
　賃貸借名：矢巾町シンクライアント端末機器賃貸借

落札金額（月額・税抜） 円 円

契約金額（月額・税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（月額・税抜） - 円

最低制限価格（月額・税込） - 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和元年9月26日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

アジア航測株式会社　盛岡支店 辞退

エクナ株式会社 辞退

テクノ株式会社 51,000

花田設備株式会社　クラウドソリューション事業部 43,475 落札

扶桑電通株式会社　盛岡営業所 辞退

株式会社リードコナン 辞退

株式会社メディアクルー 辞退

花田設備株式会社　クラウドソリューション事業部

　「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。

43,475 予定価格（月額・税抜） 47,111

47,822 予定価格（月額・税込） 51,822



　賃貸借名：矢巾町職員用情報端末機器賃貸借

落札金額（月額・税抜） 円 円

契約金額（月額・税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（月額・税抜） - 円

最低制限価格（月額・税込） - 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和元年9月26日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

IBJL東芝リース株式会社 辞退

東京センチュリー株式会社 辞退

リコーリース株式会社　東北支社 辞退

テクノ・マインド株式会社 辞退

NECキャピタルソリューション株式会社 辞退

株式会社JECC 535,900 落札

三菱電機クレジット株式会社　東北支店 辞退

富士通リース株式会社　東北支店 辞退

日通商事株式会社　盛岡営業センター 辞退

国際航業株式会社　盛岡支店 辞退

日立キャピタル株式会社 辞退

株式会社JECC

　「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。

535,900 予定価格（月額・税抜） 967,559

589,490 予定価格（月額・税込） 1,064,315



　工事名：町道交通安全施設整備その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社イクスル

予定価格（税込） 5,078,7004,730,000

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

協積産業株式会社 4,360,000

4,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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 4,500,000

4,617,000

岩手道路開発株式会社

予定価格（税抜）4,300,000

株式会社イクスル 4,300,000

株式会社東北工商 4,500,000

業　　者　　名



　工事名：町道道前１号線舗装工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

有限会社山本建設

予定価格（税込） 4,682,7004,675,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社山本建設 4,250,000 落札

4,356,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

有限会社昆組 4,500,000

4,257,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）4,250,000

株式会社岩清水園芸 4,370,000

有限会社岩手グリーン企画 4,420,000

業　　者　　名

丸三建設株式会社 4,400,000



　工事名：矢巾町内街路灯LED化その３工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

盛岡電話工事株式会社

予定価格（税込） 3,339,6002,178,000

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

リヒテック株式会社 5,000,000

2,250,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

信幸プロテック株式会社 辞退

3,036,000

杜陵テクノ株式会社

予定価格（税抜）1,980,000

株式会社もりでん 6,520,000

有限会社東北電気設備工事 2,700,000

業　　者　　名

盛岡電話工事株式会社 1,980,000



　工事名：町道木の宮水神線舗装工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社岩清水園芸

予定価格（税込） 2,549,8002,530,000

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社山本建設 2,340,000

2,422,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

有限会社昆組 2,390,000

2,318,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）2,300,000

株式会社岩清水園芸 2,300,000

有限会社岩手グリーン企画 2,400,000

業　　者　　名

丸三建設株式会社 2,390,000



　業務名：旧町道堤川目線堤川目橋橋梁撤去設計業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

サンエスコンサルタント株式会社

予定価格（税込） 1,540,000

1,280,000

1,210,000

1,900,000

2,500,000

株式会社東開技術

東北エンジニアリング株式会社

東日本測量設計株式会社 3,200,000

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 1,900,000

2,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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 1,200,000

1,400,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 1,900,000

予定価格（税抜）1,100,000

株式会社エヌティーコンサルタント

落札

北栄調査設計株式会社 2,090,000

株式会社昭和土木設計 2,200,000

2,950,000株式会社菊池技研コンサルタント

業　　者　　名

サンエスコンサルタント株式会社 1,100,000

株式会社吉田測量設計 2,200,000



　工事名：煙山地下道東西連絡管整備その１工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

業　　者　　名

タカヨ建設株式会社 24,000,000

株式会社水清建設 23,300,000

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 23,900,000

23,320,000

水本重機株式会社

予定価格（税抜）22,800,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社佐々木組 22,800,000 落札

24,700,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26日

１回目

株式会社佐々木組

予定価格（税込） 25,652,00025,080,000
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　工事名：汚水広宮沢準幹線布設その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社佐々木組

予定価格（税込） 20,836,20020,680,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 18,900,000

19,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

株式会社佐々木組 18,800,000 落札

18,942,000

株式会社水本

予定価格（税抜）18,800,000

株式会社水清建設 19,700,000

水本重機株式会社 20,300,000

業　　者　　名

くみあい鉄建工業株式会社 19,550,000
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　工事名：矢巾処理分区管渠更生その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社東北ターボ工業

予定価格（税込） 19,333,60014,740,000

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 13,400,000 落札

14,700,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

管清工業株式会社　東北営業所 14,400,000

17,576,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所

予定価格（税抜）13,400,000

株式会社伊藤組　盛岡支店 13,900,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 14,000,000

業　　者　　名
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　工事名：矢次２号マンホールポンプ設置工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社富士電業社

予定価格（税込） 18,896,90016,500,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

岩舘電気株式会社 16,250,000

15,000,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

昱機電株式会社　向洋電機事業所 17,790,000

17,179,000

株式会社富士電業社

有限会社東北電気設備工事 16,340,000

予定価格（税抜）15,000,000

相光電気株式会社 16,500,000

株式会社ユアテック岩手支社 16,950,000

業　　者　　名

株式会社興和電設 16,550,000

岩手電工株式会社 辞退
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　工事名：矢巾処理分区鉄蓋交換その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

株式会社水本

予定価格（税込） 16,094,10015,730,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 14,700,000

14,300,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

株式会社佐々木組 14,600,000

14,631,000

株式会社水本

予定価格（税抜）14,300,000

株式会社水清建設 14,620,000

水本重機株式会社 14,700,000

業　　者　　名

くみあい鉄建工業株式会社 14,950,000



　工事名：岩清水地区連合給水管布設替工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

業　　者　　名

菱和設備株式会社 8,450,000

水本重機株式会社 8,300,000

株式会社佐々木組 8,600,000

　「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 8,400,000

8,420,000

くみあい鉄建工業株式会社

予定価格（税抜）8,250,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社昆組 8,250,000 落札

8,460,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26日

１回目

有限会社昆組

予定価格（税込） 9,262,0009,075,000
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　工事名：汚水南矢幅準幹線布設その２３工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

小笠原重機有限会社

予定価格（税込） 9,075,0008,580,000

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社川村建設 8,360,000

8,200,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

丸三建設株式会社 8,050,000

8,250,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）7,800,000

株式会社岩清水園芸 7,980,000

有限会社岩手グリーン企画 8,130,000

業　　者　　名

小笠原重機有限会社 7,800,000
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　工事名：矢巾処理分区管渠補修その３工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） - 円

最低制限価格（税込） - 円

指名理由

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所

予定価格（税込） 6,446,0005,665,000

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 5,500,000

5,150,000 落札

２回目 ３回目

入札日：令和元年9月26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。

管清工業株式会社　東北営業所 5,800,000

5,860,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所

予定価格（税抜）5,150,000

株式会社伊藤組　盛岡支店 5,380,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 5,600,000

業　　者　　名


