
　賃貸借名：会議用情報端末導入事業

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

株式会社アイシーエス 9,840,000

テクノ株式会社 13,200,000

辞退

日興通信株式会社　岩手支店 辞退
株式会社システムベース 辞退

業　　者　　名 １回目

9,840,000

太平工業株式会社

株式会社リードコナン 10,322,400

辞退扶桑電通株式会社　盛岡営業所

予定価格（税抜）

　「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。

花田設備株式会社　クラウドソリューション事業部 辞退

16,666,920

エクナ株式会社

リコージャパン株式会社　販売事業本部岩手支社岩手営業部 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

アジア航測株式会社　盛岡支店 辞退

辞退

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

最低制限価格（税込） －
株式会社アイシーエス 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
18,000,27410,627,200

落札



　工事：町道安庭線舗装補修工事

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） －

株式会社佐々木組 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

10,401,4809,990,000

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 9,800,000

9,700,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年6月14日

　「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 9,500,000

9,631,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 11,270,000

9,250,000

株式会社岩清水園芸

有限会社山本建設 10,200,000

予定価格（税抜）

株式会社佐々木組 9,250,000

株式会社水清建設 9,500,000

業　　者　　名 １回目

小笠原重機有限会社 11,100,000

水本重機株式会社 10,000,000

10,520,000



　工事：矢巾町農村環境改善センタートイレ洋式化工事

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） －

くみあい鉄建工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

2,379,2402,365,200

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 2,190,000 落札

2,290,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

　「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。

有限会社昆組 2,370,000

2,203,000

株式会社富岡鉄工所

2,190,000 予定価格（税抜）

株式会社水清建設 2,360,000

タカヨ建設株式会社 2,390,000

業　　者　　名 １回目



　工事：東部系送水管布設工事に伴う舗装復旧工事

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

小笠原重機有限会社 20,000,000

水本重機株式会社 19,200,000

株式会社佐々木組 19,000,000

株式会社水清建設 20,300,000

業　　者　　名 １回目

18,700,000 予定価格（税抜）

　「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 18,700,000 落札

18,884,000

株式会社水本

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 19,100,000

18,900,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

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）

－

20,394,72020,196,000



　工事：流通センター専用水道統合整備工事

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

株式会社富岡鉄工所 36,900,000

株式会社高設 39,000,000

38,150,000

株式会社水清建設 37,700,000

タカヨ建設株式会社 35,900,000

業　　者　　名 １回目

35,900,000

くみあい鉄建工業株式会社

水本重機株式会社 37,650,000

予定価格（税抜）

　「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。

富士水工業株式会社 38,200,000

36,090,000

アクア工業株式会社

株式会社佐々木組 36,800,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社都南建設 38,800,000

落札

37,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

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）

－

38,977,20038,772,000



　工事：岩清水地区給配水管布設替その３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

株式会社富岡鉄工所 33,000,000

株式会社高設 34,250,000

34,300,000

株式会社水清建設 34,300,000

タカヨ建設株式会社 撤回

業　　者　　名 １回目

32,000,000

くみあい鉄建工業株式会社

水本重機株式会社 34,490,000 32,850,000

予定価格（税抜）

　「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。

富士水工業株式会社 34,550,000 32,900,000

32,560,000

アクア工業株式会社

株式会社佐々木組 34,500,000 32,900,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社都南建設 34,260,000 32,900,000

34,500,000 辞退

２回目 ３回目

32,900,000

入札日：令和元年6月14日

最低制限価格（税込） －
株式会社富岡鉄工所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
35,164,80034,560,000

32,950,000

32,700,000

32,000,000 落札



　工事：水道メーター交換その１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） －

有限会社昆組 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

3,348,0003,304,800

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

有限会社加藤水道工業所 3,310,000

落札

3,150,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

　「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。

株式会社都南建設 3,148,000

3,100,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 3,200,000

3,060,000

株式会社高設

予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 3,160,000

有限会社昆組 3,060,000

業　　者　　名 １回目

有限会社中野設備工業所 3,220,000

菱和設備株式会社 3,120,000

3,100,000



　工事：水道メーター交換その２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） －

くみあい鉄建工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

3,337,2003,294,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

有限会社加藤水道工業所 3,330,000

3,180,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年6月14日

　「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。

株式会社都南建設 3,200,000

3,090,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 3,187,000

3,050,000

株式会社高設

予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 3,050,000

有限会社昆組 撤回

業　　者　　名 １回目

有限会社中野設備工業所 3,250,000

菱和設備株式会社 3,160,000

3,140,000



　工事：水道メーター交換その３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） －

富士水工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

3,412,8003,337,200

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

有限会社加藤水道工業所 3,340,000

3,200,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

　「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。

株式会社都南建設 3,120,000

3,160,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 3,090,000 落札

3,090,000

株式会社高設

予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 撤回

有限会社昆組 撤回

業　　者　　名 １回目

有限会社中野設備工業所 3,255,000

菱和設備株式会社 3,200,000

3,130,000



　工事：水道メーター交換その４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

落札

最低制限価格（税込） －
菱和設備株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
2,872,8002,808,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

有限会社加藤水道工業所 2,810,000

2,700,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

　「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。

株式会社都南建設 2,740,000

2,660,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 撤回

2,600,000

株式会社高設

予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 撤回

有限会社昆組 撤回

業　　者　　名 １回目

有限会社中野設備工業所 2,730,000

菱和設備株式会社 2,600,000

2,650,000



　工事：水道メーター交換その５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） －

株式会社富岡鉄工所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

2,883,6002,818,800

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

有限会社加藤水道工業所 2,830,000

2,610,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

　「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。

株式会社都南建設 2,730,000

2,670,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 撤回

2,610,000

株式会社高設

予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 撤回

有限会社昆組 撤回

業　　者　　名 １回目

有限会社中野設備工業所 2,740,000

菱和設備株式会社 撤回

2,665,000



　業務：矢巾公共下水道管路施設ストックマネジメント基本計画及び修繕改築計画策定業務委託

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

株式会社東京設計事務所盛岡事務所 29,000,000

新日本設計株式会社東北支社 21,500,000

業　　者　　名 １回目

19,500,000 予定価格（税抜）

　「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NJS盛岡出張所 40,000,000

21,430,000

日本水工設計株式会社盛岡事務所

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社日水コン盛岡事務所 19,500,000 落札

25,100,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年6月14日

最低制限価格（税込） －

株式会社日水コン　盛岡事務所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
23,144,40021,060,000


