
　購入名：矢巾町民総合体育館トレーニングマシン購入

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） -

株式会社三櫻 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

3,834,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社ヴィクトリア　ネクサスカンパニー　タケダスポーツ　盛岡外商 3,195,000

落札

3,800,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

3,550,000

株式会社藤沢体育堂

予定価格（税抜）2,650,000

東北体育施設株式会社 3,300,000

株式会社三櫻 2,650,000

業　　者　　名

2,862,000



　工事：流通センター専用水道統合整備その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

富士水工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

47,455,000

57,408,480

最低制限価格（税込） 51,251,400

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

アクア工業株式会社 54,600,000

落札

54,000,000

２回目 ３回目１回目

株式会社都南建設

　「矢巾町条件付一般競争入札実施試行要領」に基づく一般競争入札

株式会社高設 53,900,000

53,156,000

株式会社富岡鉄工所

予定価格（税抜）52,600,000

富士水工業株式会社 52,600,000

業　　者　　名

56,808,000

入札日：令和元年7月10日

53,400,000



　購入名：デジタル簡易無線機（登録局）購入

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） -

株式会社コスモ通信システム 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,813,400

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

1,900,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

2,605,000

北日本通信株式会社

予定価格（税抜）1,699,000

落札株式会社コスモ通信システム 1,699,000

有限会社岩手総合電子 1,748,000

業　　者　　名

1,834,920



　賃貸借名：個人番号利用事務系仮想統合基盤及び端末機器賃貸借

落札金額（税抜） 円 （月額） 円

契約金額（税込） 円 （月額） 円

落札業者名 円

円

指名理由

最低制限価格（税込） -

日立キャピタル株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

1,022,760

日通商事株式会社　盛岡営業センター 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

リコーリース株式会社　東北支社 辞退

辞退

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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JECC 辞退

947,000

テクノ・マインド株式会社

三菱電機クレジット株式会社　東北支店 辞退

予定価格（税抜）920,000

国際航業株式会社　盛岡支店

東京センチュリー株式会社 辞退
IBJL東芝リース株式会社 辞退

業　　者　　名

富士通リース株式会社　東北支店 辞退

NECキャピタルソリューション株式会社 辞退

辞退

落札

993,600

920,000日立キャピタル株式会社



　工事名：矢次地区排水路整備その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

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）

-

26,144,640

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 23,930,000

23,850,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

水本重機株式会社 23,570,000

24,208,000

株式会社佐々木組

予定価格（税抜）23,200,000

落札株式会社水清建設 23,200,000

株式会社水本 23,650,000

業　　者　　名

盛岡舗道株式会社 23,680,000

くみあい鉄建工業株式会社 23,730,000

25,056,000



　業務名：町道島線詳細設計業務委託

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） -

株式会社土木技研 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

8,888,400

東日本測量設計株式会社 4,100,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

東日設計コンサルタント株式会社 7,500,000

8,000,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

株式会社土木技研 3,780,000 落札

8,230,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 5,750,000

予定価格（税抜）3,780,000

株式会社エヌティーコンサルタント

北栄調査設計株式会社 6,280,000

株式会社昭和土木設計 5,980,000

業　　者　　名

サンエスコンサルタント株式会社 4,600,000

株式会社吉田測量設計 8,200,000

4,460,000

4,082,400

5,890,000

10,000,000

株式会社東開技術

東北エンジニアリング株式会社

6,400,000株式会社菊池技研コンサルタント



　業務名：南矢巾踏切改築に伴う町道田中縦道線歩道改良設計業務委託

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） -

東日本測量設計株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

7,754,400

東日本測量設計株式会社 4,300,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

東日設計コンサルタント株式会社 7,500,000

5,000,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

株式会社土木技研 4,470,000

7,180,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 5,000,000

予定価格（税抜）4,300,000

株式会社エヌティーコンサルタント

北栄調査設計株式会社 5,380,000

株式会社昭和土木設計 5,300,000

業　　者　　名

サンエスコンサルタント株式会社 5,019,000

株式会社吉田測量設計 9,000,000

4,480,000

4,644,000

5,190,000

7,000,000

株式会社東開技術

東北エンジニアリング株式会社

5,580,000株式会社菊池技研コンサルタント



　工事名：町道安庭線煙山地下道冠水表示設置工事

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） -

株式会社イクスル 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

4,976,640

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

協積産業株式会社 4,550,000

4,550,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

岩手標識株式会社 4,720,000

4,608,000

岩手道路開発株式会社

予定価格（税抜）4,450,000

落札株式会社イクスル 4,450,000

株式会社東北工商 4,600,000

業　　者　　名

4,806,000



　工事名：矢幅駅駐輪場安全施設設置工事

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） -

岩手道路開発株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

1,419,120

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

協積産業株式会社 950,000

900,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

岩手標識株式会社 1,020,000

1,314,000

岩手道路開発株式会社

予定価格（税抜）900,000

株式会社イクスル 1,150,000

株式会社東北工商 1,100,000

業　　者　　名

972,000



　工事名：高田東処理分区鉄蓋交換その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） -

有限会社昆組 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

1,681,560

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社岩清水園芸 1,550,000

1,520,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

小笠原重機有限会社 1,540,000

1,557,000

丸三建設株式会社

予定価格（税抜）1,480,000

落札

有限会社岩手グリーン企画 1,560,000

株式会社白沢土木 1,555,000

業　　者　　名

有限会社山本建設 1,520,000

有限会社昆組 1,480,000

1,598,400



　工事名：広宮沢南処理分区（煙山地区）舗装復旧その１３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） -

小笠原重機有限会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

4,758,480

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社岩清水園芸 4,400,000

落札

4,400,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10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。

有限会社山本建設 4,400,000

4,406,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）4,300,000

水本重機株式会社 4,430,000

小笠原重機有限会社 4,300,000

業　　者　　名

4,644,000



　工事名：室岡・岩清水地区給配水管布設替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

最低制限価格（税込） -

株式会社白沢土木 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

1,397,520

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社岩清水園芸 1,450,000 1,330,000 辞退

1,330,000

1,350,000 1,300,000 1,230,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年7月10日

1,280,000

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。

有限会社山本建設 1,420,000 1,330,000

1,294,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）1,230,000

1,320,000

落札

1,280,000

1,270,000水本重機株式会社 1,440,000

小笠原重機有限会社 1,480,000

業　　者　　名

1,328,400


