契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※　落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※　公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先　多賀城市上水道部管理課総務企画係 （電話）０２２－３６８－１１４１　内線７６２～７６５　
契約 落札（決定）

種別 金額（千円）

1 工 務 課 高平減圧弁設備更新工事 多賀城市浮島字矢中地内

高平減圧弁制御盤更新工事　　　　　　　　　　　１面
配水流量計設置工事　　　　　　　　　　　　　　１組
一次圧力計設置工事　　　　　　　　　　　　　　１組
二次圧力計設置工事　　　　　　　　　　　　　　１組
専用回線テレメータ装置設置工事　　　　　　　　１組
無線テレメータ装置移設設置工事　　　　　　　　１式
シーケンサ盤（２）改造　　　　　　　　　　　　１式
中央監視装置改造　　　　　　　　　　　　　　　１式
減圧弁設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　１式
フェンス・門扉設置工事及び植栽工事　　　　　　１式
建築機械設備工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
建築電気設備工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　１式

R1.6.6 R2.2.28 一競 産電工業株式会社 52,900

2 工 務 課
末の松山浄水場非常用自家発電設
備更新工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号

自家発電装置設置工事　　　　　　　　　　　　　１台
排気装置設置工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
換気装置設置工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
給気装置設置工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
燃料タンク設置工事　　　　　　　　　　　　　　１基
燃料給油ボックス設置工事　　　　　　　　　　　１面
自家発補機盤設置工事　　　　　　　　　　　　　１面
シーケンサ盤１機能増設　　　　　　　　　　　　１式
監視制御装置機能増設　　　　　　　　　　　　　１式
建築工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
建築機械設備工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
建築電気設備工事　　　　　　　　　　　　　　　１式
その他・撤去処分・据付・試運転調整・
消防法の申請及び届出等　　　　　　　　　　　　１式

R1.6.6 R2.2.28 一競 産電工業株式会社 57,380

3 工 務 課 配水管整備工事（３１－２－２） 多賀城市八幡一丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝４０２．３ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
　　　　　　　　　　　φ１５０㎜　Ｌ＝３０７．８ｍ
ポリエチレン管布設工（ＰＰ）
　　　　　　　　　　　φ　５０㎜　Ｌ＝　９５．０ｍ
仕切弁設置工　　　　　φ１５０㎜　　　　　　　５基
　　　　　　　　　　　φ　５０㎜　　　　　　　１基
三方向弁設置工　　　　φ１５０㎜　　　　　　　２基
排水設備工　　　　　　　　　　　　　　　　　３箇所
消火栓切替工（新設）　　　　　　　　　　　　　１基
消火栓切替工（改良）　　　　　　　　　　　　　１基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　φ　２５㎜　　　　　　３箇所
　　　　　　　　　　　φ　３０㎜　　　　　　１箇所
　　　　　　　　　　　φ　５０㎜　　　　　　２箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝４４７．４㎡

R1.7.2 R2.1.31 一競 髙橋工業（株） 33,000

4 工 務 課
平成３１年度笠神八幡線道路整備
事業に伴う既設配水管撤去工事

多賀城市丸山二丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝１８４．０ｍ
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
ダクタイル鋳鉄管撤去工（φ400㎜、Ｌ ＝184.0ｍ） 一式
テニスコート復旧工（Ｌ＝40.0ｍ）　　　　　　　　一式
樹木処分工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

R1.7.2 R1.10.31 指名 髙橋工業（株） 5,120

5 工 務 課
高平伸縮可とう管補強工事詳細設
計業務委託

多賀城市浮島字矢中地内

(1)　管路補強詳細設計
・ダクタイル鋳鉄管φ500㎜伸縮継手
　施行延長　Ｌ＝6ｍ(開削Ｌ＝6ｍ)立坑1箇所　一式
・設計協議　中間打合せ1回　一式
・報告書作成　一式
(2)　設計に伴う測量調査業務
・現地測量　平板測量(1/500)　一式
・打合せ　一式
・報告書作成　一式
(3)　設計に伴う地質調査業務　一式

R1.7.2 R1.9.20 随契
（株）日新技術コンサ
ルタント東北事務所

3,500

入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３1年度上水道部入札結果概要

番号 発　注　課 工　事　（　委　託　）　名 施　工　場　所 工　事　概　要
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6 工 務 課
平成３１年度公共下水道雨水工事
(大代東－２－２工区)に伴う配水
管移設工事

多賀城市大代五丁目、六丁
目地内

施工延長　　　　　　　　　　　        　 L＝270.0ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
                               φ150㎜ 　L＝189.0ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
                               φ 75㎜　 L＝81.0ｍ
仕切弁設置工　　　　　　     　φ150㎜　　　 ２基
仕切弁設置工　　　　　　　     φ 75㎜　　　 ２基
三方向弁設置工　　　　　　     φ150㎜　　　 ２基
三方向弁設置工　　　　　　     φ 75㎜　　　 １基
排水設備工　　　　　　　　     　　 　　　 ３箇所
消火栓切替工（改良）　　　     　　　 　　　 １基
土工　　　　　　　　　　　     　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　     φ 25㎜　　 ９箇所
給水管切替工　　　　　　　     φ 30㎜　　 １箇所
給水管切替工　　　　　　　     φ 40㎜　　 ５箇所
舗装工　　　　　　　　　　     　　　 Ａ＝134.0㎡
既設管撤去工　　　　　　　　     　　　　　　一式
仮設管撤去工　　　　　　　     　　　　　　　一式

R1.8.2 R2.1.31 一競 （有）川前工業所 30,500

7 工 務 課 配水管整備工事（３１－２－１） 多賀城市町前三丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　 　L＝72.3ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体φ300㎜　　L＝72.3ｍ
仕切弁設置工　　　　　　　φ300㎜　　　 １基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　φ30㎜　　　１箇所
給水管切替工　　　　　　　φ25㎜　　　３箇所
舗装工（平板ブロック）　　　　　　 Ａ＝220㎡

R1.8.2 R2.1.31 一競 発向興業（株） 13,450

8 工 務 課
平成３１年度笠神八幡線道路整備
事業に伴う配水管移設工事(その
２)

多賀城市桜木二丁目、栄一
丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　 　　　　　 L＝297.6ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　　　　φ300㎜ 　L＝191.5ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　　　　φ200㎜　　L＝68.6ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧＸ）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　　L＝35.8ｍ
ポリエチレン管布設工（ＰＰ） 　 φ 50㎜  　L＝2.6ｍ
仕切弁設置工　　　　　　　　　　φ300㎜　  　 ５基
仕切弁設置工　　　　　　　　　　φ200㎜　　　 １基
空気弁設置工　　　　　　　　　　　　　 　　　 １基
消火栓設置工　　　　　　　　　　　　　 　　　 １基
排水設備工　　　　　　　　　　　　　 　　　 １箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　　φ 40㎜　　 ２箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　φ 25㎜　　 ６箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　 Ａ＝164.0㎡
仮設管撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

R1.8.2 R2.3.25 一競 （株）太陽工業 40,000

9 工 務 課
平成３１年度一般国道45号下馬地
区電線共同溝事業に伴う配水管移
設工事

多賀城市伝上山三丁目地内

施工延長                                  L=103.3m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(GX)内面粉体φ100㎜　   L=103.3m
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ100㎜　　　　　2基
不断水簡易挿入弁設置工　　　　φ100㎜　　　　　2基
排水設備工　　　　　　　　　　φ 50㎜　　　　1箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　φ 25㎜　　　　3箇所
給水管切替工　　　　　　　　　φ 30㎜　　　　1箇所
舗装工　                                　 A= 99㎡
既設管撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

R1.9.3 R2.2.28 一競 発向興業（株） 15,500

10 工 務 課
平成３１年度笠神八幡線道路整備
事業に伴う配水管移設工事（その
１）

多賀城市笠神二丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　L=242.0m
ダクタイル鋳鉄管布設工（GX）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　　　　φ400㎜ 　L=242.0m
仕切弁設置工　　　　　　　　　　φ400㎜　　    4基
排水設備工　　　　　　　 　　　 φ100㎜ 　　 1箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　一式
給水管切替工　　　　　　　　　　φ100㎜　　  1箇所
仮設管撤去工　　　　　　　　　　φ400㎜　　   一式

R1.10.1 R2.3.25 一競 （有）長尾設備 38,360
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平成３1年度上水道部入札結果概要

番号 発　注　課 工　事　（　委　託　）　名 施　工　場　所 工　事　概　要

11 工 務 課
平成３１年度一般国道４５号下馬
地区電線共同溝事業に伴う配水管
移設工事（その２）

多賀城市伝上山一丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　L=109.6m
ダクタイル鋳鉄管布設工（GX）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　φ100㎜ 　L=109.6m
仕切弁設置工　　　　　　　φ100㎜　　    2基
不断水簡易挿入弁設置工　　φ100㎜　 　   2基
排水設備工　　　　　　　  φ 50㎜ 　　 1箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　    　一式
給水管切替工　　　　　　　φ 25㎜　　  2箇所
給水管切替工　　　　　　　φ 30㎜　　  2箇所
給水管切替工　　　　　　　φ 40㎜　　  1箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　A=83㎡
既設管撤去工　　　　　　　　　　　    　一式
モルタル注入工 　　 　　　　　　　    　一式

R1.10.1 R2.2.28 一競 発向興業（株） 18,000

12 工 務 課
平成３１年度高平伸縮可とう管補
強工事

多賀城市浮島字矢中地内

【伸縮可とう管補強工】
伸縮可とう管補強金具　φ1450㎜　L=3800㎜　1基
【土工】
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
【仮設工】
立坑工　6000㎜(W)×4000㎜(L)×4203㎜(H)　 一式
路面覆工　5000㎜(W)×8000㎜(L)　　　    40.0㎡
地盤改良工(二重管ストレーナ工法　複相式)　18本
【復旧工】
舗装工　   　　　　　 　　　　　　    A=76.0㎡

R1.10.1 R2.3.25 一競 発向興業（株） 60,000

13 工 務 課
岡田水源２号井ほか量水器等更新
工事

仙台市宮城野区岡田字春日
田５３－２ほか

岡田水源１号井量水器更新（150㎜）　　　　　 一式
岡田水源２号井量水器更新（80㎜）　　　　　  一式
　　　　　　　エアコン更新　　　　　　　　　一式
岡田水源３号井インバーター更新　　　　　　　一式
その他撤去、据付、試運転調整等　　　　　　　一式

R1.10.31 R2.2.28 指名 産電工業（株） 4,800

14 工 務 課 配水管整備工事（３１－３－１）
多賀城市丸山一、二丁目地
内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ=238.2ｍ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(内面粉体)　φ400㎜　 Ｌ=227.5ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　φ200㎜　 Ｌ= 12.8ｍ
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ400㎜　　　　 ３基
　　　　　　　　　　　　　　　φ200㎜　　 　　１基
不断水分岐工　　　　　　　　　φ200㎜　　　 １箇所
空気弁設置工　　　　　　　　　φ 75㎜　　　　 １基
排水設備工　　　　　　　　　　φ 75㎜　　　　 １基
　　　　　　　　　　　　　　　φ 50㎜　　　　 １基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去工(φ400㎜、Ｌ=290ｍ)　　　　 一式

R1.11.27 R2.3.25 一競 髙橋工業株式会社 43,900

15 工 務 課 配水管整備工事（３１－３－２） 多賀城市栄一丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ=130.6ｍ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(内面粉体)　φ200㎜　 Ｌ=124.2ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　 Ｌ=　6.4ｍ
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ200㎜　　　　 １基
消火栓切替工（改良）　　　　　　　　　　　　　１基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　φ 25㎜　　　 ５箇所
舗装工 　　　　　 　　　　　　　　　　　 Ａ=235.0㎡
既設管撤去工 　　　　　　　　 　　　　　　　　 一式

R1.11.27 R2.3.25 一競 有限会社川前工業所 24,700

16 工 務 課
平成３１年度鶴ヶ谷二丁目地内配
水管布設工事

鶴ヶ谷二丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　　L=54.1m
ポリエチレン管布設工(PP)　　　φ50㎜　　　L=54.1m
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　φ20㎜　　　 　7箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　　A=2.0㎡

R2.1.24 R2.3.25 指名

17 管 理 課 平成３１年度水道庁舎改修工事
多賀城市中央二丁目２５番
７号

R2.1.24 R2.3.27 一競
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