
落札金額 (税抜)

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

2,600,000 予定価格 (税抜)

2,808,000  円 予定価格 (税込)

卜技術株式会社盛岡え店 最低制限価格 (税抜)

入札 日 :平成30年 4月 19日

公表 日 :平成30年 4月 19日

2,800,000
契約金額 (税込) 3,024,000
落札業者名 エ イ

最低制限価格 (税込)

業務 :矢巾町営住宅整備方針検討業務委託

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

エイ ト技術株式会社盛岡支店 2,600,000 秦算オL
東 日本総合計画株式会社北東北支店 2,860,000
株式会社オオバ東北・北支店 3,500,000
株式会社人州北東北支社 3,200,000
昭和株式会社盛岡営業所 2,840,000
株式会社パスコ盛岡支店 3,400,000

指名理由
「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。



町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入本L日 :

公表 日 :

平成30年 4月 19日

平成30年 4月 19日

工事:広宮沢公園等グラウンド春季整備工事

落札金額 (税抜)

契約金額 (税込)

落札業者名

2,380,000  円 予定価格 (税抜) 2,447,000
2,570,400  円 予定価格 (税込) 2,642,760

東北体育施設株式会社 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

「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。

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社上の島 2,750,000
日本フィール ドシステム株式会社東北支店 2,580,000
東北体育施設株式会社 2,380,000 秦婁オL
長谷川体育施設株式会社岩手営業所 2,500,000

指名理 由



建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

入札 日 :平成30年 4月 19日

公表 日 :平成30年 4月 19日

業務 :平成30年度史跡公園管理業務委託

落札金額 (税抜) 5,400,000 予定価格 (税抜) 6,399,000
契約金額 (税込) 5,832,000 予定価格 (税込) 6,910,920
落札業者名 有限会社着手グリーン企画 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

有限会社岩手グリーン企画 5,400,000 秦算オL
株式会社岩清水園芸 5,550,000
水本重機株式会社 6,000,000
株式会社上の島 7,000,000
むつみ造園土木株式会社岩手営業所 5,700,000
株式会社共同園芸 5,650,000

指名理由
「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。



町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入本L日 :

公表 日 :

平成30年 4月 19日

平成30年 4月 19日

工事:矢巾町民総合体育館屋根改修その2工事

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

大伸工業株式会社 43,050,000
株式会社タカヤ 44,600,000
樋下建設株式会社 43,500,000
東野建設工業株式会社 42,600,000
菱和建設株式会社 43,600,000
橘建設株式会社 44,500,000
タカヨ建設株式会社 41,000,000 輿算オL
株式会社水清建設 42,200,000
株式会社カガヤ 45,150,000

落札金額 (税抜) 41,000,000  円 予定価格 (税抜) 41,510,000
44,280,000  円 予定価格 (税込) 44,830,800
タカヨ秦饗λ羽鷲民桧ジ生 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

「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。

契約金額 (税込)

落札業者名

指名理由

¬



落札金額 (税抜)

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

入札 日 :平成30年 4月 19日

公表 日 :平成30年 4月 19日

7,300,000  円 予定価格 (税抜) 8,422,000
7,884,000  円 予定価格 (税込) 9,095,760
株式会社久恣設計 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

契約金額 (税込)

落札業者名

業務:矢巾町公民館・文化会館外壁等改修工事設計監理業務委託

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社久慈設計 7,300,000 輿算オL
株式会社現代建築設計事務所 8,100,000
株式会社三衡設計舎 辞退
株式会社武田菱設計 7,500,000
株式会社中居敬一都市建築設計 8,600,000
株式会社渡辺設計事務所 7,500,000

指名理由
「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。



落札金額 (税抜)

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

入札 日 :平成30年 4月 19日

公表 日 :平成30年 4月 19日

4,700,000  円 予定価格 (税抜) 6,474,000
5,076,000  円 予定価格 (税込) 6,991,920

株式会社式口菱設計 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

契約金額 (税込)

落札業者名

業務:小 中学校トイレ環境改善工事実施設計業務委託

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社久慈設計 6,500,000
株式会社三衡設計舎 辞退
株式会社武田菱設計 4,700,000 輿婁オL
株式会社現代建築設計事務所 5,400,000
株式会社中居敬一都市建築設計 7,500,000
株式会社渡辺設計事務所 9,600,000

指名理由
「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。



町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入本L日 :

公表 日 :

平成30年 4月 19日

平成30年 4月 19日

工事:六助橋架替に伴う配水管仮設工事

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社佐々木組 7,470,000
くみあい鉄建工業株式会社 6,200,000 落札
水本重機株式会社 7,800,000
株式会社水本 7,620,000
有限会社昆組 7,870,000
菱和設備株式会社 6,500,000

落札金額 (税抜) 6,200,000  円 予定価格 (税抜) 6,400,000
契約金額 (税込) 6,696,000  円 予定価格 (税込) 6,912,000
落札業者名 くみあい鉄定工業株式会社 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

「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。

指名理由

一   円



町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入本L日 :

公表 日 :

平成30年 4月 19日

平成30年 4月 19日

工事:上下水道課事務室等LED改修工事

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

有限会社東北電気設備工事 850,000
杜陵テクノ株式会社 1,350,000
リヒテック株式会社 2,320,000
信幸プロテック株式会社 650,000 秦婁オL

落札金額 (税抜) 650,000  円 予定価格 (税抜) 1,910,000
契約金額 (税込) 702,000  円 予定価格 (税込) 2,062,800
落札業者名 信幸プロテック株式会社 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

「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。

指名理由


