
　工事：矢巾町文化会館トイレ改修工事

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） -

タカヨ建設株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

15,584,400

丸三建設株式会社 14,600,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社高設 15,050,000

落札

14,900,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

株式会社富岡鉄工所 14,700,000

14,430,000

富士水工業株式会社

株式会社水本 14,850,000

予定価格（税抜）12,500,000

有限会社昆組

株式会社水清建設 14,450,000

タカヨ建設株式会社 12,500,000

業　　者　　名

くみあい鉄建工業株式会社 14,950,000

株式会社佐々木組 14,350,000

15,200,000

13,500,000



　工事：矢巾町文化会館絨毯改修工事

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） -

最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

9,979,200

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

菱和建設株式会社 18,000,000 辞退

11,500,000

16,700,000 辞退

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11日

11,000,000

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。

不調

株式会社水本 14,950,000 11,900,000

9,240,000

樋下建設株式会社

予定価格（税抜）

辞退

辞退

11,900,000 辞退

株式会社水清建設 15,730,000

タカヨ建設株式会社 12,000,000

業　　者　　名

くみあい鉄建工業株式会社 15,400,000



　業務：平成31年度史跡公園管理業務委託

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

6,912,000

株式会社共同園芸 7,120,000

有限会社岩手グリーン企画 6,800,000

株式会社岩清水園芸 7,500,000

業　　者　　名

6,400,000

6,770,000

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。

むつみ造園土木株式会社岩手営業所 7,100,000 辞退

6,500,000

水本重機株式会社

予定価格（税抜）6,400,000

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社上の島 7,500,000 6,750,000

6,750,000

7,700,000 6,720,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11日

１回目

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）

-

7,020,000



　工事：南昌公衆トイレ洋式化工事

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） -

くみあい鉄建工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

2,575,800

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社富岡鉄工所 2,570,000

2,500,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

有限会社昆組 2,600,000

2,385,000

タカヨ建設株式会社

予定価格（税抜）2,380,000

落札くみあい鉄建工業株式会社 2,380,000

株式会社水清建設 2,550,000

業　　者　　名

2,570,400



　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） 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）

-

2,754,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

長谷川体育施設株式会社岩手営業所 2,650,000

2,500,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

2,550,000

東北体育施設株式会社

予定価格（税抜）2,500,000

株式会社上の島 2,800,000

日本フィールドシステム株式会社東北支店 2,720,000

業　　者　　名

2,700,000



　工事：六助橋架替工事に伴う水管橋架替及び仮設管撤去工事

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） -

株式会社水本 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

21,222,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社水本 19,500,000 落札

21,300,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

有限会社昆組 20,000,000

19,650,000

水本重機株式会社

予定価格（税抜）19,500,000

株式会社佐々木組 20,200,000

くみあい鉄建工業株式会社 19,800,000

業　　者　　名

菱和設備株式会社 19,600,000

21,060,000



　工事：広宮沢北処理分区管渠補修その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

最低制限価格（税込） -

株式会社伊藤組盛岡支店 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

6,679,800

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 3,540,000

3,630,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

管清工業株式会社東北営業所 3,550,000

6,185,000

日本ハイウェイ・サービス株式会社盛岡営業所

予定価格（税抜）3,500,000

落札株式会社伊藤組盛岡支店 3,500,000

株式会社東北ターボ工業 3,550,000

業　　者　　名

3,780,000



　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３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

最低制限価格（税込） -

管清工業株式会社東北営業所 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

5,140,800

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社アームズ東日本岩手営業所 3,900,000

4,800,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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。

管清工業株式会社東北営業所 3,750,000 落札

4,760,000

日本ハイウェイ・サービス株式会社盛岡営業所

予定価格（税抜）3,750,000

株式会社伊藤組盛岡支店 4,000,000

株式会社東北ターボ工業 4,500,000

業　　者　　名

4,050,000



　工事：給配水管布設替に伴う舗装復旧その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） -

有限会社山本建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

-

3,974,400

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 3,790,000

3,760,000

２回目 ３回目

入札日：平成31年4月11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 3,650,000 落札

3,680,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）3,650,000

水本重機株式会社 3,840,000

小笠原重機有限会社 3,840,000

業　　者　　名

3,942,000


