
（平成３０年１２月末現在　２４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
平成３０年度清水沢多賀城線道路整
備事業に伴う配水管移設工事（その
２）

多賀城市東田中一丁目、
東田中字志引地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　 Ｌ＝142.0ｍ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(GX)内面粉体φ150㎜　Ｌ＝ 48.6ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　　　　　　　 φ 50㎜  Ｌ＝ 93.4ｍ
仕切弁設置工　　　　　 　　　 φ150㎜　２基
仕切弁設置工　　　　　　 　　 φ 50㎜　３基
耐震型不断水分岐弁設置工
　　　　　　　　　　 φ200㎜×φ150㎜　１基
　　　　　　　　　　 φ150㎜×φ150㎜　１基
排水設備工　　　　　　　　　　　　　　 ２箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　 一式
給水管切替工　　　　　　 　　 φ 25㎜　２箇所
　　　　　　　　　　　　 　　 φ 30㎜　１箇所
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　 Ａ＝143.0㎡
既設管撤去工　　　　　　　　　　　　　 一式

H30.4.26 H30.12.28 一競 (株)太陽工業 15,500

2 工 務 課 配水管整備工事（３０－２－１） 多賀城市東田中二丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝８１．６ｍ
ポリエチレン管布設工（ＰＰ）
　　　　　　　　　　　　　　　φ５０㎜　Ｌ＝８１．６ｍ
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ５０㎜　１基
排水設備工　　　　　　　　　　　　　　　１箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　φ２５㎜　１０箇所

H30.6.5 H30.10.15 指名 発向興業（株） 4,000

3 工 務 課 平成３０年度高平減圧弁更新工事 多賀城市浮島字矢中地内

〔仮設工〕
　鋼矢板Ⅲ型　　　　　　　　　　　　　 　  Ｌ＝11.0ｍ
　切梁　　　                               Ｈ300×300
  腹起こし　　　　　　　 　　　　　　　　　Ｈ400×400
  覆工板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        一式
〔躯体工〕
　土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        一式
　減圧弁室築造（地下式ＲＣ構造）
　　3100（W）×7760（L）×3800（H）　　　　　 １基
　杭基礎　中堀工法　　　  φ400㎜　　　　　Ｌ＝16m　　４本
            (内訳)　　　　ＳＣ杭　　　　　 Ｌ＝ 5m　　４本
                       ＰＨＣ杭　　　　　　Ｌ＝11m　　４本
〔配管工〕
　施行延長　　　　　　　　　　　　　　　 　Ｌ＝45.0ｍ
  ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(ＮＳ)内面粉体φ350㎜　Ｌ＝45.0ｍ
  仕切弁設置工　　　　　　　　　　φ350㎜　　　       ２基
　不断水挿入弁設置工　　　　　　　φ500㎜　　　       １基
　排水設備工　　　　　　　　　　　　　　　　　        １箇所
〔附帯工〕
　舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　   Ａ＝408.2㎡

H30.7.4 H31.3.18 一競 発向興業（株） 108,500

4 工 務 課
平成３０年度新田字六歳地内配水
管布設工事

多賀城市新田字六歳地内

布設延長　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝６７．０ｍ
ポリエチレン管布設工（ＰＰ）　φ５０㎜　Ｌ＝６７．０ｍ
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　φ２５㎜　３箇所
舗装工　 　　　　　　　　　　　　 　　　Ａ=２４．３㎡

H30.7.4 H30.11.30 指名 （有）川前工業所 3,000

入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３０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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（平成３０年１２月末現在　２４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）
入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３０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

5 工 務 課
平成３０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、八幡
三丁目地内

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=130.0m（開削L=100.0m、推進30.0m）
　・施工延長　L=80.0m（開削L=50.0m、推進30.0m）　※計画のみ
　設計に伴う測量業務　　　　　一式
　設計に伴う地質調査業務　　　一式

H30.7.4 H31.2.28 指名
（株）日新技術コンサ
ルタント東北事務所

15,800

6 工 務 課
平成３０年度末の松山浄水場非常
用自家発電設備詳細設計業務委託

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号

末の松山浄水場非常用自家発電設備詳細設計
　・電気設備（非常用自家発電設備）更新及び建築構造物の設計
　・既設１８７.５KVAガスタービン発電装置更新

H30.7.4 H31.2.28 指名
（株）ＮＪＳ仙台事務

所
4,900

7 工 務 課 配水管整備工事（３０－３－１）
多賀城市丸山一丁目、丸山
二丁目、鶴ケ谷三丁目地内

施工延長                                  L=355.8m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(GX)内面粉体φ400㎜　   L= 69.6m
                              φ200㎜　   L=203.1m
ポリエチレン管布設工(HPPE)　　φ200㎜　　 L= 76.6m
ポリエチレン管布設工(PP)　　　φ 50㎜　　 L=  6.5m
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ400㎜　　　　　3基
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ200㎜　　　　　2基
仕切弁設置工　　　　　　　　　φ 50㎜　　　　　1基
不断水簡易挿入弁　　　　　　　φ400㎜　　　　　1基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H30.9.4 H31.2.28 一競 (有)長尾設備 39,660

8 工 務 課
平成３０年度末の松山浄水場遠方
監視用設備等機器更新工事

多賀城市八幡二丁目１１－
１１

ロガ解析用PC更新　　　　　　　　　　　　　　　一式
LCD監視制御装置ﾏｽﾀ用更新　　　　　　　　　　　一式
LCD監視制御装置ｽﾚｰﾌﾞ用更新　　　　　　　　　　一式
門扉監視装置用更新　　　　　　　　　　　　　　一式
ﾊﾞｲｵｱｯｾｲ装置用更新　　　　　　　　　　　　　　一式
大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装置(遠方監視用)更新　　　　　　　一式
場外監視装置更新　　　　　　　　　　　　　　　一式
場外監視装置用ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰ更新　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　　一式

H30.9.4 H30.12.10 指名 産電工業（株） 3,350

9 工 務 課
平成３０年度大代橋添架配水管電
気防食装置設置工事

多賀城市大代三丁目地内

設置工事
　直流電源装置AC100V DC60V-5A　　　　　　　　　1台
　亜鉛照合電極Zn-G型　　　　　　　　　　　　　 2本
　Mg陽極 9-S型　　　　　　　　　　　　　　　　 2本
　ﾊﾞｯｸﾌｨﾙLORESCO SC-3　　　　　　　　　　　　　3袋
　ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ　　　　　　　　　　　　　　　　　 2組
　電極設置工　　　　　　　　　　　　　　　　　 6本
電線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
電線管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H30.9.4 H31.2.28 指名
日本防蝕工業（株）

東北支店
4,300
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（平成３０年１２月末現在　２４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）
入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３０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

10 工 務 課
平成30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）

多賀城市栄一丁目、桜木二
丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　L=347.1m
仮設ステンレス管布設工　　φ200㎜　　　 L=191.1m
　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　　 　L= 53.7m
仮設ポリエチレン管布設工　φ 50㎜　　　 L= 82.3m
　　　　　　　　　　　　　φ 30㎜　　　 L= 20.0m
不断水簡易挿入弁設置工　　φ300㎜　　　　　 ２基
　　　　　　　　　　　　　φ200㎜　　　　　 １基
　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　　　　　 １基
ダクタイル鋳鉄管撤去工　　φ300㎜　　　 L=186.0m
　　　　　　　　　　　　　φ200㎜　　　 L= 20.0m
　　　　　　　　　　　　　φ100㎜　　　 L= 28.0m
ポリエチレン管撤去工　　　φ 40㎜　　　 L= 10.0m
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　φ 20㎜　　　　 ８箇所

H30.10.2 H31.3.15 一競 発向興業（株） 42,000

11 工 務 課
平成３０年度公共下水道雨水工事
（大代東ー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=434.7m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(GX)内面粉体 φ100㎜　L= 27.2m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(K)内面粉体　φ100㎜　L=　1.3m
ステンレス仮設管布設工　　　　 φ100㎜　L=250.2m
ステンレス仮設管布設工　　　　 φ 80㎜　L=　3.1m
ポリエチレン仮設管布設工　　　 φ 50㎜　L=152.9m
仕切弁設置工　　　　　　　　　 φ100㎜　　１０基
仕切弁設置工　　　　　　　　　 φ 50㎜　　　３基
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　　　 φ25㎜　　 ８箇所
給水管切替工　　　　　　　　　 φ30㎜ 　　１箇所
給水管切替工　　　　　　　　　 φ40㎜ 　　３箇所
排水設備工　　　　　　　　　　 φ40㎜ 　　４箇所
排水設備工　　　　　　　　　　 φ50㎜ 　　２箇所

H30.10.2 H31.2.28 一競 （有）加藤鉄工所 18,500

12 工 務 課
平成３０年度公共下水道雨水工事
（八幡-2-5工区）に伴う配水管移
設工事

多賀城市八幡三丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　L=108.0m
ポリエチレン管布設工　　　φ50㎜　　　　L=108.0m
仕切弁設置工　　　　　　　φ50㎜　　　　　　１基
排水設備工　　　　　　　　φ50㎜　　　　　１箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
給水管切替工　　　　　　　φ25㎜　　　　１２箇所
給水管切替工　　　　　　　φ30㎜　　　　　１箇所
給水管切替工　　　　　　　φ25㎜　　　　　２箇所

H30.10.2 H31.2.28 指名 髙橋工業（株） 7,850

13 工 務 課
平成３０年度末の松山浄水場ほか
送水ポンプ電動弁等更新工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号ほか

末の松山浄水場№1,3,4号送水ポンプ電動弁更新工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
末の松山浄水場減圧弁圧力計更新工事　　　　　一式
天の山送水管圧力計更新工事　　　　　　　　　一式
岡田集水場PAS更新工事　　　　　　　　　　　 一式
岡田集水場導水ポンプ逆止弁更新工事　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　一式

H30.10.2 H31.2.28 一競 産電工業（株） 11,500

14 工 務 課
平成３０年度森郷配水池１号薬品
タンク更新工事

利府町森郷字大窪南６６－
５

森郷配水池１号薬品タンク更新工事　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　一式

H30.10.2 H31.2.15 指名
（株）水機テクノス東

北支店
6,700
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（平成３０年１２月末現在　２４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）
入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３０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

15 工 務 課
平成３０年度末の松山浄水場ほか
水位計更新工事

多賀城市八幡二丁目１１番
１１号ほか

末の松山浄水場東側浄水池水位計更新工事　　　一式
末の松山浄水場排水槽水位計更新工事　　　　　一式
市川配水池水位計更新工事　　　　　　　　　　一式
岡田集水槽水位計更新工事　　　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　一式

H30.10.2 H31.2.28 指名 産電工業（株） 4,400

16 工 務 課
平成３０年度清水沢多賀城線道路
整備事業に伴う配水管移設工事
（その１）

多賀城市八幡字六貫田地内
施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　L= 22.8m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工(GX)内面粉体　φ75㎜　L= 23.6m
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H30.10.31 H31.3.15 指名 （有）長尾設備 1,860

17 工 務 課
平成３０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

多賀城市鶴ケ谷三丁目、丸
山二丁目

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　L=174.0m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管撤去工　　　　　　 φ400㎜　L=127.0m
　　　　　　　　　　　　　　　 φ350㎜　L= 12.0m
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H30.10.31 H31.3.18 随契 （有）長尾設備 2,590

18 工 務 課
平成３０年度高平減圧弁伸縮可と
う管現況調査業務

多賀城市浮島字矢中、城南
一丁目地内

伸縮可とう管調査　　　　　　　　　　　　　２箇所 H30.10.31 H31.3.15 随契 発向興業（株） 2,830

19 工 務 課
平成３０年度森郷配水池緊急遮断
弁機器更新工事

利府町森郷字大窪南６６－
５

森郷配水池緊急遮断弁用機器更新工事　　　　　一式
森郷配水池緊急遮断弁電動開閉用機器更新工事　一式
森郷配水池緊急遮断弁盤用機器更新工事　　　　一式
緊急遮断弁トリガー機構撤去工事　　　　　　　一式
既設盤機能増設及び遠方監視装置機能増設　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　　　　一式

H30.10.31 H31.3.15 指名 不調
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（平成３０年１２月末現在　２４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）
入札日 工　　期 落　札　業　者 備　考

平成３０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

20 工 務 課
公共下水道雨水工事（八幡－１－
１６工区）に伴う配水管移設工事

多賀城市町前三丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　 L=  10.0m
雨水排水路添架工（HPPE）　　φ 75㎜　 　 L=  18.0m
簡易挿入弁　　　　　　　　　φ 75㎜　　　　　 １基
仕切弁設置工　　　　　　　　φ 75㎜　　　　　 １基
排水設備工　　　　　　　　　φ 50㎜　　　　 １箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

H30.11.21 H31.3.25 指名 (有)加藤鉄工所 5,500

21 工 務 課
平成３０年度笠神八幡線道路整備
事業に伴う配水管移設工事設計業
務委託

多賀城市栄一丁目、桜木二
丁目地内

管路布設替詳細設計（開削） 　　　　　　　　　一式
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ300㎜　施工延長 L=180m（開削）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ200㎜　施工延長 L= 20m（開削）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ100㎜　施工延長 L= 30m（開削）

H30.11.21 H31.3.15 随契
（株）日新技術コン
サルタント東北事務

所
2,500

22 工 務 課
平成３０年度公道内配水管等修繕
に係る舗装復旧

多賀城市鶴ケ谷二丁目２２
地先他

施工箇所　　１５箇所
　舗装工　　L交通　　A=145㎡
　　　　　　A交通　　A= 11㎡
区画線設置工　　　　　　一式
仕切弁筐高さ調整工

H30.11.21 H31.3.15 指名 （株）渡邊舗装工業 2,700

23 工 務 課
平成３０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

多賀城市下馬五丁目地内

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　 L=  64.2m
ポリエチレン管布設工　　φ50㎜　      　 L=  64.2m
仕切弁設置工　        　φ50㎜　　　　      　１基
排水設備工　          　φ50㎜　　       　 ２箇所
土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
舗装工（本復旧）　　　　 　　　　　　　　A=  9.5㎡
舗装工（仮復旧）　　　     　　　　　　　A= 58.8㎡

H30.12.7 H31.3.15 指名 発向興業（株） 5,000

24 工 務 課
平成３０年度森郷配水池緊急遮断
弁機器更新工事

利府町森郷字大窪南６６－
５

森郷配水池緊急遮断弁用機器更新工事　　　　　　一式
森郷配水池緊急遮断弁電動開閉機用機器更新工事　一式
森郷配水池緊急遮断弁盤用機器更新工事　　　　　一式
緊急遮断弁トリガー機構撤去工事　　　　　　　　一式
既設盤及び遠方監視装置機能改造　　　　　　　　一式
その他・撤去・据付・試運転調整等　　　 　 　　一式

H30.12.7 H31.3.25 指名
前澤エンジニアリン
グサービス(株)東北

営業所
3,790
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