
　工事：矢巾町立矢巾北中学校体育館屋根等修繕工事

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

最低制限価格（税込） -

最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

4,557,600

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

丸三建設株式会社 4,660,000 4,480,000 4,380,000

4,400,000

4,570,000 4,480,000 4,380,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21日

4,300,000

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。

有限会社藤井建設 4,660,000 4,480,000

4,220,000

くみあい鉄建工業株式会社

予定価格（税抜）不調

辞退

4,350,000

4,470,000 4,370,000

株式会社佐々木組 4,850,000

株式会社水本 4,500,000

業　　者　　名

水本重機株式会社 4,750,000



　業務：矢巾町公民館避難誘導灯取替修繕

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） -

互光商事株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,960,280

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

2,200,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

2,741,000

有限会社ホソカワ防災通信

予定価格（税抜）1,172,000

落札互光商事株式会社 1,172,000

有限会社キョウエイ自販 1,580,000

業　　者　　名

1,265,760



　工事：広宮沢南処理分区（煙山地区）舗装復旧その１１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） -

水本重機株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

20,243,520

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

くみあい鉄建工業株式会社 18,200,000

18,350,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

タカヨ建設株式会社 18,500,000

18,744,000

株式会社水本

予定価格（税抜）18,000,000

落札

株式会社佐々木組 18,700,000

株式会社水清建設 18,300,000

業　　者　　名

小笠原重機有限会社 18,800,000

水本重機株式会社 18,000,000

19,440,000



　工事：不動南矢幅ブロック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

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）

-

12,346,560

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 10,000,000

10,300,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

有限会社山本建設 10,100,000

11,432,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）9,700,000

落札水本重機株式会社 9,700,000

小笠原重機有限会社 9,900,000

業　　者　　名

10,476,000



　工事：矢巾二区給配水管布設替工事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

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）

-

11,232,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 9,200,000

9,190,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

有限会社山本建設 9,100,000 落札

10,400,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）9,100,000

水本重機株式会社 9,400,000

小笠原重機有限会社 9,230,000

業　　者　　名

9,828,000



　工事：矢巾ＳＩＣ設置に伴う給配水管移設に係る舗装復旧工事

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

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）

-

10,770,840

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 7,600,000 落札

7,795,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

有限会社山本建設 8,150,000

9,973,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）7,600,000

水本重機株式会社 8,760,000

小笠原重機有限会社 9,140,000

業　　者　　名

8,208,000



　工事：広宮沢南処理分区（広宮沢・煙山地区）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

最低制限価格（税込） -

小笠原重機有限会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

8,683,200

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 8,200,000

落札

8,050,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

有限会社山本建設 8,060,000

8,040,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）8,000,000

水本重機株式会社 8,100,000

小笠原重機有限会社 8,000,000

業　　者　　名

8,640,000



　工事：南昌地区給配水管布設替その５工事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

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）

-

4,828,680

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 4,880,000 4,650,000 4,550,000

4,650,000

4,700,000 4,600,000 4,450,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21日

4,560,000

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。

有限会社山本建設 4,900,000 4,660,000

4,471,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）4,450,000

4,660,000

落札

4,560,000

4,560,000水本重機株式会社 4,900,000

小笠原重機有限会社 4,880,000

業　　者　　名

4,806,000



　工事：汚水高田西準幹線布設その１５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） -

有限会社昆組 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

4,244,400

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 3,880,000

3,820,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年9月18日

公表日：平成30年9月21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。

小笠原重機有限会社 3,990,000

3,930,000

丸三建設株式会社

予定価格（税抜）3,700,000

落札

有限会社岩手グリーン企画 3,980,000

株式会社白沢土木 4,160,000

業　　者　　名

有限会社山本建設 3,760,000

有限会社昆組 3,700,000

3,996,000


