
　工事：矢巾町民総合体育館防火シャッター修繕工事

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

文化シヤッター株式会社盛岡営業所 2,030,500

菱和建設株式会社 2,800,000

業　　者　　名 １回目

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。

1,510,000

フルテック株式会社盛岡支店

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

辞退

辞退

２回目 ３回目

辞退

入札日：平成３０年１０月１６日

最低制限価格（税込） －
0 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
1,630,800

公表日：平成３０年１０月２３日



　工事：矢巾町内マンホール等段差解消工事

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

小笠原重機有限会社 4,500,000

水本重機株式会社 4,680,000

4,550,000

株式会社佐々木組 4,560,000

株式会社水清建設 4,580,000

業　　者　　名 １回目

4,500,000

株式会社岩清水園芸

有限会社山本建設 4,600,000

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。

タカヨ建設株式会社 撤回

4,565,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 4,730,000

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 4,600,000

4,600,000

２回目 ３回目

入札日：平成３０年１０月１６日

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）

－

4,930,2004,860,000

公表日：平成３０年１０月２３日

落札



　工事：町道乙茂線連合給水管布設替工事

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

公表日：平成３０年１０月２３日

最低制限価格（税込） －

株式会社佐々木組 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－

1,890,0001,836,000

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 1,900,000

1,800,000

２回目 ３回目

落札

入札日：平成３０年１０月１６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。

有限会社昆組 1,920,000

1,750,000

水本重機株式会社

1,700,000 予定価格（税抜）

株式会社佐々木組 1,700,000

くみあい鉄建工業株式会社 1,800,000

業　　者　　名 １回目

菱和設備株式会社 1,750,000



　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

有限会社大茂建設 3,120,000

有限会社川村建設 3,170,000

3,200,000

有限会社岩手グリーン企画 3,110,000

株式会社白沢土木 3,030,000

業　　者　　名 １回目

有限会社山本建設

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。

小笠原重機有限会社 3,080,000 2,880,000

2,249,000

丸三建設株式会社

有限会社昆組 3,100,000 2,870,000

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 2,900,000 2,800,000 2,600,000       

2,880,000

3,100,000 2,870,000 2,780,000       

２回目 ３回目

2,880,000

入札日：平成３０年１０月１６日

2,780,000       

最低制限価格（税込） －

最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
2,428,920

公表日：平成３０年１０月２３日

2,750,000

2,770,000

2,880,000

2,790,000       

2,850,000

辞退

2,780,000

2,860,000 2,760,000



　業務：五内川橋外橋梁補修設計業務委託

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

株式会社岩手開発測量設計 11,800,000

サンエスコンサルタント株式会社 11,000,000

12,000,000

株式会社昭和土木設計 11,850,000

北光コンサル株式会社 11,650,000

業　　者　　名 １回目

9,000,000

東日本測量設計株式会社

東北エンジニアリング株式会社 12,000,000

10,100,000株式会社東開技術

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者の指名基準」に準じて指名した。

株式会社吉田測量設計 9,200,000

11,010,000

東日設計コンサルタント株式会社

株式会社エヌティーコンサルタント 11,400,000

11,300,000株式会社菊池技研コンサルタント

建設関連等業務委託の入札の過程に関する事項

株式会社土木技研 10,800,000

9,000,000 落札

２回目 ３回目

入札日：平成３０年１０月１６日

最低制限価格（税込） －

東日設計コンサルタント株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
11,890,8009,720,000

公表日：平成３０年１０月２３日



　工事：町道中央１号線道路改良その３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

入札日：平成３０年１０月１６日

公表日：平成３０年１０月２３日（火）

最低制限価格（税込） 284,187,960

（株）佐々木組・丸三建設（株）特定共同企業体 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

263,137,000

315,765,000

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）・（株）白沢土木特定共同企業体 278,000,000

270,000,000 落札

２回目 ３回目１回目

（株）水清建設・（株）岩清水園芸特定共同企業体 277,000,000

　「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）・（有）川村建設特定共同企業体 282,000,000

292,375,000

（株）佐々木組・丸三建設（株）特定共同企業体

予定価格（税抜）270,000,000

（株）水本・小笠原重機（有）特定共同企業体 280,000,000

業　　者　　名

水本重機株式会社・有限会社岩手グリーン企画特定共同企業体 286,000,000

291,600,000



　工事：上水道施設電気設備更新工事

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

公表日：平成３０年１０月２３日

最低制限価格（税込） －
相光電気株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

－
13,964,40010,621,800

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

昱機電株式会社向洋電機事業所 辞退

12,850,000

２回目 ３回目

落札

入札日：平成３０年１０月１６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。

株式会社興和電設 13,100,000

12,930,000

岩舘電気株式会社

9,835,000 予定価格（税抜）

相光電気株式会社 9,835,000

岩手電工株式会社 12,970,000

業　　者　　名 １回目

有限会社東北電気設備工事 12,620,000

南部電気工事株式会社 辞退



　工事：矢巾町道舗装補修工事

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

小笠原重機有限会社 13,900,000

水本重機株式会社 15,000,000

14,000,000

株式会社佐々木組 14,200,000

株式会社水清建設 14,800,000

業　　者　　名 １回目

13,000,000

株式会社岩清水園芸

有限会社山本建設 14,200,000 13,150,000

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。

タカヨ建設株式会社 13,300,000 13,000,000

13,013,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 15,200,000 13,280,000

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 14,400,000 13,100,000

13,150,000

14,300,000 13,280,000

２回目 ３回目

13,200,000

入札日：平成３０年１０月１６日

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）

－

14,054,04014,040,000

公表日：平成３０年１０月２３日

13,100,000

13,150,000

落札

13,200,000



　工事：町道土井田園2号線舗装工事

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

小笠原重機有限会社 撤回

水本重機株式会社 4,460,000

4,610,000

株式会社佐々木組 4,650,000

株式会社水清建設 4,430,000

業　　者　　名 １回目

4,350,000

株式会社岩清水園芸

有限会社山本建設 4,500,000

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。

タカヨ建設株式会社 撤回

4,399,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 4,515,000

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 4,350,000 落札

4,590,000

２回目 ３回目

入札日：平成３０年１０月１６日

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）

－

4,750,9204,698,000

公表日：平成３０年１０月２３日



　工事：町道舞田線舗装その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

小笠原重機有限会社 撤回

水本重機株式会社 2,880,000

2,790,000

株式会社佐々木組 2,900,000

株式会社水清建設 2,710,000

業　　者　　名 １回目

2,450,000

株式会社岩清水園芸

有限会社山本建設 2,650,000 2,550,000

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。

タカヨ建設株式会社 撤回

2,538,000

株式会社水本

株式会社白沢土木 2,740,000 2,640,000

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 撤回

2,610,000

2,700,000 2,640,000 辞退

２回目 ３回目

2,630,000

入札日：平成３０年１０月１６日

2,520,000       

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）

－
2,741,0402,646,000

公表日：平成３０年１０月２３日

2,500,000

2,530,000

2,610,000

2,510,000       

2,600,000

2,510,000

2,450,000 落札



　工事：広宮沢北処理分区管渠補修その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

公表日：平成３０年１０月２３日

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）

－

5,253,1204,525,200

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

株式会社アームズ東日本岩手営業所 4,380,000

4,190,000

２回目 ３回目

抽選により落札

入札日：平成３０年１０月１６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。

管清工業株式会社東北営業所 4,470,000

4,864,000

日本ハイウェイ・サービス株式会社盛岡営業所

4,190,000 予定価格（税抜）

株式会社伊藤組盛岡支店 4,190,000

株式会社東北ターボ工業 4,430,000

業　　者　　名 １回目



　工事：渡花橋橋梁補修その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

入札日：平成３０年１０月１６日

落札

63,720,000

59,900,000

タカヨ建設株式会社 60,000,000

業　　者　　名

株式会社水本 59,000,000

　「矢巾町条件付一般競争入札実施試行要領」に基づく一般競争入札

水本重機株式会社 60,500,000

59,237,000

三陸土建株式会社

予定価格（税抜）59,000,000

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 60,700,000

60,500,000

２回目 ３回目１回目

株式会社佐々木組

最低制限価格（税込） 56,542,320

株式会社水本 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

52,354,000

63,975,960



　工事：町道堤川目線堤川目橋橋梁新設工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

入札日：平成３０年１０月１６日

162,604,800

151,750,000

株式会社水清建設 146,000,000

業　　者　　名

株式会社水本 157,500,000

　「矢巾町条件付一般競争入札実施試行要領」に基づく一般競争入札

くみあい鉄建工業株式会社 153,000,000

163,689,000

タカヨ建設株式会社

予定価格（税抜）150,560,000

町営建設工事等の入札及び契約の過程に関する事項

三陸土建株式会社 150,560,000 落札

失格

151,630,000

２回目 ３回目１回目

株式会社佐々木組

最低制限価格（税込） 158,177,880

三陸土建株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

146,461,000

176,784,120


