
　工事：農地耕作条件改善事業工事

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）

-

21,022,200

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 19,000,000

19,400,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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 19,900,000

19,465,000

株式会社佐々木組

予定価格（税抜）18,600,000

落札

株式会社水清建設 18,900,000

株式会社水本 20,000,000

業　　者　　名

水本重機株式会社 18,600,000

20,088,000



　工事：煙山ひまわりパーク駐車場整備関連その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） -

株式会社岩清水園芸 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

12,400,560

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 11,000,000 落札

11,720,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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 辞退

11,482,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 11,400,000

予定価格（税抜）11,000,000

有限会社山本建設

有限会社岩手グリーン企画 11,480,000

株式会社白沢土木 11,200,000

業　　者　　名

有限会社大茂建設 11,300,000

有限会社川村建設 11,742,000

11,300,000

11,880,000



　業務：矢巾町立矢巾北中学校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

11,880,000

株式会社事務機商事 辞退

エクナ株式会社 辞退

テクノ株式会社 11,000,000

株式会社リードコナン 15,750,000

業　　者　　名

落札

　「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

12,888,000

株式会社システムベース

予定価格（税抜）11,000,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

日興通信株式会社岩手支店 20,900,000

辞退

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13日

１回目

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）

-

13,919,040



　業務：史跡徳丹城跡総括報告書作成業務委託

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

9,126,000

川口印刷工業株式会社 10,500,000

川嶋印刷株式会社盛岡支社 8,450,000

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。

株式会社吉田印刷 11,400,000

8,522,000

永代印刷株式会社

予定価格（税抜）8,450,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

河北印刷株式会社 8,482,800

落札

9,258,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13日

１回目

最低制限価格（税込） -

川嶋印刷株式会社盛岡支社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

9,203,760



　工事：矢巾町立徳田小学校屋内運動場床研磨塗装工事

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） -

東北体育施設株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

3,124,440

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

2,850,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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。

2,893,000

長谷川体育施設株式会社岩手営業所

予定価格（税抜）2,700,000

落札東北体育施設株式会社 2,700,000

日本フィールドシステム株式会社東北支店 2,900,000

業　　者　　名

2,916,000



　工事：岩清水地区農業用排水路浚渫工事

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）

-

3,499,200

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 2,840,000 落札

3,130,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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 3,070,000

3,240,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 3,120,000

予定価格（税抜）2,840,000

有限会社山本建設

有限会社岩手グリーン企画 3,030,000

株式会社白沢土木 3,000,000

業　　者　　名

有限会社大茂建設 2,960,000

有限会社川村建設 3,130,000

3,260,000

3,067,200



　工事：町道警戒標識更新工事

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） -

株式会社イクスル 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,611,440

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 2,300,000

2,380,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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。

岩手標識株式会社 2,250,000

2,418,000

岩手道路開発株式会社

予定価格（税抜）2,200,000

落札株式会社イクスル 2,200,000

株式会社東北工商 2,300,000

業　　者　　名

2,376,000



　工事：上杉踏切改築に伴う町道下海老沼線歩道整備その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

3,456,000

有限会社大茂建設 3,200,000

有限会社川村建設 3,431,000

3,340,000

有限会社岩手グリーン企画 3,420,000

株式会社白沢土木 3,350,000

業　　者　　名

落札

　「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 3,400,000

3,303,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 3,430,000

予定価格（税抜）3,200,000

有限会社山本建設

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 3,540,000

3,480,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13日

１回目

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）

-

3,567,240



　業務：町道堤川目線地盤変動影響事前調査その2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

1,290,000株式会社菊池技研コンサルタント

853,200

890,000

1,100,000

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 1,350,000

株式会社吉田測量設計 1,500,000

790,000

北栄調査設計株式会社 1,300,000

株式会社昭和土木設計 1,300,000

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者の指名基準」に準じて指名した。

株式会社土木技研 1,500,000

1,520,000

北光コンサル株式会社

株式会社岩手開発測量設計 1,100,000

予定価格（税抜）790,000

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 1,300,000

1,130,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13日

１回目

東日本測量設計株式会社 1,500,000

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）

-

1,641,600



　業務：赤十字救援車購入

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

1,603,800

有限会社田口カーサービスセンター 2,000,000

岩手トヨタ自動車株式会社盛岡南店 1,485,000

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。

1,962,000

盛岡日産モーター株式会社本店

予定価格（税抜）1,485,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

落札

1,690,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13日

１回目

最低制限価格（税込） -

岩手トヨタ自動車株式会社盛岡南店 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,118,960



　工事：広宮沢南処理分区公設桝設置30-2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） -

有限会社岩手グリーン企画 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

7,184,160

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 6,250,000

6,390,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年11月13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 6,180,000

6,652,000

丸三建設株式会社

予定価格（税抜）6,050,000

落札有限会社岩手グリーン企画 6,050,000

株式会社白沢土木 6,130,000

業　　者　　名

有限会社山本建設 6,200,000

有限会社昆組 6,220,000

6,534,000


