
　工事名：矢巾ＳＩＣ関連町道宮田線舗装工事

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） －

小笠原重機有限会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

18,903,24018,900,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 18,100,000

18,300,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年8月22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。

水本重機株式会社 17,800,000

17,503,000

くみあい鉄建工業株式会社

17,500,000 予定価格（税抜）

株式会社水清建設 17,800,000

株式会社水本 18,100,000

業　　者　　名 １回目

小笠原重機有限会社 17,500,000



　工事名：町道赤林室岡線舗装補修工事

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） －
株式会社水清建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
9,883,0809,288,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 8,720,000

8,700,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年8月22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。

水本重機株式会社 8,700,000

9,151,000

くみあい鉄建工業株式会社

株式会社岩清水園芸 8,750,000

8,600,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）

株式会社水清建設 8,600,000

株式会社水本 8,700,000

業　　者　　名 １回目

株式会社白沢土木 8,820,000

小笠原重機有限会社 8,660,000

8,700,000



　工事名：矢巾町内街路灯LED化その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） －
株式会社もりでん 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
5,651,6402,592,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

リヒテック株式会社 10,075,000

5,725,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年8月22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。

信幸プロテック株式会社 辞退

5,233,000

杜陵テクノ株式会社

2,400,000 予定価格（税抜）

株式会社もりでん 2,400,000

有限会社東北電気設備工事 4,000,000

業　　者　　名 １回目

盛岡電話工事株式会社 4,850,000



　工事名：又兵エ新田地区水路側溝設置工事

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

落札

最低制限価格（税込） －

有限会社大茂建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

3,781,0803,672,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社岩清水園芸 3,550,000

3,700,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年8月22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。

小笠原重機有限会社 3,700,000

3,501,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 3,630,000

3,400,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）

有限会社岩手グリーン企画 3,660,000

株式会社白沢土木 3,600,000

業　　者　　名 １回目

有限会社大茂建設 3,400,000

有限会社川村建設 3,715,000

3,540,000



　工事名：農業集落排水施設(矢次地区)公共接続その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） －

水本重機株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

18,473,40017,928,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 16,800,000

落札

17,400,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年8月22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。

株式会社佐々木組 16,900,000

17,105,000

株式会社水本

16,600,000 予定価格（税抜）

株式会社水清建設 17,100,000

水本重機株式会社 16,600,000

業　　者　　名 １回目

くみあい鉄建工業株式会社 16,900,000



　工事名：東部系第７号取水井築造工事

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） －
旭ボーリング株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
39,776,40039,636,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社日さく　仙台支店 40,400,000 辞退

辞退

40,900,000 39,500,000 38,500,000     

２回目 ３回目

38,700,000

入札日：令和元年8月22日

36,700,000     落札

　「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。

36,830,000

日本地下水開発株式会社

36,700,000 予定価格（税抜）

旭ボーリング株式会社 39,700,000

東北ボーリング株式会社　岩手営業所 40,590,000

業　　者　　名 １回目



　工事名：西部系新第３号取水井築造工事

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） －
旭ボーリング株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
9,957,6009,936,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社日さく　仙台支店 10,300,000 辞退

辞退

10,500,000 9,900,000

２回目 ３回目

9,200,000

入札日：令和元年8月22日

落札

　「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。

9,220,000

日本地下水開発株式会社

9,200,000 予定価格（税抜）

旭ボーリング株式会社 10,000,000

東北ボーリング株式会社　岩手営業所 10,450,000

業　　者　　名 １回目



　工事名：東部浄水場４・５号ろ過機ろ材交換工事

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） －

株式会社水機テクノス　盛岡営業所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
30,240,00029,160,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

水ingエンジニアリング株式会社　東北支店 辞退

29,000,000

辞退

２回目 ３回目

27,000,000

入札日：令和元年8月22日

落札

　「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。

28,000,000

オルガノプラントサービス株式会社　東北事業所

27,000,000 予定価格（税抜）

株式会社水機テクノス　盛岡営業所 30,000,000

株式会社ウォーターテック　北日本支店 37,000,000

業　　者　　名 １回目



　工事名：間野々２期地区機能強化その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） －
株式会社富士電業社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
24,053,76023,706,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

岩舘電気株式会社 23,550,000

21,950,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年8月22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。

昱機電株式会社　向洋電機事業所 23,740,000

22,272,000

株式会社富士電業社

株式会社ユアテック　岩手支社 25,720,000

21,950,000 予定価格（税抜）

相光電気株式会社 24,400,000

岩手電工株式会社 23,480,000

業　　者　　名 １回目

南部電気工事株式会社 辞退

株式会社興和電設 23,700,000



　業務名：公共下水道テレビカメラ調査（矢巾処理分区）その１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）

－

6,858,0006,588,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社東北ターボ工業 6,500,000

6,500,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年8月22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者の指名基準」に準じて指名した。

管清工業株式会社　東北営業所 6,490,000

6,350,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所

6,100,000 予定価格（税抜）

株式会社伊藤組　盛岡支店 6,100,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 6,200,000

業　　者　　名 １回目



　業務名：公共下水道水質調査業務委託

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） －
株式会社大東環境科学 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
1,555,2001,285,200

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

落札

1,380,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年8月22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者の指名基準」に準じて指名した。

1,440,000

エヌエス環境株式会社　盛岡支店

1,190,000 予定価格（税抜）

株式会社江東微生物研究所　盛岡営業所 1,364,000

株式会社大東環境科学 1,190,000

業　　者　　名 １回目


