
(仮称)矢吹泉崎ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ駐車場整備工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別西白河郡泉崎村踏瀬地内 土木一式工事

工     期 工事概要 駐車場79台 平成30年12月10日から平成31年3月29日まで

 入札期日 入札場所平成30年11月14日 第3会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町赤沢632-5　株式会社平成工業　代表取締役　小室敏 ¥64,800,000

変更契約内容等

担　当　課 都市整備課

（公表期日　平成30年12月11日）

¥67,281,840

一般競争入札参加希望者のうち
 参加させなかった者及びその理由

登録番号 入札参加者商号・代表者職氏名 入札額 第２回 第３回 指名理由

1
高田工業株式会社
代表取締役　佐藤勝栄 ¥61,200,000  

96
株式会社阿部工業
代表取締役　阿部一樹 ¥62,000,000  

135
株式会社平成工業
代表取締役　小室敏 ¥60,000,000  落札

165
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本秀也 ¥61,000,000  

273
株式会社ヨシダ建設
代表取締役　吉田美野子 ¥61,500,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



町道松倉大池線舗装本復旧工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町弥栄地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装工A=720㎡ 平成30年12月21日から平成31年3月29日まで

 入札期日 入札場所平成30年12月14日 都市整備課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町赤沢632-5　株式会社平成工業　代表取締役　小室敏 ¥5,238,000

変更契約内容等

担　当　課 都市整備課

（公表期日　平成30年12月25日）

¥5,365,440

一般競争入札参加希望者のうち
 参加させなかった者及びその理由

登録番号 入札参加者商号・代表者職氏名 入札額 第２回 第３回 指名理由

123
株式会社長尾鉱業
代表取締役　長尾裕之 ¥5,000,000  

135
株式会社平成工業
代表取締役　小室敏 ¥4,850,000  落札

184
株式会社ケーエフ工業
代表取締役　阿部和衛 ¥5,050,000  

196
太田工業株式会社
代表取締役　太田美男 ¥4,980,000  

273
株式会社ヨシダ建設
代表取締役　吉田美野子 ¥4,950,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



県道須賀川矢吹線配水管新設設計業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町沢尻地内 土木設計

工     期 工事概要 土木設計　L=450m 平成30年12月21日から平成31年3月29日まで

 入札期日 入札場所平成30年12月14日 都市整備課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町弥栄298　株式会社大道技術設計　代表取締役　門馬智幸 ¥2,376,000

変更契約内容等

担　当　課 都市整備課

（公表期日　平成30年12月25日）

¥2,532,600

一般競争入札参加希望者のうち
 参加させなかった者及びその理由

登録番号 入札参加者商号・代表者職氏名 入札額 第２回 第３回 指名理由

1
株式会社鈴幸技術コンサルタント
代表取締役　鈴木淳一 ¥2,250,000  

27
有限会社大信測量設計
矢吹営業所長　西﨑彰洋 ¥2,300,000  

40
有限会社東北測量設計
代表取締役　今野公正 ¥2,280,000  

130
株式会社篠原設計
福島支店長　市村誠 ¥2,380,000  

173
株式会社大道技術設計
代表取締役　門馬智幸 ¥2,200,000  落札

212
株式会社しらかわ技術
矢吹営業所長　矢田部朗

¥2,250,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



町道花咲2号線配水管新設工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町大町地内 水道施設、土木一式

工     期 工事概要 RR-HIVPφ50　L=70m 平成31年1月25日から平成31年3月29日まで

 入札期日 入札場所平成31年1月18日 都市整備課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町赤沢632-5　株式会社平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥5,400,000

変更契約内容等

担　当　課 都市整備課

（公表期日　平成31年1月28日）

¥5,475,600

一般競争入札参加希望者のうち
 参加させなかった者及びその理由

登録番号 入札参加者商号・代表者職氏名 入札額 第２回 第３回 指名理由

1
高田工業株式会社
代表取締役　佐藤勝栄 ¥5,150,000  

13
株式会社鐶エスアール工業
矢吹支店長　川崎隆 ¥5,160,000  

135
株式会社平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥5,000,000  落札

161
株式会社あおい
矢吹支店長　加藤富勝 ¥5,180,000  

165
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本秀也 ¥5,100,000  

273
株式会社ヨシダ建設
代表取締役　吉田美野子

¥5,200,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



汚水2010号枝管埋設工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町八幡町地内 土木一式工事

工     期 工事概要 管路工　Ｌ＝34ｍ 平成31年1月28日から平成31年3月29日まで

 入札期日 入札場所平成31年1月23日 矢吹町役場　都市整備課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町新町88　株式会社阿部工業　代表取締役　阿部一樹 ¥4,752,000

変更契約内容等

担　当　課 都市整備課

（公表期日　平成31年1月29日）

¥5,436,720

一般競争入札参加希望者のうち
 参加させなかった者及びその理由

登録番号 入札参加者商号・代表者職氏名 入札額 第２回 第３回 指名理由

1
高田工業株式会社
代表取締役　佐藤勝栄 ¥4,500,000  

96
株式会社阿部工業
代表取締役　阿部一樹 ¥4,400,000  落札

123
株式会社長尾鉱業
代表取締役　長尾裕之 ¥4,570,000  

135
株式会社平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥4,560,000  

165
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本秀也 ¥4,550,000  

184
株式会社ケーエフ工業
代表取締役　阿部和衛 ¥4,600,000  

243
株式会社エスケー産業
矢吹支店長　佐藤栄二郎 ¥4,620,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  
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