




















　業務名：やはば議会だより印刷業務

円／頁

円／頁

円／頁

円／頁

円／頁

円／頁

円／頁

円／頁

落札金額（税抜） 2.90 円／頁 3.40 円／頁

契約金額（税込） 3.19 円／頁 3.74 円／頁

落札業者名 － 円／頁

－ 円／頁

指名理由

川嶋印刷株式会社　盛岡支社 最低制限価格（税抜）

最低制限価格（税込）

　「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。

予定価格（税抜）

予定価格（税込）

トーバン印刷株式会社　盛岡営業所

有限会社紫波印刷

2.95

辞退

川口印刷工業株式会社

株式会社吉田印刷 3.15

3.00

永代印刷株式会社

株式会社白ゆり

3.00

2.95

川嶋印刷株式会社　盛岡支社 落札
山口北州印刷株式会社

2.90

3.20

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和３年４月23日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　事業名：矢巾町公民館監視カメラ更新

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

－
－

北日本通信株式会社

　「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。

860,000 予定価格（税抜） 1,300,000
946,000 予定価格（税込） 1,430,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和３年４月23日

株式会社岩電　AVCファシリテーズ岩手営業所 1,150,000

株式会社有電社　岩手支店 辞退
北日本通信株式会社 860,000 落札

NECフィールディング株式会社　盛岡支店 辞退
リコージャパン株式会社　販売事業本部岩手支社岩手営業部 辞退

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社富士電業社 1,700,000



　工事名：町内一円町道維持補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

7,292,000
8,021,200

有限会社山本建設

　「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。

8,400,000 予定価格（税抜） 8,482,000
9,240,000 予定価格（税込） 9,330,200

有限会社昆組 8,710,000
丸三建設株式会社 8,730,000

株式会社白沢土木 8,690,000
有限会社山本建設 8,400,000 落札

株式会社岩清水園芸 8,870,000
有限会社岩手グリーン企画 8,800,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和３年４月23日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　工事：史跡徳丹城跡外郭西辺北半地区遺構表示等整備工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 円

円

株式会社水清建設 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

42,274,000
52,602,000

最低制限価格（税込） 46,501,400

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

タカヨ建設株式会社 49,200,000

落札

50,250,000

２回目 ３回目１回目

株式会社佐々木組

　「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 49,580,000

47,820,000

くみあい鉄建工業株式会社

予定価格（税抜）45,800,000

株式会社水清建設 45,800,000

業　　者　　名

株式会社水本 49,400,000

50,380,000

入札日：令和3年5月21日

48,100,000



　工事：水道施設電気計装設備更新その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

株式会社富士電業社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

114,129,000
139,491,000

最低制限価格（税込） 125,541,900

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

２回目 ３回目１回目

株式会社富士電業社

　「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

126,810,000予定価格（税抜）125,600,000

業　　者　　名

138,160,000

入札日：令和3年5月21日

落札125,600,000



　工事名：庁舎高圧気中開閉器及び高圧ケーブル更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社もりでん

予定価格（税込） 1,969,0001,859,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

落札

1,899,000

２回目 ３回目１回目

失格

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名

有限会社東北電気設備工事 1,557,000
株式会社もりでん 1,690,000

1,790,000

リヒテック株式会社

予定価格（税抜）1,690,000

　「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。

1,611,000
1,772,100



　業務名：令和３年度町民センター敷地内芝生管理業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社上の島 1,000,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社共同園芸 960,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

株式会社岩清水園芸 990,000
有限会社岩手グリーン企画 800,000 落札
水本重機株式会社 1,040,000

800,000 予定価格（税抜） 830,000
880,000 予定価格（税込） 913,000

有限会社岩手グリーン企画

　「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。

－
－



　業務名：都市公園緑地植栽管理業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 5,800,000 落札
有限会社岩手グリーン企画 5,950,000
水本重機株式会社 6,400,000
株式会社上の島 6,200,000
株式会社共同園芸 5,950,000

5,800,000 予定価格（税抜） 6,900,000
6,380,000 予定価格（税込） 7,590,000
株式会社岩清水園芸

　「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。

－
－



-

　業務名：ＪＲ立体交差排水ポンプ施設等清掃業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社伊藤組　盛岡支店 4,700,000 落札
株式会社アームズ東日本　岩手営業所 4,900,000
日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 5,000,000
株式会社東北ターボ工業 4,800,000

4,700,000 予定価格（税抜） 5,072,000
5,170,000 予定価格（税込） 5,579,200

株式会社伊藤組　盛岡支店

　「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。

－
－



-

　業務名：煙山ダム定期観測測量業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

北栄調査設計株式会社 2,700,000
株式会社昭和土木設計 辞退
東日設計コンサルタント株式会社 2,600,000
株式会社オリエント測量設計 2,100,000 落札
株式会社岩手開発測量設計 2,750,000
株式会社エヌティーコンサルタント 3,200,000

2,100,000 予定価格（税抜） 2,627,000
2,310,000 予定価格（税込） 2,889,700

株式会社オリエント測量設計

　「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。

－
－



-

　工事名：公共下水道大畑マンホールポンプ場１号ポンプ取替及び西徳田地区マンホール水位計設置工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

相光電気株式会社 4,016,000 辞退
株式会社ユアテック岩手支社 5,080,000 5,000,000
株式会社富士電業社 3,670,000 3,150,000 落札
岩舘電気株式会社 3,860,000 辞退
昱機電株式会社　向洋電機事業所 4,300,000 辞退
岩手電工株式会社 3,985,000 辞退
株式会社興和電設 3,800,000 辞退
有限会社東北電気設備工事 4,323,900 辞退

3,150,000 予定価格（税抜） 3,400,000
3,465,000 予定価格（税込） 3,740,000
株式会社富士電業社

　「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。

2,928,000
3,220,800



-

　工事名：水道メーター交換その１工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社昆組 4,150,000
くみあい鉄建工業株式会社 4,190,000
菱和設備株式会社 4,550,000
富士水工業株式会社 4,300,000
有限会社中野設備工業所 4,342,000
株式会社高設 4,183,000
株式会社都南建設 4,120,000 落札
有限会社加藤水道工業所 4,180,000
株式会社富岡鉄工所 4,300,000

4,532,000 予定価格（税込） 4,631,000
株式会社都南建設

　「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。

－
－

4,120,000 予定価格（税抜） 4,210,000



-

　工事名：水道メーター交換その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由 　「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。

3,960,000 予定価格（税抜） 4,040,000
4,356,000 予定価格（税込） 4,444,000
株式会社富岡鉄工所 －

－

有限会社加藤水道工業所 4,080,000
株式会社富岡鉄工所 3,960,000 落札

株式会社高設 4,035,000
株式会社都南建設 撤回

富士水工業株式会社 4,130,000
有限会社中野設備工業所 4,159,000

くみあい鉄建工業株式会社 4,060,000
菱和設備株式会社 4,400,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社昆組 3,992,000



-

　工事名：水道メーター交換その３工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社高設 －
－

　「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。

2,960,000 予定価格（税抜） 3,480,000
3,256,000 予定価格（税込） 3,828,000

株式会社富岡鉄工所 撤回

株式会社都南建設 撤回
有限会社加藤水道工業所 3,480,000

有限会社中野設備工業所 3,559,000
株式会社高設 2,960,000 落札

菱和設備株式会社 3,970,000
富士水工業株式会社 3,400,000

有限会社昆組 3,431,000
くみあい鉄建工業株式会社 3,460,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



-

　工事名：水道メーター交換その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

くみあい鉄建工業株式会社 －
－

　「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。

4,170,000 予定価格（税抜） 4,260,000
4,587,000 予定価格（税込） 4,686,000

株式会社富岡鉄工所 撤回

株式会社都南建設 撤回
有限会社加藤水道工業所 4,220,000

有限会社中野設備工業所 4,351,000
株式会社高設 撤回

菱和設備株式会社 4,640,000
富士水工業株式会社 4,340,000

有限会社昆組 4,205,000
くみあい鉄建工業株式会社 4,170,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



-

　工事名：水道メーター交換その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

有限会社加藤水道工業所 －
－

　「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。

3,850,000 予定価格（税抜） 3,990,000
4,235,000 予定価格（税込） 4,389,000

株式会社富岡鉄工所 撤回

株式会社都南建設 撤回
有限会社加藤水道工業所 3,850,000 落札

有限会社中野設備工業所 4,061,000
株式会社高設 撤回

菱和設備株式会社 4,370,000
富士水工業株式会社 4,070,000

有限会社昆組 3,937,000
くみあい鉄建工業株式会社 撤回

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



-

　工事名：水道メーター交換その６工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

有限会社昆組 －
－

　「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。

4,120,000 予定価格（税抜） 4,210,000
4,532,000 予定価格（税込） 4,631,000

株式会社富岡鉄工所 撤回

株式会社都南建設 撤回
有限会社加藤水道工業所 撤回

有限会社中野設備工業所 4,341,000
株式会社高設 撤回

菱和設備株式会社 4,630,000
富士水工業株式会社 4,300,000

有限会社昆組 4,120,000 落札
くみあい鉄建工業株式会社 撤回

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年5月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　工事：南昌地区給配水管布設替その７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

アクア工業株式会社 最低制限価格（税抜）

予定価格（税込）

43,522,000
54,153,000

最低制限価格（税込） 47,874,200

タカヨ建設株式会社 50,200,000 49,550,000

49,700,00056,900,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社都南建設 52,300,000 49,800,000

49,750,000

53,600,000 辞退

２回目 ３回目１回目

株式会社佐々木組

　「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

アクア工業株式会社 50,000,000 49,000,000

49,230,000

富士水工業株式会社

くみあい鉄建工業株式会社 54,500,000 49,700,000

予定価格（税抜）49,000,000

株式会社水本

水本重機株式会社 55,000,000

業　　者　　名

株式会社富岡鉄工所 54,000,000

株式会社水清建設 54,000,000

53,900,000

入札日：令和3年6月18日

49,900,000

落札

49,800,000

49,800,000

56,000,000



　購入名：スチームコンベクションオーブン購入

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

三機商事株式会社

予定価格（税込） 4,846,600

入札日：令和3年6月18日

業　　者　　名

三機商事株式会社 4,380,000
タニコー株式会社　盛岡営業所 4,500,000

２回目 ３回目１回目

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

北沢産業株式会社　盛岡営業所

予定価格（税抜）4,380,000

株式会社中西製作所　盛岡営業所 4,430,000

4,406,000

日本調理機株式会社　東北支店　盛岡営業所 4,412,000

辞退

　「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。

4,818,000
－
－



　工事名：庁舎非常用発電機更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

30,000,000 予定価格（税抜） 33,068,000
33,000,000 予定価格（税込） 36,374,800
岩手電工株式会社 29,761,000

32,737,100

　「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 37,320,000 辞退

岩手電工株式会社 44,000,000 34,000,000 30,000,000 落札

株式会社奥村電気商会 辞退

35,900,000 辞退
昱機電株式会社　向洋電機事業所 辞退

株式会社ユアテック岩手支社 27,500,000 失格
株式会社富士電業社 44,881,000 37,000,000 33,850,000

入札日：令和3年6月18日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

新興電気株式会社 40,900,000 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社佐々木電機本店 辞退

岩舘電気株式会社 37,800,000



　工事名：町内主要施設等案内看板設置その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

岩手道路開発株式会社 3,131,000
3,444,100

　「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。

3,400,000 予定価格（税抜） 3,616,000
3,740,000 予定価格（税込） 3,977,600

入札日：令和3年6月18日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

岩手道路開発株式会社 3,400,000 落札

株式会社イクスル 3,600,000
岩手標識株式会社 3,700,000

株式会社東北工商 3,600,000
協積産業株式会社 3,970,000



　工事名：町道大和線舗装工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

5,900,000 予定価格（税抜） 6,053,000
6,490,000 予定価格（税込） 6,658,300
丸三建設株式会社 5,215,000

5,736,500

　「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。

有限会社岩手グリーン企画 6,270,000
株式会社白沢土木 6,115,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年6月18日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社昆組 6,230,000

株式会社岩清水園芸 6,280,000

有限会社山本建設 6,250,000

丸三建設株式会社 5,900,000 落札



　工事名：町道畜産団地線枝線道路整備工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

7,898,000
8,687,800

　「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。

株式会社岩清水園芸

8,800,000 予定価格（税抜） 9,061,000
9,680,000 予定価格（税込） 9,967,100

有限会社大茂建設 9,000,000
有限会社昆組 9,010,000

小笠原重機有限会社 9,100,000
株式会社白沢土木 8,928,000

有限会社川村建設 9,278,000
丸三建設株式会社 9,000,000

有限会社岩手グリーン企画 9,150,000
有限会社山本建設 9,200,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 8,800,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年6月18日



　工事名：岩清水地区給配水管布設替その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

32,900,000 予定価格（税抜） 34,950,000
36,190,000 予定価格（税込） 38,445,000
株式会社水清建設 30,818,000

33,899,800

　「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。

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年6月18日

タカヨ建設株式会社 33,400,000

株式会社富岡鉄工所 33,500,000
水本重機株式会社 34,200,000
株式会社佐々木組 33,600,000
くみあい鉄建工業株式会社 34,000,000

株式会社水清建設 32,900,000 落札
富士水工業株式会社 34,000,000
株式会社都南建設 33,800,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　業務名：城内・煙山地区配水管布設替工事詳細設計業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年6月18日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

新日本設計株式会社　東北支社 20,000,000 落札
株式会社日水コン　盛岡事務所 22,300,000
日本水工設計株式会社　盛岡事務所 23,100,000
株式会社NJS　盛岡出張所 24,000,000
株式会社東京設計事務所　盛岡事務所 25,300,000

20,000,000 予定価格（税抜） 22,550,000
22,000,000 予定価格（税込） 24,805,000

新日本設計株式会社　東北支社 17,850,000
19,635,000

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。



　購入名：矢巾町民総合体育館移動式バスケットゴール購入

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社藤沢体育堂

予定価格（税込） 9,159,700

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名

株式会社藤沢体育堂 7,850,000
株式会社ヴィクトリア　ネクサスカンパニー　ネクサス仙北店 辞退

２回目 ３回目１回目

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社橋市物産

予定価格（税抜）7,850,000 8,327,000

8,450,000

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

8,635,000
－
－



　工事名：矢巾町岩手ビッグブルズアリーナ外壁サッシコーキング等修繕工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

予定価格（税抜） 1,700,000
#VALUE! 予定価格（税込） 1,870,000

0 1,530,000
1,683,000

　「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。

丸三建設株式会社 3,250,000 3,200,000 3,130,000 不調

株式会社佐々木組 3,270,000 辞退

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社藤井建設 3,300,000 3,150,000 3,050,000 不調

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

水本重機株式会社 3,550,000 辞退



　工事名：矢巾町内ＪＲ立体交差地下道照明設備ＬＥＤ化工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

リヒテック株式会社 7,366,000
8,102,600

　「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。

7,600,000 予定価格（税抜） 8,185,000
8,360,000 予定価格（税込） 9,003,500

入札日：令和3年7月16日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社東北電気設備工事 6,610,000 失格

リヒテック株式会社 7,600,000 落札
信幸プロテック株式会社 2,938,000 失格

株式会社もりでん 11,190,000
株式会社TTKエンジ岩手 11,380,000

杜陵テクノ株式会社 8,330,000



　工事名：町道中央１号線道路照明施設設置その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

予定価格（税抜） 14,726,000
#VALUE! 予定価格（税込） 16,198,600

0 12,808,000
14,088,800

　「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。

株式会社もりでん 10,690,000 失格
株式会社TTKエンジ岩手 11,000,000 失格

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

信幸プロテック株式会社 辞退

有限会社東北電気設備工事 6,000,000 失格

リヒテック株式会社 10,210,000 失格

杜陵テクノ株式会社 15,148,000 15,100,000 15,000,000 不調



　業務名：普通河川水無川下流浚渫業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

－
－

　「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。

株式会社白沢土木

850,000 予定価格（税抜） 1,021,000
935,000 予定価格（税込） 1,123,100

有限会社大茂建設 1,000,000
有限会社昆組 940,000

小笠原重機有限会社 950,000
株式会社白沢土木 850,000 落札

有限会社川村建設 980,000
丸三建設株式会社 960,000

有限会社岩手グリーン企画 1,100,000
有限会社山本建設 980,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 900,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日



　工事名：南昌・矢次・駅東地区舗装復旧工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

10,200,000 予定価格（税抜） 10,373,000
11,220,000 予定価格（税込） 11,410,300
有限会社山本建設 8,985,000

9,883,500

　「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。

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

株式会社岩清水園芸 10,660,000

有限会社昆組 10,530,000
丸三建設株式会社 10,500,000

有限会社岩手グリーン企画 10,550,000
株式会社白沢土木 10,390,000
有限会社山本建設 10,200,000 落札

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　工事名：北伝法寺・和味地区給配水管布設替工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 14,000,000
株式会社水清建設 14,190,000
富士水工業株式会社 14,480,000
株式会社都南建設 13,800,000 落札
株式会社富岡鉄工所 14,100,000
水本重機株式会社 13,950,000
株式会社佐々木組 14,300,000
くみあい鉄建工業株式会社 14,500,000

13,800,000 予定価格（税抜） 13,830,000
15,180,000 予定価格（税込） 15,213,000
株式会社都南建設 12,083,000

13,291,300

　「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。



　工事名：広宮沢北処理分区鉄蓋交換その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 24,200,000
水本重機株式会社 25,420,000
株式会社水本 23,500,000 落札
タカヨ建設株式会社 23,700,000
株式会社佐々木組 24,500,000
くみあい鉄建工業株式会社 23,920,000

23,500,000 予定価格（税抜） 23,660,000
25,850,000 予定価格（税込） 26,026,000

株式会社水本 20,598,000
22,657,800

　「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。



　工事名：西部系第１号・第２号取水井改修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

旭ボーリング株式会社 16,000,000 15,000,000 落札
株式会社日さく　仙台支店 18,000,000 辞退
日本地下水開発株式会社 17,300,000 辞退
東北ボーリング株式会社　岩手営業所 16,880,000 15,820,000

15,000,000 予定価格（税抜） 15,450,000
16,500,000 予定価格（税込） 16,995,000
旭ボーリング株式会社 13,557,000

14,912,700

　「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。



　業務名：矢巾公共下水道管渠改築詳細設計業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

新日本設計株式会社　東北支社 37,500,000
株式会社日水コン　盛岡事務所 33,800,000 落札
日本水工設計株式会社　盛岡事務所 36,700,000
株式会社NJS　盛岡出張所 39,500,000
株式会社東京設計事務所　盛岡事務所 37,100,000

33,800,000 予定価格（税抜） 36,340,000
37,180,000 予定価格（税込） 39,974,000

株式会社日水コン　盛岡事務所 28,921,000
31,813,100

　「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。



　業務名：西部系高区整備計画策定業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年7月16日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

新日本設計株式会社　東北支社 3,800,000 落札
株式会社日水コン　盛岡事務所 5,750,000
日本水工設計株式会社　盛岡事務所 4,500,000
株式会社NJS　盛岡出張所 7,500,000
株式会社東京設計事務所　盛岡事務所 5,750,000

3,800,000 予定価格（税抜） 3,820,000
4,180,000 予定価格（税込） 4,202,000

新日本設計株式会社　東北支社 3,043,000
3,347,300

　「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。



　工事名：町道中央１号線道路改良その９工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由 　「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。

3,300,000
2,665,000
2,931,500

株式会社白沢土木

落札

3,060,000

小笠原重機有限会社 3,000,000

3,150,000有限会社昆組

有限会社山本建設

有限会社大茂建設 3,100,000

予定価格（税抜）3,000,000

丸三建設株式会社 3,100,000

3,067,000

有限会社川村建設 3,263,000

3,150,000

入札日：令和3年8月19日

業　　者　　名

株式会社岩清水園芸 3,150,000
有限会社岩手グリーン企画 3,140,000

２回目 ３回目１回目

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

小笠原重機有限会社

予定価格（税込） 3,373,700



　工事名：流通センター・広宮沢北処理分区鉄蓋交換工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

水本重機株式会社 38,900,000

株式会社佐々木組 38,500,000

入札日：令和3年8月19日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 37,800,000

株式会社水本 37,500,000
タカヨ建設株式会社 35,500,000 落札

くみあい鉄建工業株式会社 38,000,000

35,500,000 予定価格（税抜） 35,745,000
39,050,000 予定価格（税込） 39,319,500
タカヨ建設株式会社 31,277,000

34,404,700

　「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。



　工事名：広宮沢・赤林地区給配水管布設替工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

水本重機株式会社 34,900,000
株式会社佐々木組 35,300,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 35,500,000

株式会社都南建設 35,000,000
株式会社富岡鉄工所 34,800,000

株式会社水清建設 34,600,000
富士水工業株式会社 34,000,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年8月19日

くみあい鉄建工業株式会社 34,900,000

34,000,000 予定価格（税抜） 34,010,000
37,400,000 予定価格（税込） 37,411,000
富士水工業株式会社 29,932,000

32,925,200

　「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。



　業務名：矢巾公共下水道内水ハザードマップ作成業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社東京設計事務所　盛岡事務所 30,500,000

新日本設計株式会社　東北支社 32,000,000

株式会社NJS　盛岡出張所 33,400,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年8月19日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社日水コン　盛岡事務所 26,000,000 落札
日本水工設計株式会社　盛岡事務所 30,400,000

26,000,000 予定価格（税抜） 28,040,000
28,600,000 予定価格（税込） 30,844,000

株式会社日水コン　盛岡事務所 －
－

　「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。



　工事名：高田東処理分区管渠補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年8月19日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社伊藤組　盛岡支店 8,700,000 落札
日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 9,800,000
株式会社東北ターボ工業 8,790,000
株式会社アームズ東日本　岩手営業所 9,000,000
管清工業株式会社　東北営業所 8,800,000

8,700,000 予定価格（税抜） 9,882,000
9,570,000 予定価格（税込） 10,870,200

8,585,000
9,443,500

　「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。

株式会社伊藤組　盛岡支店



　購入名：消防用50㎜ホース等購入

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

互光商事株式会社

予定価格（税込） 2,237,950

入札日：令和3年9月17日

業　　者　　名

互光商事株式会社 1,872,000
株式会社ダイトク 1,894,000

２回目 ３回目１回目

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

松栄商事株式会社

予定価格（税抜）1,872,000 2,034,500

有限会社佐々木ボデー 1,899,000

1,930,000

　「矢巾町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準」に準じて指名した。

2,059,200
－
－



　賃貸借名：職員用情報端末更新賃貸借

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

64,000 予定価格（税抜） 115,000
70,400 予定価格（税込） 126,500
テクノ株式会社 －

－

　「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 96,780

株式会社リードコナン 辞退

株式会社アイシーエス 117,000
リコージャパン株式会社　岩手支社岩手営業部 辞退

入札日：令和3年9月17日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社はなだ　クラウドソリューション事業部 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

テクノ株式会社 64,000 落札

株式会社平金商店 辞退



　工事名：町道交通安全施設整備その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社イクスル 3,319,000
3,650,900

　「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。

3,600,000 予定価格（税抜） 3,881,000
3,960,000 予定価格（税込） 4,269,100

入札日：令和3年9月17日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

岩手道路開発株式会社 3,710,000

株式会社イクスル 3,600,000 落札
岩手標識株式会社 3,680,000

株式会社東北工商 3,750,000
協積産業株式会社 3,650,000



　工事名：矢巾処理分区管渠補修その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

5,250,000 予定価格（税抜） 6,053,000
5,775,000 予定価格（税込） 6,658,300

株式会社東北ターボ工業 5,240,000
5,764,000

　「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。

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 5,470,000
株式会社東北ターボ工業 5,250,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

管清工業株式会社　東北営業所 5,380,000

株式会社伊藤組　盛岡支店 5,400,000

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 5,130,000 失格



　工事名：広宮沢北処理分区管渠更生その１工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

16,266,000
17,892,600

　「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。

株式会社東北ターボ工業

18,000,000 予定価格（税抜） 18,637,000
19,800,000 予定価格（税込） 20,500,700

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 19,400,000
管清工業株式会社　東北営業所 19,160,000

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 19,310,000
株式会社東北ターボ工業 18,000,000 落札

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社伊藤組　盛岡支店 19,200,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日



　業務名：間野々地区不明水調査業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

7,900,000 予定価格（税抜） 8,398,000
8,690,000 予定価格（税込） 9,237,800

管清工業株式会社　東北営業所 －
－

　「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。

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日

株式会社伊藤組　盛岡支店 8,100,000

管清工業株式会社　東北営業所 7,900,000 落札

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 8,250,000
日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 8,200,000
株式会社東北ターボ工業 8,100,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　工事名：矢次２号マンホールポンプ改造及び付帯工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

5,100,000 予定価格（税抜） 5,244,000
5,610,000 予定価格（税込） 5,768,400
株式会社富士電業社 4,719,000

5,190,900

　「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。

有限会社東北電気設備工事 6,100,000

岩手電工株式会社 5,945,000
株式会社興和電設 辞退

岩舘電気株式会社 5,740,000
昱機電株式会社　向洋電機事業所 辞退

株式会社ユアテック岩手支社 6,100,000
株式会社富士電業社 5,100,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

相光電気株式会社 5,970,000



　業務名：公共下水道水質調査業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

970,000 予定価格（税抜） 1,340,000
1,067,000 予定価格（税込） 1,474,000

株式会社大東環境科学 －
－

　「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。

エヌエス環境株式会社　盛岡支店 1,170,000

永薬品商事株式会社　盛岡営業所 1,030,000
株式会社大東環境科学 970,000 落札

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社江東微生物研究所　盛岡営業所 1,155,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日



　業務名：給配水管漏水調査業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

1,460,000 予定価格（税抜） 1,650,000
1,606,000 予定価格（税込） 1,815,000

フジテコム株式会社　北日本支店 －
－

　「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。

フジテコム株式会社　北日本支店 1,460,000 落札
株式会社東北漏水 1,530,000

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　東北支店 1,640,000
地中エンジニアリング株式会社　東北営業所 1,490,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

日本水道管路株式会社　東北支店 1,700,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日



　工事名：南矢幅地区給配水管布設替その4工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

39,000,000 予定価格（税抜） 40,560,000
42,900,000 予定価格（税込） 44,616,000
株式会社富岡鉄工所 35,863,000

39,449,300

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 43,900,000

水本重機株式会社 39,700,000
株式会社佐々木組 40,700,000

株式会社都南建設 40,200,000
株式会社富岡鉄工所 39,000,000 落札

株式会社水清建設 39,800,000
富士水工業株式会社 40,500,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 39,550,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日



　工事名：室岡地区給配水管布設替その2工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

18,500,000 予定価格（税抜） 19,870,000
20,350,000 予定価格（税込） 21,857,000
株式会社佐々木組 17,419,000

19,160,900

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 20,600,000

水本重機株式会社 21,000,000
株式会社佐々木組 18,500,000 落札

株式会社都南建設 20,800,000
株式会社富岡鉄工所 撤回

株式会社水清建設 19,500,000
富士水工業株式会社 20,000,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 19,200,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月17日



　工事名：町道和味線舗装補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由 　「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。

14,300,000
11,274,000
12,401,400

丸三建設株式会社 13,780,000

株式会社白沢土木

予定価格（税抜）13,000,000

有限会社昆組 13,800,000

13,014,000

有限会社山本建設 13,800,000

13,000,000 落札

入札日：令和3年9月24日

業　　者　　名

株式会社岩清水園芸 13,700,000
有限会社岩手グリーン企画 13,770,000

２回目 ３回目１回目

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社白沢土木

予定価格（税込） 14,315,400



　工事名：町内一円町道維持補修その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社岩手グリーン企画 4,300,000

有限会社昆組 4,400,000

入札日：令和3年9月24日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 4,400,000

株式会社白沢土木 撤回
有限会社山本建設 4,400,000

丸三建設株式会社 4,000,000 落札

4,000,000 予定価格（税抜） 4,126,000
4,400,000 予定価格（税込） 4,538,600
丸三建設株式会社 3,529,000

3,881,900

　「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。



　工事名：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 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

丸三建設株式会社 撤回 撤回 撤回

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 5,760,000 5,450,000 辞退

有限会社山本建設 5,500,000 5,300,000 4,900,000 不調

有限会社昆組 5,790,000 5,480,000 5,280,000

有限会社岩手グリーン企画 5,750,000 5,420,000 5,250,000
株式会社白沢土木 撤回 撤回 撤回

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月24日

不調 予定価格（税抜） 4,362,000
#VALUE! 予定価格（税込） 4,798,200

不調 3,758,000
4,133,800

　「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。



　工事名：町道田沢線外１路線舗装補修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

丸三建設株式会社 撤回

有限会社昆組 2,250,000 失格

株式会社岩清水園芸 2,380,000 落札

有限会社山本建設 2,300,000 失格

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年9月24日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

有限会社岩手グリーン企画 2,300,000 失格
株式会社白沢土木 撤回

2,380,000 予定価格（税抜） 2,751,000
2,618,000 予定価格（税込） 3,026,100
株式会社岩清水園芸 2,370,000

2,607,000

　「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。



　工事名：町内主要施設等案内看板設置その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

岩手標識株式会社

予定価格（税込） 4,529,800

入札日：令和3年10月21日

業　　者　　名

岩手道路開発株式会社 3,340,000
株式会社東北工商 3,500,000

２回目 ３回目１回目

失格

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

失格
協積産業株式会社

予定価格（税抜）3,600,000

岩手標識株式会社 3,600,000 落札

4,118,000

株式会社イクスル 3,450,000 失格

4,000,000

　「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。

3,960,000
3,548,000
3,902,800



　賃貸借名：公用車（スクールバス運行用マイクロバス）賃貸借

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

814,000 予定価格（税抜） 1,204,000
895,400 予定価格（税込） 1,324,400

ニッポンレンタカー東北株式会社 －
－

　「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。

ニッポンレンタカー東北株式会社 814,000 落札
有限会社カーショップ佐々木 辞退

入札日：令和3年10月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社トヨタレンタリース岩手 840,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

有限会社田口カーサービスセンター 辞退



　工事名：煙山ダム敷地内浚渫土砂撤去工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

小笠原重機有限会社 1,713,000
1,884,300

　「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。

1,900,000 予定価格（税抜） 1,971,000
2,090,000 予定価格（税込） 2,168,100

有限会社昆組 2,010,000

有限会社大茂建設 2,000,000

入札日：令和3年10月21日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 2,040,000

有限会社川村建設 2,041,000
丸三建設株式会社 2,000,000

有限会社岩手グリーン企画 2,050,000
有限会社山本建設 2,170,000

小笠原重機有限会社 1,900,000 落札
株式会社白沢土木 1,990,000



　業務名：普通河川逆堰浚渫その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 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

予定価格（税抜） 9,219,000
#VALUE! 予定価格（税込） 10,140,900

不調 －
－

　「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。

不調

有限会社岩手グリーン企画 11,200,000 11,150,000 10,400,000
有限会社山本建設 12,400,000 10,500,000 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

丸三建設株式会社 12,600,000 11,150,000 10,430,000

株式会社岩清水園芸 11,700,000 11,150,000 辞退

有限会社川村建設 11,200,000 11,050,000 10,000,000

有限会社大茂建設 12,800,000 11,100,000 10,300,000
有限会社昆組 11,300,000 11,153,000 10,450,000

小笠原重機有限会社 11,400,000 11,150,000 10,450,000
株式会社白沢土木 12,150,000 11,150,000 10,450,000



　工事名：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 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

4,032,000
4,435,200

　「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

4,700,000 予定価格（税抜） 4,713,000
5,170,000 予定価格（税込） 5,184,300

丸三建設株式会社 5,000,000

有限会社山本建設 4,700,000 落札
有限会社昆組 4,930,000

有限会社岩手グリーン企画 4,950,000
株式会社白沢土木 5,000,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 5,040,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　業務名：町道谷地線道路予備設計業務委託

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

3,743,000 予定価格（税抜） 4,770,000
4,117,300 予定価格（税込） 5,247,000

サンエスコンサルタント株式会社 3,743,000
4,117,300

　「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。

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日

北栄調査設計株式会社 3,743,000

株式会社東開技術 3,741,000 失格

株式会社吉田測量設計 3,745,000
株式会社岩手開発測量設計 4,300,000
株式会社エヌティーコンサルタント 3,743,000
株式会社菊池技研コンサルタント 3,743,000

サンエスコンサルタント株式会社 3,743,000 抽選により落札
株式会社土木技研 3,743,000
東日本測量設計株式会社 3,744,000
北光コンサル株式会社 3,743,000

株式会社昭和土木設計 3,741,000 失格
東日設計コンサルタント株式会社 3,741,000 失格
東北エンジニアリング株式会社 3,771,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目



　工事名：矢巾ＳＩＣ関連町道安庭線道路改良その４工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

24,000,000 予定価格（税抜） 25,431,000
26,400,000 予定価格（税込） 27,974,100

株式会社水本 22,291,000
24,520,100

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 25,650,000

タカヨ建設株式会社 24,800,000
株式会社佐々木組 25,000,000

水本重機株式会社 25,600,000
株式会社水本 24,000,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 25,500,000



　工事名：樋ノ口橋橋梁補修その３工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

22,500,000 予定価格（税抜） 22,827,000
24,750,000 予定価格（税込） 25,109,700

くみあい鉄建工業株式会社 19,688,000
21,656,800

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 22,500,000 落札

タカヨ建設株式会社 24,700,000
株式会社佐々木組 24,600,000

水本重機株式会社 24,980,000
株式会社水本 撤回

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 24,750,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　工事名：安庭１号橋橋梁補修その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

27,800,000 予定価格（税抜） 29,358,000
30,580,000 予定価格（税込） 32,293,800
株式会社佐々木組 25,408,000

27,948,800

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 撤回

タカヨ建設株式会社 29,000,000
株式会社佐々木組 27,800,000 落札

水本重機株式会社 28,200,000
株式会社水本 撤回

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 29,520,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　工事名：汚水煙山準幹線布設その29工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

8,330,000 予定価格（税抜） 9,193,000
9,163,000 予定価格（税込） 10,112,300

有限会社岩手グリーン企画 7,970,000
8,767,000

　「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。

小笠原重機有限会社 8,600,000

有限会社川村建設 8,811,000
丸三建設株式会社 8,700,000

有限会社岩手グリーン企画 8,330,000 落札
有限会社山本建設 8,700,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 8,750,000



　工事名：南矢幅地区給配水管布設替その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

7,600,000 予定価格（税抜） 7,880,000
8,360,000 予定価格（税込） 8,668,000

株式会社水本 6,850,000
7,535,000

　「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。

有限会社昆組 7,940,000
株式会社水本 7,600,000 落札

株式会社佐々木組 7,700,000
くみあい鉄建工業株式会社 7,750,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

水本重機株式会社 7,700,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　工事名：岩清水地区給配水管布設替その５工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

19,000,000 予定価格（税抜） 20,360,000
20,900,000 予定価格（税込） 22,396,000
タカヨ建設株式会社 17,826,000

19,608,600

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 20,700,000

水本重機株式会社 19,900,000
株式会社佐々木組 19,500,000

株式会社都南建設 19,500,000
株式会社富岡鉄工所 20,900,000

株式会社水清建設 20,200,000
富士水工業株式会社 20,400,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 19,000,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　工事名：農業集落排水施設（下赤林地区）公共接続工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

22,300,000 予定価格（税抜） 24,635,000
24,530,000 予定価格（税込） 27,098,500
株式会社水清建設 21,522,000

23,674,200

　「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。

くみあい鉄建工業株式会社 23,350,000

タカヨ建設株式会社 23,300,000
株式会社佐々木組 23,000,000

水本重機株式会社 24,000,000
株式会社水本 23,750,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 22,300,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　工事名：下赤林４号マンホールポンプ設置工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

12,700,000 予定価格（税抜） 13,051,000
13,970,000 予定価格（税込） 14,356,100
株式会社富士電業社 11,639,000

12,802,900

　「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。

有限会社東北電気設備工事 14,880,000

岩手電工株式会社 13,980,000
株式会社興和電設 14,280,000

岩舘電気株式会社 13,650,000
昱機電株式会社　向洋電機事業所 13,300,000

株式会社ユアテック岩手支社 15,200,000
株式会社富士電業社 12,700,000 落札

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

相光電気株式会社 14,650,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年10月21日



　購入名：矢巾町内自治会用端末購入

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

テクノ株式会社

予定価格（税込） 4,593,600

入札日：令和3年11月26日

業　　者　　名

株式会社はなだ　クラウドソリューション事業部 辞退
テクノ株式会社 2,452,500

２回目 ３回目１回目

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

落札
株式会社アイシーエス

予定価格（税抜）2,452,500

株式会社平金商店 辞退

4,176,000

リコージャパン株式会社　岩手支社岩手営業部 辞退

2,991,000

株式会社シンエイシステム 2,750,000

株式会社リードコナン 辞退

　「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。

2,697,750
－
－



　工事名：町立小中学校手洗場自動水栓及びレバーハンドル交換工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

5,900,000 予定価格（税抜） 6,258,000
6,490,000 予定価格（税込） 6,883,800
株式会社水清建設 5,632,000

6,195,200

　「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。

株式会社水本 6,330,000

水本重機株式会社 6,240,000
株式会社佐々木組 6,400,000

入札日：令和3年11月26日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

タカヨ建設株式会社 6,420,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社水清建設 5,900,000 落札

くみあい鉄建工業株式会社 6,400,000



　工事名：喜平治橋橋梁撤去工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

水本重機株式会社 27,495,000
30,244,500

　「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。

31,000,000 予定価格（税抜） 31,361,000
34,100,000 予定価格（税込） 34,497,100

入札日：令和3年11月26日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水清建設 32,200,000

タカヨ建設株式会社 31,300,000
株式会社佐々木組 31,500,000

水本重機株式会社 31,000,000 落札
株式会社水本 31,400,000

くみあい鉄建工業株式会社 31,900,000



　工事名：町営森が丘住宅改修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

30,000,000 予定価格（税抜） 30,120,000
33,000,000 予定価格（税込） 33,132,000
タカヨ建設株式会社 27,108,000

29,818,800

　「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。

株式会社水本 32,000,000
株式会社水清建設 31,400,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年11月26日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

丸三建設株式会社 30,800,000

タカヨ建設株式会社 30,000,000 落札

くみあい鉄建工業株式会社 32,500,000

株式会社佐々木組 33,000,000



　工事名：花矢巾地区舗装復旧工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

4,378,000
4,815,800

　「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

5,000,000 予定価格（税抜） 5,080,000
5,500,000 予定価格（税込） 5,588,000

丸三建設株式会社 5,180,000

有限会社山本建設 5,000,000 落札
有限会社昆組 5,160,000

有限会社岩手グリーン企画 5,160,000
株式会社白沢土木 5,081,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 5,220,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年11月26日



　購入名：多機能ミーティングボード購入

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由
　「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。

2,834,700
－
－

エクナ株式会社

予定価格（税抜）2,577,000 3,170,000

2,577,000 落札

入札日：令和3年12月17日

業　　者　　名

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　岩手支社 2,956,000
株式会社三幸堂ビジネス　盛岡店 辞退

２回目 ３回目１回目

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

エクナ株式会社

予定価格（税込） 3,487,000



　工事名：東部系・西部系取水井水位計更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社ユアテック岩手支社 7,700,000

昱機電株式会社　向洋電機事業所 7,500,000

入札日：令和3年12月17日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

相光電気株式会社 7,500,000

株式会社富士電業社 6,900,000 落札
岩舘電気株式会社 7,410,000

岩手電工株式会社 7,305,000
株式会社興和電設 7,490,000
有限会社東北電気設備工事 7,559,000

6,900,000 予定価格（税抜） 7,230,000
7,590,000 予定価格（税込） 7,953,000
株式会社富士電業社 6,314,000

6,945,400

　「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。



　工事名：西部浄水場沈殿池排泥弁更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

岩手電工株式会社 10,040,000
株式会社興和電設 10,278,000

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

相光電気株式会社 10,159,000

岩舘電気株式会社 10,035,000
昱機電株式会社　向洋電機事業所 10,550,000

株式会社ユアテック岩手支社 10,600,000
株式会社富士電業社 9,400,000 落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年12月17日

有限会社東北電気設備工事 10,174,000

9,400,000 予定価格（税抜） 9,850,000
10,340,000 予定価格（税込） 10,835,000
株式会社富士電業社 8,624,000

9,486,400

　「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。



　工事名：矢巾処理分区管渠更生その６工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

管清工業株式会社　東北営業所 辞退

株式会社伊藤組　盛岡支店 辞退

株式会社アームズ東日本　岩手営業所 辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和3年12月17日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

日本ハイウエイ・サービス株式会社　盛岡営業所 辞退
株式会社東北ターボ工業 辞退

不調 予定価格（税抜） 29,945,000
#VALUE! 予定価格（税込） 32,939,500

不調 26,355,000
28,990,500

　「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。



　工事名：サーバー用空調機器更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

不調

予定価格（税込） 2,790,700

入札日：令和4年1月21日

業　　者　　名

株式会社トライス 3,420,000
アクア工業株式会社 3,080,000 不調

２回目 ３回目

2,600,000

１回目

辞退

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

2,800,000
株式会社双葉設備アンドサービス

予定価格（税抜）

信幸プロテック株式会社 辞退

2,537,000

富士水工業株式会社 3,220,000 3,050,000 2,750,000

辞退

　「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。

#VALUE!
2,283,000
2,511,300



　工事名：町立煙山小学校特別教室改装工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

6,850,000 予定価格（税抜） 6,964,000
7,535,000 予定価格（税込） 7,660,400
丸三建設株式会社 6,267,000

6,893,700

　「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。

株式会社佐々木組 7,210,000

丸三建設株式会社 6,850,000 落札

くみあい鉄建工業株式会社 7,150,000
有限会社藤井建設 7,100,000

入札日：令和4年1月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社水本 7,180,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

株式会社水清建設 7,100,000

水本重機株式会社 7,200,000



　工事名：矢巾町立矢巾東小学校屋内運動場カーテン電動レール更新工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

有限会社藤井建設 2,904,000
3,194,400

　「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。

2,950,000 予定価格（税抜） 3,227,000
3,245,000 予定価格（税込） 3,549,700

東北住建株式会社 3,100,000

入札日：令和4年1月21日

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

株式会社岩清水園芸 3,230,000

水本重機株式会社 3,200,000
有限会社銅屋建設 3,080,000

有限会社藤井建設 2,950,000 落札
有限会社大茂建設 3,000,000

丸三建設株式会社 3,050,000
株式会社佐々木組 3,200,000



　工事名：町道矢次線道路改良その２工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

3,800,000 予定価格（税抜） 3,825,000
4,180,000 予定価格（税込） 4,207,500
有限会社大茂建設 3,310,000

3,641,000

　「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。

有限会社岩手グリーン企画 3,950,000
有限会社山本建設 4,050,000

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

入札日：令和4年1月21日

業　　者　　名 １回目 ２回目 ３回目

丸三建設株式会社 3,900,000

株式会社岩清水園芸 4,160,000

有限会社川村建設 3,887,000

有限会社大茂建設 3,800,000 落札
有限会社昆組 3,950,000

小笠原重機有限会社 4,000,000
株式会社白沢土木 3,835,000



　工事名：矢巾町立矢巾北中学校昇降機設備改修工事

落札金額（税抜） 円 円

契約金額（税込） 円 円

落札業者名 最低制限価格（税抜） 円

最低制限価格（税込） 円

指名理由

株式会社日立ビルシステム　東日本支社

予定価格（税込） 24,325,400

入札日：令和4年3月11日

業　　者　　名

株式会社日立ビルシステム　東日本支社 21,000,000
ナショナルエレベーター工業株式会社 辞退

２回目 ３回目１回目

落札

入　札　及　び　契　約　の　過　程　に　関　す　る　事　項

日本オーチス・エレベータ株式会社　東北支店

予定価格（税抜）21,000,000

フジテック株式会社　東北支店 辞退

22,114,000

三菱電機ビルテクノサービス株式会社　東北支社 辞退

辞退

菱明三菱電機機器販売株式会社 辞退

　「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。

23,100,000
19,902,000
21,892,200


