
（平成２９年３月末日現在　２７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（２８－１－１） 多賀城市新田字中地内

施工延長　Ｌ＝ 90.8ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L= 88.8ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（Ｋ形） 内面粉体φ 75㎜ L=  2.0ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 75㎜       1基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜    　 1基
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工 　　　　　　　　　　　　　φ 25㎜   　4箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　 φ 40㎜ 　  1箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 147㎡

H28.4.26 H28.8.31 指名 発向興業株式会社 7,050

2 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－１） 多賀城市伝上山三丁目地内

施工延長　Ｌ＝126.4ｍ
ポリエチレン管布設工　　　　　　　　　 φ 50㎜ L=126.4ｍ
仕切弁設置工　  　　　  　　　　　　　 φ 50㎜       4基
排水設備工　　   　　                  φ 50㎜     2箇所
土工　　  　　　　　　　　 　　　         　 　 　　一式
給水管切替工　　　　　 　　　　  　　　φ 25㎜  　 8箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 169㎡

H28.4.26 H28.8.31 指名 髙橋工業株式会社 7,300

3 工 務 課
平成２８年度末の松山浄水場電気
防食工事に係る事前調査

多賀城市八幡二丁目１１－
１１

設置工事
　排流点金具石工　　　　　　　　　　　　　　　　　２４本
　プローブ極設置工　　　　　　　　　　　　　　　　　８本
　ターミナルボックス設置工　　　　　　　　　　　　　８組
調査事項
　管対地電位
　土壌低効率
　仮通電試験
　土壌分析
提出書類
　報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　電気防食装置工事見積書（図面添付）

H28.6.2 H28.10.31 指名
日本防蝕工業（株）

東北支店
3,500

4 工 務 課
平成２８年度マッピングシステム
データ補正業務

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．１ｋｍ
　給水装置設置個所　　　　　　　　　　　　　　４５０箇所
　配水管整備工事竣工図　　　　　　　　　　　　　　２４枚
　給水装置台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０件

H28.6.29 H29.3.17 随契 （株）パスコ仙台支店 1,850

5 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－４） 多賀城市八幡二丁目地内

施工延長　Ｌ＝179.6ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L= 34.3ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L=145.3ｍ
仕切弁設置工　　　 　　　　　　　　　　φ100㎜　　　 1基
仕切弁設置工　  　　　  　　　　　　　 φ 75㎜       2基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜   　1箇所
土工　　  　　　　　　　　 　　　         　 　 　　一式
給水管切替工　　　　　 　　　　  　　　φ 25㎜  　12箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 30㎜  　 1箇所
給水管切替工　　　　　   　　　　　　　φ 40㎜　   5箇所
給水管切替工　　　　　　　  　　　　 　φ 50㎜　   4箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 855㎡
ダクタイル鋳鉄管撤去工     　　　　　　　　　　　　 一式

H28.6.29 H28.11.30 一競 （有）加藤鉄工所 23,300

6 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－３） 多賀城市明月一丁目地内

施工延長　Ｌ＝133.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ300㎜ L=133.9ｍ
仕切弁設置工　　　 　　　　　　　　　　φ300㎜　　　 1基
土工　　  　　　　　　　　 　　　         　 　 　　一式
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 168㎡
モルタル注入工　　　　     　　　　　　　　　　　　 一式

H28.6.29 H29.2.28 一競 髙橋工業（株） 19,400

入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成２８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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7 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－２）
多賀城市町前三丁目、明月
一丁目地内

施工延長　Ｌ＝139.5ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ300㎜ L= 88.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＰＮ） 内面粉体φ300㎜ L= 26.6ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L= 24.0ｍ
仕切弁設置工　　　 　　　　　　　　　　φ300㎜　　　 2基
仕切弁設置工　  　　　  　　　　　　　 φ150㎜       1基
土工　　  　　　　　　　　 　　　         　 　 　　一式
給水管切替工　　　　　 　　　　  　　　φ 30㎜  　 1箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 322㎡
推進工（高耐荷力方式　泥土圧工法）
　　　　　　　  　　　  　　　　　　　 φ450㎜      一式

H28.6.29 H29.2.28 一競 （株）太陽工業 52,000

8 工 務 課
平成２８年度老朽基幹管路耐震化
工事に係る設計業務委託

多賀城市笠神二丁目、丸山
二丁目、鶴ヶ谷三丁目地内

管路布設替詳細設計（開削）
　ダクタイル鋳鉄管　φ４００㎜
 　　　　　　　　　　　　　　　　施工延長　Ｌ＝１０８０ｍ

H28.6.29 H29.2.15 指名
（株）日新技術コンサ
ルタント東北事務所

6,800

9 工 務 課 平成２８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　　　　　　　　　　　　　１１１㎞
　調査地区 　 　　　　　　　　　　　　　１０，８３９戸
　（新田、髙橋、山王、南宮、鶴ヶ谷、丸山、大代、栄、
　　明月、宮内、笠神、下馬）
　調査内容
　（作業計画書作成、現場下見調査、チラシ配布、戸別音聴調査、
　　路面音聴調査、漏水確認調査、相関調査、報告書作成）

H28.7.21 H29.1.31 指名 （株）東北漏水 4,490

10 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－５） 多賀城市留ヶ谷二丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 137.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L=127.8ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L= 10.4ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ100㎜       1基
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 75㎜       1基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A= 349㎡
モルタル注入工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H28.8.1 H28.11.30 一般 （有）長尾設備 9,900

11 工 務 課 配水管整備工事（２８－２－６）
多賀城市宮内一、二丁目地
内

施工延長　Ｌ＝  33.7ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L= 29.7ｍ
ポリエチレン管布設工             　　　φ 50㎜ L=  4.0ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ100㎜       1基
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜       2基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　　　　　 　　　　　　　　φ 25㎜ 　　2箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A=1280㎡

H28.8.1 H28.12.22 一般 （有）川前工業所 9,500

12 工 務 課 配水管整備工事（２８－３－１） 多賀城市栄一丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 417.9ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ200㎜ L=394.2ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L=  4.7ｍ
ポリエチレン管布設工             　　　φ 50㎜ L= 19.0ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ200㎜       1基
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ150㎜       1基
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜       3基
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　　　　　 　　　　　　　　φ 20㎜ 　　2箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  A=1273㎡

H28.8.1 H29.1.31 一般 発向興業（株） 28,500
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（平成２９年３月末日現在　２７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。
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平成２８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

13 工 務 課
平成２８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

水道施設整備計画策定業務報告書　　　　　　　　　　　３部
（管網解析結果含む）
管体腐食調査報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　３部
アセットマネジメント基本計画業務報告書　　　　　　　３部
上記業務の電子データ　　　　　　　　　　　　　　　　一式
その他委託者が必要と認めるもの　　　　　　　　　　　一式

H28.8.17 H28.3.17 随契
日本水工設計（株）

東北支社
19,500

ﾌﾟﾛﾎﾟｰ
ｻﾞﾙ
方式

14 工 務 課
平成２８年度公共下水道雨水工事
（宮内－１－１０工区）に伴う配
水管移設工事

多賀城市宮内二丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 178.3ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ150㎜ L=178.3ｍ
仕切弁設置工　　　　             　　　φ150㎜  　　１基
管路切廻用不断水切替三方弁（浅埋）　　 φ150㎜      ２基
排水設備設置工   　　                  φ 50㎜    １箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　　　　　 　　　　　　　　φ 25㎜　　１箇所
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　　一式

H28.10.5 H29.3.10 一般 （有）加新住設 16,000

15 工 務 課
平成２８年度各配水池外換気設備
等設置工事

利府町森郷字大窪南６６－
５外

岡田水源２号井　取水ポンプ交換　　　　　　　　　　　一式
末の松山浄水場　高圧交流気中負荷開閉器更新　　　　　一式
森郷配水池　　　換気設備　　　　　　　　　　　　　　一式
　　　　　　　　土木工事　　　　　　　　　　　　　　一式
市川配水池　　　換気設備　　　　　　　　　　　　　　一式
天の山配水池　　換気設備　　　　　　　　　　　　　　一式

H28.10.5 H29.3.15 指名 産電工業（株） 11,500

16 工 務 課
平成２８年度天の山配水池ほかＩ
ＴＶ設備等設置工事

多賀城市笠神二丁目８－１
０ほか

天の山配水池　セキュリティ設備機器設置工事　　　　　一式
市川配水池　セキュリティ設備機器設置工事　　　　　　一式
遠方監視装置増設工事　　　　　　　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　　　　一式

H28.10.5 H29.1.31 指名 産電工業（株） 7,700

17 工 務 課
平成２８年度森郷配水池残留塩素
計更新工事

利府町森郷字大窪南６６－
５

森郷配水池残留塩素計更新工事　　　　　　　　　　　　一式
残留計取出配管更新　　　　　　　　　　　　　　　　　一式 H28.10.5 H29.1.31 指名

メタウォーター（株）
東北営業部

4,670

18 工 務 課
平成２８年度末の松山浄水場耐震
補強設計および仙台分水受水管更
新基本設計外業務委託

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号外

末の松山浄水場耐震補強設計　　　　　　　　　　　　　一式
岡田水源集水場自家発電気室更新設計　　　　　　　　　一式
仙台分解受水管更新基本設計　　　　　　　　　　　　　一式
高平減圧弁更新詳細設計検証　　　　　　　　　　　　　一式

H28.10.5 H29.3.20 指名
（株）日本水工設計東

北支社
12,500

19 工 務 課
平成２８年度岡田水源２号井清掃
業務委託

仙台市宮城野区岡田字春日
田５３－２

ケーシング口径　３００Ａ（２５０Ａ）
井戸深度　２６．７ｍ
　(1) 井以堆砂及び鉄錆スケールの除去
　(2) ケーシング管及びストレーナ管の清掃
　(3) 深度測定及び揚水試験・水中カメラ孔内調査
　(4) 報告書作成（清掃効果判定・解析及び評価）
　（ブラッシング法、スワピング法、エアリフト法、薬液洗浄
　　による）

H28.10.5 H29.2.28 指名 （株）日本総合地質 3,250

20 工 務 課
平成２８年度笠神新橋水管橋耐震
補強設計業務委託

多賀城市桜木二丁目、八幡
四丁目地内

水管橋耐震補強詳細設計　　　　　　　　　　　　　　　一式
　ダクタイル鋳鉄管φ４００㎜　施工延長　　Ｌ＝６２．５ｍ
　ダクタイル鋳鉄管φ３００㎜　施工延長　　Ｌ＝６２．５ｍ
　ダクタイル鋳鉄管φ２００㎜　施工延長　　Ｌ＝６２．５ｍ

H28.11.1 H29.3.17 指名
日本水工設計（株）

東北支社
4,250

21 工 務 課
平成２８年度鶴ヶ谷二丁目地内配
水管布設工事

多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 60.1ｍ
ポリエチレン管布設工   　　　　　　　　φ 50㎜ L= 60.5ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜       1基
配水設備工　  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　　　　　 　　　　　　　　φ 40㎜ 　　1箇所
給水管切替工　　　　　 　　　　　　　　φ 25㎜ 　　4箇所

H28.11.21 H29.3.10 指名 （有）長尾設備 4,760
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（平成２９年３月末日現在　２７件）
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種別 金額（千円）
入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成２８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

22 工 務 課
平成２８年度公共下水道雨水工事
（明月－１－６工区）に伴う配水
管移設工事

多賀城市宮内一丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 64.8ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ100㎜ L= 49.7ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L= 12.2ｍ
ポリエチレン管布設工 　　　　　　　 　 φ 50㎜ L=  5.0ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ100㎜       4基
排水設備工       　　                  φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　 　　　　　　　　    　  φ 40㎜ 　　1箇所
給水管切替工　 　　　　　　　　    　  φ 30㎜ 　　1箇所
給水管切替工　 　　　　　　　　    　  φ 25㎜ 　　1箇所
仮設工　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式

H28.11.21 H29.3.10 指名 発向興業（株） 5,970

23 工 務 課
平成２８年度公共下水道雨水工事
（六貫田－１－８工区）に伴う配
水管移設工事

多賀城市八幡字六貫田、一
本柳地内

施工延長　Ｌ＝ 28.2ｍ
ダクタイル鋳鉄管布設工（ＧⅩ） 内面粉体φ 75㎜ L= 38.0ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 75㎜       2基
不断水簡易挿入弁設置工   　            φ 75㎜   　　2基
排水設備工　   　　　　　　　　    　  φ 50㎜ 　　1箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　 　　　　　　　　    　  φ 50㎜ 　　1箇所

H28.11.21 H29.3.10 指名 （有）加藤鉄工所 6,250

24 工 務 課
平成２８年度伝上山二丁目地内配
水管布設工事

多賀城市伝上山二丁目地内

施工延長　Ｌ＝ 32.9ｍ
ポリエチレン管布設工 　　　　　　　 　 φ 50㎜ L= 32.9ｍ
仕切弁設置工  　　　　　　　　　　　　 φ 50㎜       2基
排水設備工       　　                  φ 50㎜     1箇所
土工　　  　　　　　　　　　　　　　         　 　  一式
給水管切替工　 　　　　　　　　    　  φ 25㎜ 　　6箇所

H28.11.21 H29.3.10 指名 髙橋工業（株） 3,200

25 工 務 課
平成２８年度旧西部簡易水道水源
環境整備工事

多賀城市新田字南安楽寺８
９－４

井戸設備設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
ネットフェンス及び排水設備工事　　　　　　　　　　　一式
試運転調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H28.12.16 H29.3.10 指名 不調

26 工 務 課
平成２８年度公道内配水管等修繕
に係る舗装復旧

多賀城市髙橋五丁目地内他

施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９箇所
　舗装工　　　　　　　　　　　一般歩道　　　Ａ＝　９５㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ交通　　　Ａ＝２４３㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ交通　　　Ａ＝　　７㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ交通　　　Ａ＝　６８㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ交通　　　Ａ＝　１０㎡
区画線設置工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H28.12.16 H29.3.10 随契 （株）渡邊舗装工業 5,000

27 工 務 課
平成２８年度旧西部簡易水道水源
環境整備工事

多賀城市新田字南安楽寺８
９－４

井戸設備設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
ネットフェンス及び排水設備工事　　　　　　　　　　　一式
試運転調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H29.1.17 H29.3.24 指名 （株）日本総合地質 2,325
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