
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5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

業務 :煙山ダム定期観測測量業務委託

落札金額 (税抜) 1,500,000 予定価格 (税抜) 1,750,000
契約金額 (税込) 1,620,000 予定価格 (税込) 1,890,000
落札業者名 株式会社オリエント淑1量設計 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

北栄調査設計株式会社 1,700,000
株式会社昭和土木設計 1,610;000
東 日設計コンサルタント株式会社 1,530,000
株式会社岩手開発測量設計 1,750,000
株式会社エヌティーコンサルタント 1,580,000
株式会社オ リエン ト測量設計 1,500,000 秘

=オ

L

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。

―  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5月 15日

平成30年5月 15日

義 巾町公民館3階トイレ改修工事

落札金額 (税抜)

契約金額 (税込)

2,200,000 予定価格 (税抜) 2,244,000
2,376,000 予定価格 (税込) 2,423,520
丸二定設株式会社 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。

落札業者名

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

有限会社昆組 2,375,000
丸三建設株式会社 2,200,000 輿繁オL
菱和設備株式会社 2,357,000
有限会社加藤水道工業所 2,460,000
株式会社富岡鉄工所 2,500,000

指名理由



町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入札 日 :

公表 日 :

平成30年 5月 15日

平成30年5月 15日

¨ 回量保養センター浴室棟塔屋修繕工事

落札金額 (税抜)

契約金額 (税込)

落札業者名

1,380,000 予定価格 (税抜) 1,400,000
1,490,400 予定価格 (税込) 1,512,000
有限会社釦屋え設 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カロ者の指名基準」に基づき指名した。

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社佐々木組 1,700,000 1,470,000
丸三建設株式会社 1,680,000 1,480,000
有限会社藤井建設 1,653,000 1,460,000
水本重機株式会社 1,701,000 1,460,000
有限会社銅屋建設 1,500,000 1,380,000 輿繁オL
株式会社岩清水園芸 1,750,000 1,450,000
有限会社大茂建設 1,650,000 1,470,000

指名理由



業務 :都市公園緑地植栽管理業務委託

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午5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

5,300,000 予定価格 (税抜) 7,330,000
5,724,000 予定価格 (税込) 7,916,400
株式会社岩清水園芸 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  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

水本重機株式会社 5,600,000
株式会社岩清水園芸 、 5,300,000 秦算オL
有限会社岩手グリーン企画 5,600,000
株式会社上の島 5,800,000
株式会社共同園芸 5,500,000

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。

―  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5月 15日

平成30年 5月 15日

工事 :町道矢次線舗装補修工事

落札金額 (税抜)

契約金額 (税込)

4,000,000 予定価格 (税抜) 4,059,000
4,320,000 予定価格 (税込) 4,383,720
株式会社岩清水園芸 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。

落札業者名

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社白沢土木 4,050,000
株式会社岩清水園芸 4,000,000 落札
有限会社山本建設 4,100,000
株式会社アプローチ 4,100,000

指名理由

―  円

―  円



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5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

落札金額 (税抜) 1,470,000 予定価格 (税抜) 1,848,000
契約金額 (税込) 1,587,600 予定価格 (税込) 1,995,840
落札業者名 株式会社渡辺設計事務所 最低制限価格 (税抜)

最低制限価格 (税込)

業務 :町営風張住宅改修工事実施設計監理業務委託

業  者  名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社武田菱設計 3,000,000
株式会社三衡設計舎 2,350,000
株式会社久慈設計 1,580,000
株式会社現代建築設計事務所 1,950,000
株式会社中居敬一都市建築設計 2,500,000
株式会社渡辺設計事務所 1,470,000 秦聾オL

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。

―  円



落札金額 (税抜)

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

入札 日 :平成30年5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

5,100,000 予定価格 (税抜) 5,424,000
5,508,000 予定価格 (税込) 5,857,920
株式会社 イクスル 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

工事 :町道銅屋線万四郎地下道冠水表示設置工事

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社イクスル 5,100,000 落札
株式会社東北工商 5,200,000
岩手道路開発株式会社 5,250,000
協積産業株式会社 5,240,000
岩手標識株式会社 5,241,000

指名理由

―  円

―  円

|



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5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

業務ゴR立体交差排水ポンプ施設等清掃業務委託

落札金額 (税抜) 4,300,000 予定価格 (税抜) 4,528,000
契約金額 (税込) 4,644,000 予定価格 (税込) 4,890,240
落札業者名 株式会社東北ターボエ業 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

株式会社東北ターボエ業 4,300,000 落オL
日本ハイウェイ 0サービス株式会社盛岡営業所 4,550,000
株式会社アームズ東日本岩手営業所 4,500,000
株式会社伊藤組盛岡支店 4,400,000

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。

|



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5月 15日

公表 日 :平成30年5月 15日

1,900,000 予定価格 (税抜) 2,430,000
2,052,000 予定価格 (税込) 2,624,400

日本ハ イウェイ・サービス株式会社盛国営業所 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者の指名基準」に準じて指名した。

契約金額 (税込)

落札業者名

業務 :公共下水道テレビカメラ調査 (広宮沢北処理分区)その2業務委託

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社伊藤組盛岡支店 2,100,000
株式会社東北ターボエ業 2,000,000
日本ハイ ウェイ・サー ビス株式会社盛岡営業所 1,900,000 落オL
株式会社アームズ東日本岩手営業所 1,950,000
管清工業株式会社東北営業所 2,000,000

指名理 由



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5月 15日

平成30年5月 15日

工事 :不動浄化センター屋外高圧盤内機器更新工事

業 者 名 1回 目 2回 目 3回 目

株式会社興和電設 1,300,000
呈機電株式会社向洋電機事業所 1,550,000
岩舘電気株式会社 1,470,000
有限会社東北電気設備工事 1,400,000
岩手電工株式会社 1,000,000 シ舞オL

落札金額 (税抜) 1,000,000 予定価格 (税抜) 1,312,000
1,080,000 予定価格 (税込) 1,416,960
着手電工株式会社 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。

契約金額 (税込)

落札業者名

指名理由


