
　工事：矢巾町立小中学校防火設備修繕工事

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

3,239,892

文化シヤッター株式会社盛岡営業所 3,000,800

株式会社岩手ナブコ 辞退

業　　者　　名

　「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。

3,040,000

菱和建設株式会社

予定価格（税抜）2,999,900

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

三和シヤッター工業株式会社東北事業部盛岡統括営業所 2,999,900 落札

3,900,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16日

１回目

最低制限価格（税込） -

三和シヤッター工業株式会社東北事業部盛岡統括営業所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

3,283,200



　業務：電話設備賃貸借

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

77,328

日興通信株式会社岩手支店 112,600

東日本電信電話株式会社岩手支店 109,430

業　　者　　名

　「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。

日東通信株式会社岩手支店 77,550

307,000

株式会社コスモ通信システム

予定価格（税抜）71,600

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

北日本通信株式会社 92,900

71,600 落札

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16日

１回目

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）

-

331,560



　工事：町内主要施設等案内看板設置工事

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

7,560,000

株式会社イクスル 7,280,000

株式会社東北工商 7,300,000

業　　者　　名

　「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 7,320,000

7,773,000

岩手道路開発株式会社

予定価格（税抜）7,000,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

協積産業株式会社 7,300,000

7,000,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16日

１回目

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）

-

8,394,840



　業務：安庭1号橋橋梁補修設計業務委託

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

3,960,000株式会社菊池技研コンサルタント

1,836,000

4,000,000

5,000,000

株式会社東開技術

東北エンジニアリング株式会社

サンエスコンサルタント株式会社 2,500,000

株式会社吉田測量設計 3,300,000

4,040,000

北栄調査設計株式会社 4,850,000

株式会社昭和土木設計 4,200,000

業　　者　　名

　「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 3,980,000

4,040,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 4,350,000

予定価格（税抜）1,700,000

株式会社エヌティーコンサルタント

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

東日設計コンサルタント株式会社 1,700,000 落札

4,600,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16日

１回目

東日本測量設計株式会社 4,000,000

最低制限価格（税込） -

東日設計コンサルタント株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

4,363,200



　工事：町道舞田線舗装その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

2,322,000

株式会社白沢土木 2,230,000

株式会社岩清水園芸 2,220,000

業　　者　　名

　「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。

2,177,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）2,150,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

2,150,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16日

１回目

最低制限価格（税込） -

有限会社山本建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,351,160



　工事：室岡地区給配水管布設替工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 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）

-

4,201,200

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社水本 4,000,000

3,900,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16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 3,850,000

3,890,000

水本重機株式会社

予定価格（税抜）3,750,000

落札株式会社佐々木組 3,750,000

くみあい鉄建工業株式会社 4,100,000

業　　者　　名

菱和設備株式会社 4,000,000

4,050,000



　工事：岩清水地区消火栓設置及び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 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）

-

3,099,600

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社水本 2,800,000

3,000,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16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 2,900,000

2,870,000

水本重機株式会社

予定価格（税抜）2,750,000

落札株式会社佐々木組 2,750,000

くみあい鉄建工業株式会社 2,950,000

業　　者　　名

菱和設備株式会社 3,050,000

2,970,000



　工事：ビレッジハウス矢巾水道メーター交換工事

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） -

菱和設備株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,376,000

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 2,290,000

2,300,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年1月16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。

株式会社都南建設 2,265,000

2,200,000

株式会社富岡鉄工所

富士水工業株式会社 2,350,000

予定価格（税抜）2,100,000

株式会社高設

落札

くみあい鉄建工業株式会社 2,200,000

有限会社昆組 2,170,000

業　　者　　名

有限会社中野設備工業所 2,250,000

菱和設備株式会社 2,100,000

2,213,000

2,268,000


