
　工事：矢巾町文化会館絨毯改修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

タカヨ建設株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

10,875,600

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

菱和建設株式会社 10,800,000

落札

10,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格及び指名等に関する要領」及び「矢巾
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき指名した。

株式会社水本 9,500,000

10,070,000

樋下建設株式会社

予定価格（税抜）9,200,000

株式会社水清建設 9,700,000

タカヨ建設株式会社 9,200,000

業　　者　　名

くみあい鉄建工業株式会社 9,850,000

9,936,000



　業務：史跡徳丹城跡測量調査等業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社エヌティーコンサルタント 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,197,800

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社吉田測量設計 3,500,000

2,300,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

株式会社北日本朝日航洋 2,000,000

2,035,000

株式会社パスコ　盛岡支店

予定価格（税抜）1,950,000

落札（くじ引き）

北栄調査設計株式会社 2,350,000

株式会社昭和土木設計 2,010,000

業　　者　　名

株式会社エヌティーコンサルタント 1,950,000

株式会社タックエンジニアリング 1,950,000

2,106,000



　業務：第７次矢巾町総合計画後期基本計画策定支援業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社パスコ　盛岡支店 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

5,961,600

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

昭和株式会社　盛岡営業所 辞退

辞退

7,800,000 辞退

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 辞退

5,520,000

東日本総合計画株式会社　北東北支店

予定価格（税抜）5,400,000

5,400,000 落札株式会社パスコ　盛岡支店 5,600,000

国際航業株式会社　盛岡支店 7,200,000

業　　者　　名

エイト技術株式会社 辞退

株式会社復建技術コンサルタント　盛岡支店 辞退

5,832,000



　工事：矢巾勤労者共同福祉センター屋上防水補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

有限会社熊谷塗装工業 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,044,440

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

岩手県総合建設業協同組合 1,263,000

1,200,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格及び指名等に関する要領」及び「矢巾
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき指名した。

オーミ塗装工業株式会社 3,800,000

1,893,000

有限会社熊谷塗装工業

予定価格（税抜）1,200,000

三陸土建株式会社 辞退
株式会社高光建設 1,800,000

業　　者　　名

1,296,000



　工事：矢巾ＳＩＣ関連町道堤川目線道路改良その８工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社水清建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

27,819,720

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社水清建設 24,400,000 落札

24,650,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格及び指名等に関する要領」及び「矢巾
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき指名した。

株式会社水本 25,900,000

25,759,000

株式会社佐々木組

水本重機株式会社 25,700,000

予定価格（税抜）24,400,000

小笠原重機有限会社

三陸土建株式会社 26,080,000

盛岡舗道株式会社 25,820,000

業　　者　　名

タカヨ建設株式会社 24,800,000

くみあい鉄建工業株式会社 24,780,000

25,150,000

26,352,000



　業務：都市公園緑地植栽管理業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社岩清水園芸 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

7,614,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社上の島 6,000,000

落札

5,900,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

株式会社共同園芸 5,770,000

7,050,000

有限会社岩手グリーン企画

予定価格（税抜）5,600,000

水本重機株式会社 5,740,000

株式会社岩清水園芸 5,600,000

業　　者　　名

6,048,000



　工事：矢巾町内街路灯ＬＥＤ化工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

盛岡電話工事株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

6,878,520

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

信幸プロテック株式会社 辞退

5,550,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格及び指名等に関する要領」及び「矢巾
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき指名した。

株式会社もりでん 1,450,000

6,369,000

リヒテック株式会社

予定価格（税抜）1,170,000

落札

有限会社東北電気設備工事 2,500,000

杜陵テクノ株式会社 2,300,000

業　　者　　名

盛岡電話工事株式会社 1,170,000

1,263,600



　工事：矢巾町道舗装補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社岩清水園芸 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

5,400,000

有限会社山本建設 5,070,000

落札

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

くみあい鉄建工業株式会社 5,300,000

5,130,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格及び指名等に関する要領」及び「矢巾
町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に基づき指名した。

タカヨ建設株式会社 5,100,000

5,000,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 5,160,000

予定価格（税抜）5,000,000

株式会社岩清水園芸

株式会社佐々木組 5,300,000

株式会社水清建設 5,100,000

業　　者　　名

小笠原重機有限会社 5,300,000

水本重機株式会社 5,060,000

5,000,000

5,400,000



　業務：JR立体交差排水ポンプ施設等清掃業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

株式会社伊藤組　盛岡支店 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

5,026,320

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社伊藤組　盛岡支店 4,500,000 落札

4,600,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年5月16日

１回目

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

4,654,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所

予定価格（税抜）4,500,000

株式会社東北ターボ工業 4,550,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 4,650,000

業　　者　　名

4,860,000


