
　件名：矢巾町立徳田・矢巾東小学校校務用コンピュータ機器等購入

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） －
テクノ株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
7,260,0007,194,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

日興通信株式会社　岩手支店 辞退

辞退

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年10月21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。

株式会社シンエイシステム 辞退

6,600,000

株式会社システムベース

株式会社アイシーエス 8,470,000

6,540,000 予定価格（税抜）

テクノ株式会社 6,540,000

株式会社リードコナン 7,130,000

業　　者　　名 １回目

株式会社事務機商事 辞退

エクナ株式会社 辞退



　工事名：矢巾町営キャンプ場トイレ洋式化工事

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）

－

1,320,0001,298,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社富岡鉄工所 1,320,000

1,250,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年10月21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 1,300,000

1,200,000

タカヨ建設株式会社

1,180,000 予定価格（税抜）

くみあい鉄建工業株式会社 1,180,000

株式会社水清建設 1,300,000

業　　者　　名 １回目



　工事名：町道宮田線舗装補修工事

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） －

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）

－

20,755,90020,460,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 19,240,000

19,700,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年10月21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。

くみあい鉄建工業株式会社 18,600,000 落札

18,869,000

株式会社水清建設

18,600,000 予定価格（税抜）

水本重機株式会社 19,350,000

株式会社水本 19,200,000

業　　者　　名 １回目

小笠原重機有限会社 19,600,000



　工事名：町営風張住宅改修工事

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） －
有限会社藤井建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
12,980,00012,320,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社佐々木組 11,900,000

11,600,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年10月21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。

株式会社岩清水園芸 11,300,000

11,800,000

丸三建設株式会社

11,200,000 予定価格（税抜）

有限会社藤井建設 11,200,000

水本重機株式会社 11,780,000

業　　者　　名 １回目

有限会社銅屋建設 13,500,000

有限会社大茂建設 11,800,000



　工事名：町道下海老沼線舗装補修工事

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） －
株式会社岩清水園芸 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
10,727,20010,670,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社山本建設 9,970,000

9,880,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年10月21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 9,910,000

9,752,000

株式会社白沢土木

9,700,000 予定価格（税抜）

株式会社岩清水園芸 9,700,000

有限会社岩手グリーン企画 10,080,000

業　　者　　名 １回目

丸三建設株式会社 10,150,000



　業務名：喜平冶橋橋梁撤去及び道路詳細設計業務委託

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

落札

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）

－

7,744,0003,080,000

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

7,500,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年10月21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。

株式会社土木技研 4,300,000

7,040,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 7,600,000

8,500,000株式会社東開技術

2,800,000

株式会社エヌティーコンサルタント

東日本測量設計株式会社 8,000,000

7,700,000東北エンジニアリング株式会社

7,800,000株式会社菊池技研コンサルタント

予定価格（税抜）

北栄調査設計株式会社 7,500,000

株式会社昭和土木設計 9,000,000

業　　者　　名 １回目

サンエスコンサルタント株式会社 6,500,000

株式会社吉田測量設計 7,600,000

2,800,000



　工事名：樋ノ口橋橋梁補修その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） －

有限会社大茂建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

8,380,9008,360,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社川村建設 8,410,000

7,720,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年10月21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。

丸三建設株式会社 7,980,000

7,619,000

有限会社山本建設

有限会社大茂建設 7,600,000 落札

7,600,000

有限会社昆組

予定価格（税抜）

株式会社岩清水園芸 7,840,000

有限会社岩手グリーン企画 7,940,000

業　　者　　名 １回目

株式会社白沢土木 7,800,000

小笠原重機有限会社 7,900,000

7,890,000



　工事名：矢巾町内マンホール等段差解消工事

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） －

株式会社白沢土木 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

5,463,7005,335,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社水清建設 5,050,000

5,100,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年10月21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 4,900,000

4,967,000

株式会社水本

株式会社岩清水園芸 5,030,000

4,850,000

株式会社白沢土木

有限会社山本建設 4,980,000

予定価格（税抜）

株式会社佐々木組 5,200,000

水本重機株式会社 5,000,000

業　　者　　名 １回目

小笠原重機有限会社 5,100,000

くみあい鉄建工業株式会社 5,020,000

4,850,000



　業務名：不動地区農業集落排水管内カメラ調査及び管渠補修その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

株式会社伊藤組　盛岡支店 8,200,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 8,510,000

業　　者　　名 １回目

8,200,000 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。

管清工業株式会社　東北営業所 8,620,000

8,830,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所

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 8,500,000

8,700,000

２回目 ３回目

落札

入札日：令和元年10月21日

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）

－

9,713,0009,020,000



　工事名：広宮沢地区給配水管布設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

有限会社山本建設 7,650,000

盛岡舗道株式会社 7,700,000

水本重機株式会社 7,600,000

業　　者　　名 １回目

7,600,000 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。

株式会社岩清水園芸 7,700,000

7,750,000

小笠原重機有限会社

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社白沢土木 7,800,000

落札

7,900,000

２回目 ３回目

入札日：令和元年10月21日

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）

－

8,525,0008,360,000


