
（平成２８年３月末日現在２２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、委託については設計額が１００万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

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 配水管整備工事（２７－１－１） 多賀城市山王字千刈田地内

施工延長　Ｌ＝253.4ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L=251.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L=  1.5ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ150㎜       1基
空気弁設置工　　　　　　　　　　　　　 φ 75㎜       1基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工 　　　　　　　　　　　　　φ 20㎜   　2箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 25㎜ 　  4箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 30㎜ 　  2箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜     2箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 478㎡
モルタル注入工 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　一式

H27.6.5 H27.11.30 一競 有限会社長尾設備 20,240

2 工 務 課 配水管整備工事（２７－２－１） 多賀城市高崎三丁目地内

施工延長　Ｌ＝453.0ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L=421.7ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L=  6.4ｍ
ポリエチレン管布設工　　　　　　　　　 φ 50㎜ L= 24.9ｍ
仕切弁設置工　  　　　  　　　　　　　 φ100㎜       5基
仕切弁設置工　　  　　    　　　　　　 φ 75㎜       1基
仕切弁設置工　　  　  　　　　　　　　 φ 50㎜       5基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜     　1基
土工　　  　　　　　　　　 　　　         　 　 　　一式
給水管切替工　　　　　 　　　　  　　　φ 20㎜  　10箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 25㎜  　 4箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 30㎜　   2箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 40㎜　   1箇所
給水管切替工（防火水槽 ）  　　　　　　φ 50㎜　   1箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 803㎡
モルタル注入工　　　　     　　　　　　　　　　　　 一式

H27.6.5 H27.11.30 一競 発向興業株式会社 32,200

3 工 務 課 配水管整備工事（２７－２－２） 多賀城市留ヶ谷三丁目地内

施工延長　Ｌ＝287.2ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L=284.3ｍ
ポリエチレン管布設工　　　　　　　　　 φ 50㎜ L=  1.8ｍ
仕切弁設置工　　　　　 　　　　　　    φ100㎜       3基
排水設備工                             φ 50㎜     1箇所
土工  　　　　　　　　　　     　         　 　     一式
給水管切替工　　　　　  　　　　　　　 φ 20㎜    37箇所
給水管切替工　　　　　  　　　　　　　 φ 25㎜     1箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 30㎜   　1箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 40㎜   　2箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 824㎡
モルタル注入工　　　　     　　　　　　　　　　　　 一式

H27.6.5 H27.11.30 一競 有限会社加新住設 26,000

4 工 務 課
平成２７年度水道施設整備計画策
定業務委託

多賀城市給水区域全域

水道施設整備計画業務報告書　　　　　　　　　　　　　一式
森郷配水池耐震二次診断報告書　　　　　　　　　　　　一式
水管橋耐震一次診断報告書 　　　　　　　　　　　　　 一式
アセットマネジメント基本計画業務報告書　 　　　　　 一式
地質調査結果報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H27.7.10 H28.3.25
ﾌﾟﾛﾎﾟ
ｻﾞｰﾙ
随契

日本水工設計（株）東
北支社

24,500

5 工 務 課 平成２７年度漏水調査業務委託 多賀城市給水区域内

　送水管、配水管延長　　　　　　　　　　　　　１２０㎞
　調査地区 　 　　　　　　　　　　　　　１２，３９４戸
　（市川、浮島、高崎、東田中、中央、留ヶ谷、城南、伝城山、
　　桜木、八幡、町前）
　調査内容
　（作業計画書作成、現場下見調査、ちらし配布、戸別音聴調査、
　　路面音調調査、漏水確認調査、相関調査、報告書作成）

H27.7.23 H27.12.15 指名 （株）東北漏水 5,700

6 工 務 課 導水管整備工事（２７－２－１）
多賀城市町前一丁目、八幡
一丁目地内

施工延長　Ｌ＝206.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（Ｋ）内面粉体
　　　　　　　　　　　　　　　φ200㎜～φ400㎜ L=  2.3ｍ
ポリエチレン管布設工（ＰＥ）　　　　　 φ200㎜ L= 35.6ｍ
管更正工（ＰＥ）　　　　　　　 　　　  φ200㎜ L=169.0ｍ
土工  　　　　　　　　　　     　         　 　     一式

H27.7.30 H27.12.15 一競 髙橋工業（株） 11,000

7 工 務 課
平成２７年度末の松山浄水場送水
ポンプ点検委託

多賀城市八幡二丁目１１－
１１

送水ポンプ分解点検委託（２号を除く）　　　　　　　　２台
　エバラ　ＢＭＳ型水中渦巻ポンプ
　型式 ： １００ＢＭＳ　２５３０　出力３０ｋｗ　口径１００㎜
　現地取り外し　工場持ち帰り分解整備　現地据付　試運転

H27.8.19 H28.1.25 指名 産電工業（株） 3,250

入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成２７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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番号 発　注　課 工　事　（　委　託　）　名 施　工　場　所 工　事　概　要

8 工 務 課
平成２７年度公共下水道雨水工事
（大代－１－６工区）に伴う配水
管移設工事

多賀城市大代一丁目地内

施工延長　Ｌ＝32.5ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ250㎜ L= 11.3ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L=  1.4ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L= 19.8ｍ
仕切り弁設置工　　　　　　　　　　　　 φ100㎜     2箇所
三方仕設置工　　　　　　　　　　　　　 φ250㎜     2箇所
排水設置工    　　　　　　　　　　　　　 　　　    1箇所
土工 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜ 　  1箇所

H27.10.1 H28.2.29 一競 （株）太陽工業 15,000

9 工 務 課
平成２７年度末の松山浄水場他制
御機器等更新工事

多賀城市八幡二丁目１１－
１１番１１号他

末の松山浄水場各制御機器更新工事　　　　　　　　　　一式
森郷配水池各制御機器更新工事　　　　　　　　　　　　一式
末の松山浄水場ＵＰＳ設置工事　　　　　　　　　　　　一台
市川配水池圧力計設置工事　　　　　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　　　　一式

H27.10.1 H28.1.29 指名 産電工業（株） 11,200

10 工 務 課
平成２７年度森郷配水池伸縮可と
う管改修工事

宮城郡利府町森郷字大窪南
６６－５

施工延長　Ｌ＝ 5.1ｍ
伸縮可とう管撤去・設置工　　　　　　　 φ500㎜    １箇所
伸縮可とう管接続配管撤去・設置工   　　φ500㎜      一式
水道用バタフライ弁設置工 　　　　　　　φ500㎜  　１箇所
土工 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
電気防食配線取外し・再設置工　　　　　　　　　　　　一式

H27.10.1 H28.1.29 指名 （株）成和 11,400

11 工 務 課
平成２７年度森郷配水池電気防食
工事

宮城郡利府町森郷字大窪南
６６－５

設置工事
　直流電源装置ＡＣ１００Ｖ　　ＤＣ６０Ｖ－２０　　　１台
　高珪素鉄電極ＴＡ－３型　　　　　　　　　　　　　　５本
　バックフィルＬＯＲＥＳＣＯ　　ＳＣ－３　　　　　６３袋
　ターミナルボックスＮＪＣ－３０型　　　　　　　　　５組
電源
　ＣＶ－１４Sq－１Ｃ　　　　　　　　　　　　３１２．０ｍ
　ＣＶ－１４Sq－２Ｃ　　　　　　　　　　　　　　７．６ｍ
　ＣＶ－１４Sq－３Ｃ　　　　　　　　　　　　　７３．５ｍ
　ＣＶ－１４Sq－４Ｃ　　　　　　　　　　　　　１２．０ｍ
　ＶＶＲ５．５q－２Ｃ　　　　　　　　　　　　　 ９．０ｍ
電線管
　ＦＥＰφ３０　　　　　　　　　　　　　　　２９５．６ｍ
　ＦＥＰφ４０　　　　　　　　　　　　　　　　８５．５ｍ
　ＦＥＰφ３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４本
配電盤改造工
　配線用遮断機（２ＰＭＣＣＢ６０Ｆ）　　　　　　　　１基
　漏電遮断機（２ＰＥＬＣＢ３０ＡＦ）　　　　　　　　１基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H28.3.25 指名
日本防蝕工業（株）

東北支店
7,800

12 工 務 課
平成２７年度マッピングシステム
データ更新業務

多賀城市中央二丁目２５番
７号（上水道部庁舎）

水道施設台長の更新範囲
　管路延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．２ｋｍ
　給水施設設置個所数　　　　　　　　　　　　　　４５０戸
　竣工図枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０枚
　給水台長枚数　　　　　　　　　　　　　　　　１６００枚

H27.10.21 H27.3.31 随契 （株）パスコ仙台支店 1,950

13 工 務 課
平成２７年度末の松山浄水場他セ
キュリティ設備工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号他

末の松山浄水場セキュリティ設備更新・改造　　　　　　一式
森郷配水池セキュリティ設備工事　　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　　　　一式 H27.10.29 H28.3.20 指名 産電工業（株） 6,350

14 工 務 課
平成２７年度末の松山浄水場濁度
計他更新工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号

末の松山浄水場濁度計更新他　　　　　　　　　　　　　一式
濁度計取出配管工事　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　　　　一式 H27.10.29 H28.2.29 指名

（株）水機テクノス
東北支店

5,400

15 工 務 課
平成２７年度森郷配水池外流量計
等更新工事

利府町森郷字大窪南６６－
５外

森郷配水池配水流量計更新工事　　　　　　　　　　　　一式
末の松山浄水場送水流量計更新工事　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整　　　　　　　　　　　一式 H27.10.29 H28.3.15 指名

メタウォーター（株）
東北営業部

4,000
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（平成２８年３月末日現在２２件）
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番号 発　注　課 工　事　（　委　託　）　名 施　工　場　所 工　事　概　要

16 工 務 課
平成２７年度老朽基幹管路耐震化
工事に係る設計業務委託

多賀城市町前三丁目、明月
一丁目地内

管路布設替詳細設計（開削・推進）
　ダクタイル鋳鉄管　φ３００㎜
　　　　　施工延長　Ｌ＝４７０．３ｍ
　　　　　　（開削　Ｌ＝４２０．０ｍ）
　　　　　　（推進　Ｌ＝　５０．０ｍ）
設計に伴う測量業務　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
設計に伴う地質調査業務　　　　　　　　　　　　　　　一式

H27.10.29 H28.3.25 指名
（株）日新技術コンサ
ルタント東北事務所

10,164

17 工 務 課
平成２７年度水管橋耐震詳細診断
業務委託

多賀城市給水区域内水管橋
１１橋

水管橋耐震詳細診断業務（以下１１橋）　　　　　　　　一式
　①　鴻ノ池橋水管橋（上部工）耐震詳細診断
　①　鴻ノ池橋水管橋（下部工）耐震詳細診断
　②　笠神新橋水管橋　　　　　耐震詳細診断
　③　笠神新橋水管橋　　　　　耐震詳細診断
　④　笠神新橋水管橋　　　　　耐震詳細診断
　⑤　樋の口大橋水管橋　　　　耐震詳細診断
　⑥　念仏橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
　⑦　八幡橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
　⑧　鎮守橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
　⑨　大代橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
　⑩　中峰橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
　⑪　橋本橋水管橋　　　　　　耐震詳細診断
地質調査業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H27.11.20 H28.3.18 指名
日本水工設計（株）東

北支社
25,200

18 工 務 課
平成２７年度森郷配水池系テレ
メータ更新工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号他

森郷配水池子局テレメータ更新　　　　　　　　　　　　一式
末の松山浄水場親局テレメータ更新　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　　　　一式

H27.11.20 H28.3.10 指名 産電工業（株） 4,600

19 工 務 課 配水管整備工事（２７－２－３） 多賀城市八幡二丁目地内

施工延長　Ｌ＝125.6ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L=115.8ｍ
ポリエチレン管布設工           　　　　φ 50㎜ L=  9.8ｍ
仕切弁設置工　  　　　　　　　　　　　 φ 75㎜       2基
排水設備工　  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜      一式
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工 　　　　　　　　　　　　　φ 20㎜    13箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 25㎜ 　  1箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 30㎜ 　  1箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 40㎜     1箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 520㎡

H27.11.20 H28.3.18 一競 （有）加藤鉄工所 12,500

20 工 務 課 配水管整備工事（２７－３－１） 多賀城市大代４丁目地内

施工延長　Ｌ＝257.3ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L=257.3ｍ
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工 　　　　　　　　　　　　　φ 20㎜     9箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 25㎜ 　  3箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 30㎜ 　  3箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 40㎜     4箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 551㎡
モルタル注入工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H27.11.20 H28.3.18 一競 （有）川前工業所 22,000

21 工 務 課 配水管整備工事（２７－２－４）
多賀城市宮内一、二丁目地
内

施工延長　Ｌ＝545.7ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L=545.7ｍ
仕切弁設置工 　　　　　　　　　　　　　φ100㎜       5基
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A=1590㎡

H27.12.4 H28.3.18 一競 発向興業株式会社 29,900

22 工 務 課
平成２７年度市道大代橋本線拡幅
工事に伴う配水管移設工事

多賀城市大代五丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 23.2ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L= 23.2ｍ
簡易挿入弁（ストップバルブ）設置工 　　φ150㎜       1基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 　 A=15㎡

H27.12.24 H28.3.22 一競 髙橋工業（株） 4,500
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