
　工事：矢巾斎苑和室改修工事

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） －

丸三建設株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

5,160,2405,076,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

水本重機株式会社 4,860,000

落札

4,800,000

２回目 ３回目

入札日：平成30年12月5日

　「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。

有限会社銅屋建設 4,810,000

4,778,000

有限会社藤井建設

4,700,000 予定価格（税抜）

株式会社佐々木組 4,850,000

丸三建設株式会社 4,700,000

業　　者　　名 １回目

有限会社大茂建設 4,980,000

株式会社岩清水園芸 4,820,000



　工事：町道三堤線側溝整備工事

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）

－

4,314,6003,240,000

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 3,180,000

3,330,000

２回目 ３回目

落札

入札日：平成30年12月5日

　「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 3,200,000

3,995,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組

3,000,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）

有限会社岩手グリーン企画 3,000,000

株式会社白沢土木 3,150,000

業　　者　　名 １回目

有限会社大茂建設 3,480,000

有限会社川村建設 3,230,000



　業務：普通河川逆堰中州除去業務委託

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

落札

1,520,000

1,500,000

1,530,000

最低制限価格（税込） －

有限会社川村建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

1,638,3601,620,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社岩清水園芸 1,700,000 1,530,000

1,530,000

1,680,000 1,530,000

２回目 ３回目

1,520,000

入札日：平成30年12月5日

　「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。

小笠原重機有限会社 1,680,000 1,530,000

1,517,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 1,680,000 1,540,000

1,500,000

有限会社山本建設

予定価格（税抜）

有限会社岩手グリーン企画 1,680,000

株式会社白沢土木 1,620,000

業　　者　　名 １回目

有限会社大茂建設 1,800,000

有限会社川村建設 1,550,000

1,650,000



　工事：広宮沢地区給配水管布設工事

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

菱和設備株式会社 11,900,000

株式会社佐々木組 11,700,000

くみあい鉄建工業株式会社 12,000,000

業　　者　　名 １回目

11,400,000 予定価格（税抜）

　「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 11,870,000

11,950,000

水本重機株式会社

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 11,500,000

11,400,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成30年12月5日

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）

－

12,906,00012,312,000



　工事：矢巾処理分区管渠更生その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

株式会社伊藤組盛岡支店 16,900,000

株式会社東北ターボ工業 16,900,000

業　　者　　名 １回目

16,700,000 予定価格（税抜）

　「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。

管清工業株式会社東北営業所 17,000,000

20,586,000

日本ハイウェイ・サービス株式会社盛岡営業所

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社アームズ東日本岩手営業所 17,300,000

16,700,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成30年12月5日

最低制限価格（税込） －

日本ハイウェイ・サービス株式会社盛岡営業所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

22,232,88018,036,000



　工事：西部系取水井取水ポンプ制御盤更新工事

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

株式会社興和電設 31,200,000

昱機電株式会社向洋電機事業所 29,900,000

相光電気株式会社 30,500,000

岩手電工株式会社 29,850,000

業　　者　　名 １回目

28,900,000 予定価格（税抜）

　「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。

岩舘電気株式会社 30,650,000

30,870,000

南部電気工事株式会社

有限会社東北電気設備工事 30,980,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社富士電業社 28,900,000 落札

辞退

２回目 ３回目

入札日：平成30年12月5日

最低制限価格（税込） －
株式会社富士電業社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
33,339,60031,212,000



　工事：舘前４号マンホールポンプ場１号ポンプ取替工事

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

株式会社興和電設 1,640,000

昱機電株式会社向洋電機事業所 1,750,000

相光電気株式会社 2,100,000

岩手電工株式会社 1,620,000

業　　者　　名 １回目

1,300,000 予定価格（税抜）

　「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。

岩舘電気株式会社 1,540,000

1,404,000

南部電気工事株式会社

有限会社東北電気設備工事 1,300,000 落札

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社富士電業社 1,460,000

辞退

２回目 ３回目

入札日：平成30年12月5日

最低制限価格（税込） －
有限会社東北電気設備工事 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
1,516,3201,404,000


