
村 田 町 入 札 執 行 結 果 一 覧 表 

令和２年６月契約分                                                 ※落札額及び予定価格は、消費税抜きの金額。 

工   事   名 工 事 場 所 

落 札 額（円） 

予定価格（円） 

落 札 業 者 

入 札 日 

契 約 日 

工   期 入札方法 入札参加業者 備 考 

元災第 16036 号道路災害

復旧工事 

村田町大字沼田

地内 

3,650,000円 

3,678,000円 

門馬建設㈱ 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

(有)清楽園土木、(有)迫住工 

門馬建設㈱、㈱山春建設 

㈱小川組 

㈱髙橋グリーン建設 

 

元災第 16033 号道路災害

復旧工事 

村田町大字薄木

地内 

6,500,000円 

6,590,000円 

門馬建設㈱ 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

元災第 16030 号道路災害

復旧工事 

村田町大字足立 

地内 

7,600,000円 

8,795,000円 

㈱山春建設 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

元災第 16026号道路災害

復旧工事 

村田町大字菅生

地内 

6,200,000円 

6,812,000円 

(有)迫住工 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

 

                                                 ※落札額及び予定価格は、消費税抜きの金額。 



工   事   名 工 事 場 所 

落 札 額（円） 

予定価格（円） 

落 札 業 者 

入 札 日 

契 約 日 

工   期 入札方法 入札参加業者 備 考 

元災第 16021 号道路災害

復旧工事 

村田町大字沼辺

地内 

10,800,000円 

11,808,000円 

門馬建設㈱ 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

元災第 16010 号河川災害

復旧工事 

村田町大字小泉

地内 

19,800,000円 

21,655,000円 

㈱大愼組 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

元災第 16008 号河川災害

復旧工事 

村田町大字足立 

地内 

11,500,000円 

12,054,000円 

門馬建設㈱ 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

元災第 16007 号河川災害

復旧工事 

村田町大字足立 

地内 

4,400,000円 

4,696,000円 

(有)清楽園土

木 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

(有)清楽園土木、(有)迫住工 

門馬建設㈱、㈱山春建設 

㈱小川組、㈱髙橋グリーン建

設 

 

元災第 16003 号河川災害

復旧工事 

村田町大字足立 

地内 

7,900,000円 

7,950,000円 

㈱山春建設 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱大愼組、大沼舗設㈱ 

大西開発㈱、㈱今野建設 

(有)迫住工、門馬建設㈱ 

㈱山春建設 

 

 



工   事   名 工 事 場 所 

落 札 額（円） 

予定価格（円） 

落 札 業 者 

入 札 日 

契 約 日 

工   期 入札方法 入札参加業者 備 考 

令和元年災請 6-104 号下

前沢地区道路災害復旧工

事 

村田町大字小泉

地内 

3,500,000円 

3,657,000円 

(有)清楽園土

木 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱山春建設、門馬建設㈱ 

㈱小川組、(有)迫住工 

(有)清楽園土木 

㈱髙橋グリーン建設 

 

令和元年災請 6-117 号笠

谷地区道路災害復旧工事 

村田町大字小泉 

地内 

3,320,000円 

3,324,000円 

(有)清楽園土

木 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

㈱山春建設、門馬建設㈱ 

㈱小川組、(有)迫住工 

(有)清楽園土木 

㈱髙橋グリーン建設 

 

令和元年災請 6-126 号沼

田地区揚水機災害復旧工

事 

村田町大字関場 

地内 

21,450,000円 

21,800,000円 

㈱谷工機社 

令和 2年 6月 3日 

令和 2年 6月 5日 

令和 2年 6月  8日 

令和 2年 12月 25日 

指名競争

入札 

昱機電㈱、産電工業㈱ 

新明和工業㈱流体事業部営業

本部東北支店、㈱谷工機社 

㈱鶴見製作所東北支店 

㈱北都プラント仙台営業所 

 

令和２年度村田町中央公

民館大ホール照明設備改

修工事 

村田町大字村田

地内 

5,200,000円 

5,380,000円 

（同）八島電

気商会 

令和 2年 6月 3 0日 

令和 2年 6月 3 0日 

令和 2年 7月  1日 

令和 2年 10月 30日 

指名競争

入札 

（同）八島電気商会 

(有)蔵王電気工業所 

仙南配電工事㈱ 

 

 

 

 

 

 


