
令和３年度下水道改築更新修正設計業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町公共下水道認可区域内

工     期 工事概要 令和3年7月6日から令和4年3月25日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月1日 矢吹町役場　上下水道課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 福島市大町5番6号　公益財団法人　福島県下水道公社　理事長　杉　明彦 ¥1,903,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 上下水道課

（公表期日　令和3年7月7日）

¥1,926,100

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

公益財団法人　福島県下水道公社
理事長　杉　明彦 ¥1,730,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



令和３年度公共下水道修正設計業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町公共下水道認可区域内

工     期 工事概要 令和3年7月6日から令和4年3月25日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月1日 矢吹町役場　上下水道課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 福島市大町5番６号　公益財団法人　福島県下水道公社　理事長　杉　明彦 ¥1,177,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 上下水道課

（公表期日　令和3年7月7日）

¥1,188,000

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

公益財団法人　福島県下水道公社
理事長　杉　明彦 ¥1,070,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



農用地等集団化事業（経営体育成促進換地等調整事業）舘沢・大町地区調査業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町舘沢・大町地内 調査業務委託

工     期 工事概要 地区内農地等状況調査、合意形成促進、地区内アンケート、地域営農構想作成、換地設計基準作成 令和3年7月5日から令和4年2月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月1日 農業振興課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 福島市南中央三丁目36　福島県土地改良事業団体連合会　会長　車田　次夫 ¥1,265,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 農業振興課

（公表期日　令和3年7月6日）

¥1,360,700

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

福島県土地改良事業団体連合会
会長　車田　次夫 ¥1,150,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



橋梁点検業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町内一円 点検

工     期 工事概要 橋梁点検一式 令和3年7月8日から令和4年3月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月1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 福島市中町7番17号　一般財団法人ふくしま市町村支援機構　理事長　遠藤　雄幸 ¥12,364,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年7月9日）

¥13,019,600

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

一般財団法人ふくしま市町村支援機構
理事長　遠藤　雄幸 ¥11,240,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



善郷小学校トイレ改修工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町小松地内 建築一式工事

工     期 工事概要 トイレ便器洋式化、床乾式化 令和3年7月5日から令和3年10月29日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月2日 第1会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町新町207番地1　伸和建設株式会社　代表取締役　橋本　秀和 ¥34,870,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 教育振興課

（公表期日　令和3年7月6日）

¥34,947,000

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥33,000,000 ¥32,500,000 ¥31,700,000  落札

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥34,300,000 ¥33,000,000 ¥32,300,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥34,100,000 ¥32,800,000 ¥32,100,000  

104
三柏工業株式会社
矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥34,000,000 ¥33,100,000 ¥32,000,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥34,300,000 ¥33,200,000 ¥32,200,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥34,500,000 ¥33,200,000 ¥32,400,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



中畑小学校トイレ改修工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町中畑地内 建築一式工事

工     期 工事概要 トイレ便器洋式化、床乾式化 令和3年7月5日から令和3年10月29日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月2日 第1会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町北町87-2　三柏工業株式会社　矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥48,400,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 教育振興課

（公表期日　令和3年7月6日）

¥49,621,000

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥44,200,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥44,800,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥44,700,000  

104
三柏工業株式会社
矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥44,000,000  落札

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥45,000,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥44,500,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  





農地利用状況調査支援業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町地内 調査支援業務委託

工     期 工事概要 耕作放棄地（遊休農地及び荒廃農地）の現況確認調査 令和3年7月12日から令和3年12月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月6日 農業振興課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 白河市金勝寺180番地11　陸奥テックコンサルタント株式会社　白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥1,265,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 農業振興課

（公表期日　令和3年7月13日）

¥1,331,000

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

94
陸奥テックコンサルタント株式会社
白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥1,150,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



第2期矢吹町の未来を担う子ども応援計画策定支援業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別町内全域

工     期 工事概要 令和3年7月12日から令和4年2月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月2日 子育て支援課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31　株式会社ぎょうせい　東北支社　支社長　山田　真也 ¥3,777,620

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 子育て支援課

（公表期日　令和3年7月13日）

¥3,777,620

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

190
株式会社ぎょうせい
東北支社　支社長　山田　真也 ¥3,434,200  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別町内全域

工     期 工事概要 令和3年7月6日から令和4年3月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月5日 子育て支援課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 福島県郡山市桑野三丁目18番24号　株式会社福島情報処理センター　代表取締役社長　小暮　憲一 ¥1,606,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 子育て支援課

（公表期日　令和3年7月7日）

¥1,606,000

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

株式会社福島情報処理センター
代表取締役社長　小暮　憲一 ¥1,460,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



固定資産税時点修正鑑定評価業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町内７３地点

工     期 工事概要 令和3年7月14日から令和3年9月30日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月12日 税務課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 郡山市桑野2丁目5番1号　公益社団法人　福島不動産鑑定士協会　会長　吉村英博 ¥875,270

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 税務課

（公表期日　令和3年7月15日）

¥875,270

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

公益社団法人　福島不動産鑑定士協会
会長　吉村英博 ¥795,700  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



小学６年生夏期講習会

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹中学校

工     期 工事概要 令和3年7月27日から令和3年7月29日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月12日 教育振興課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 郡山市朝日１－１３－２　ベスト学院株式会社　代表取締役　細谷 松雄 ¥778,492

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 教育振興課

（公表期日　令和3年7月16日）

¥797,500

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

ベスト学院株式会社
代表取締役　細谷 松雄 ¥707,720  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



矢吹町屋内外運動場遊具点検・プレイリーダー育成指導等業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町小松14番地

工     期 工事概要 令和3年7月7日から令和4年3月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月6日 子育て支援課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 東京都渋谷区神宮前1-3-12ジブラルタ生命ビル3F　株式会社ボーネルンド　代表取締役　中西　弘子 ¥544,500

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 子育て支援課

（公表期日　令和3年7月8日）

¥588,500

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

株式会社ボーネルンド
代表取締役　中西　弘子 ¥495,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



中畑小学校災害復旧調査設計委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別中畑小学校

工     期 工事概要 令和3年7月16日から令和3年8月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月15日 教育振興課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 白河市明戸85番地の5　株式会社　鈴木伸幸建築事務所　代表取締役　鈴木　聖志 ¥1,430,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 教育振興課

（公表期日　令和3年7月19日）

¥1,846,900

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

152
有限会社　タック構造設計
代表取締役　髙桑　正晴 ¥1,650,000  

96
株式会社　鈴木伸幸建築事務所
代表取締役　鈴木　聖志 ¥1,300,000  落札

226
株式会社　綜企画設計
福島支店　支店長　木村　淳一 ¥1,370,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



都市公園における都市計画決定に伴う事業支援業務委託（矢吹地区）

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町東の内、中町地内 地上測量、土木設計

工     期 工事概要 行政協議等事務手続きのための測量、設計一式 令和3年7月26日から令和4年2月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月20日 大会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 白河市金勝寺180番地11　陸奥テックコンサルタント株式会社　白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥2,640,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年7月27日）

¥2,820,400

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 ¥2,550,000  

94
陸奥テックコンサルタント株式会社
白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥2,400,000  落札

101
有限会社　東北測量設計
代表取締役　今野　公正 ¥2,480,000  

118
株式会社篠原設計
福島支店　支店長　市村　誠 ¥2,540,000  

138
有限会社　大信測量設計
矢吹営業所　代表取締役　西﨑　彰洋 ¥2,500,000  

167
有限会社　中央測量設計事務所
県中支店　支店長　五十嵐　正夫 ¥2,480,000  

174
株式会社しらかわ技術
矢吹営業所　所長　矢田部　朗 ¥2,450,000  

176
株式会社　大道技術設計
代表取締役　門馬　智幸 ¥2,480,000  

245
株式会社新和調査設計
県南営業所　県南営業所長　永森　伸一 ¥2,470,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



都市公園における都市計画決定に伴う事業支援業務委託（三神地区）

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町三城目、神田南地内 地上測量、土木設計

工     期 工事概要 行政協議等事務手続きのための測量、設計一式 令和3年7月26日から令和4年2月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月20日 大会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 白河市金勝寺180番地11　陸奥テックコンサルタント株式会社　白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥4,730,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年7月27日）

¥4,978,600

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 ¥4,450,000  

94
陸奥テックコンサルタント株式会社
白河営業所　所長　佐川　真樹 ¥4,300,000  落札

101
有限会社　東北測量設計
代表取締役　今野　公正 ¥4,380,000  

118
株式会社篠原設計
福島支店　支店長　市村　誠 ¥4,480,000  

138
有限会社　大信測量設計
矢吹営業所　代表取締役　西﨑　彰洋 ¥4,400,000  

167
有限会社　中央測量設計事務所
県中支店　支店長　五十嵐　正夫 ¥4,430,000  

174
株式会社しらかわ技術
矢吹営業所　所長　矢田部　朗 ¥4,400,000  

176
株式会社　大道技術設計
代表取締役　門馬　智幸 ¥4,380,000  

245
株式会社新和調査設計
県南営業所　県南営業所長　永森　伸一 ¥4,370,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



小池住宅（C-2号棟）外壁改修工事修正積算業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町善郷内地内 積算業務

工     期 工事概要 積算業務一式 令和3年7月26日から令和3年10月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月20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 福島市中町７−１７　一般財団法人ふくしま市町村支援機構　理事長　遠藤雄幸 ¥786,500

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年7月27日）

¥855,800

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

一般財団法人ふくしま市町村支援機構
理事長　遠藤雄幸 ¥715,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



公印変更に伴う戸籍コンビニ交付システム設定変更等業務委託

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町役場内

工     期 工事概要 令和3年8月2日から令和3年10月6日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月28日 企画総務課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 栃木県宇都宮市宿郷2-7-3　株式会社両毛システムズ　宇都宮営業所　所長　黒澤　良雄 ¥550,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 企画総務課

（公表期日　令和3年8月3日）

¥616,000

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

218
株式会社両毛システムズ
宇都宮営業所　所長　黒澤　良雄 ¥500,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



中町地内舗装本復旧工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町中町地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装本復旧工事　Ａ＝388.0㎡ 令和3年8月2日から令和3年12月24日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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 矢吹町白山837-1　株式会社　ヨシダ建設　代表取締役　皆木　利明 ¥7,150,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 上下水道課

（公表期日　令和3年8月3日）

¥7,299,600

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

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥6,500,000  落札

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥6,580,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥6,550,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥6,620,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥6,650,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥6,600,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥6,630,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥6,650,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥6,600,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



汚水9035-2号枝管埋設工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町滝八幡地内 土木一式工事

工     期 工事概要 下水道管路埋設工事　下水管路Ｌ＝152ｍ　圧送管　Ｌ＝338ｍ 令和3年8月2日から令和3年12月24日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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 矢吹町新町207番地1　伸和建設株式会社　代表取締役　橋本　秀和 ¥25,410,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 上下水道課

（公表期日　令和3年8月3日）

¥26,024,900

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

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥23,300,000  

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥23,100,000  落札

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥23,600,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥23,500,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥23,700,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥23,500,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥23,800,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥23,650,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



町道松倉大池線配水管更新工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町文京町・一本木地内 土木一式工事、水道施設工事

工     期 工事概要 配水管　L=113ｍ 令和3年8月2日から令和3年12月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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番地5　株式会社　平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥9,075,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 上下水道課

（公表期日　令和3年8月3日）

¥9,152,000

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥8,300,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥8,330,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥8,250,000  落札

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥8,350,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥8,380,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥8,350,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



西長峰2号線舗装補修工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町西長峰地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装工　L=617ｍ 令和3年8月4日から令和3年12月27日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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番地5　株式会社　平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥14,685,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年8月5日）

¥14,726,800

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥13,450,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥13,530,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥13,350,000  落札

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥13,500,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥13,600,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥13,620,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥13,660,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥13,550,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥13,500,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



赤沢10号線舗装補修工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町赤沢地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装工　L=56.9ｍ 令和3年8月4日から令和3年12月27日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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番地5　株式会社　平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥3,300,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年8月5日）

¥3,349,500

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

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥3,000,000  落札

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和衛 ¥3,030,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥3,040,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥3,020,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥3,040,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



中畑南４号線道路改良工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町中畑南地内 土木一式工事

工     期 工事概要 改良工事　Ｌ＝178m 令和3年8月5日から令和4年1月28日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月29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 矢吹町新町207番地1　伸和建設株式会社　代表取締役　橋本　秀和 ¥15,950,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年8月6日）

¥16,260,200

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥14,500,000  落札

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥14,600,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥14,750,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥15,000,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥14,700,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥14,800,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥14,800,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥14,700,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



矢吹中学校網戸設置工事

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹中学校 建具工事

工     期 工事概要 網戸設置工事 令和3年7月27日から令和3年9月30日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月26日 教育振興課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町八幡町253　瀬川硝子店　代表　石高英明 ¥1,900,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 教育振興課

（公表期日　令和3年7月28日）

¥1,967,900

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

株式会社　双真
代表取締役　吉田浩二 ¥2,136,000  

硝子サッシあさ川
代表　浅川茂美　

 辞退

瀬川硝子店
代表　石高英明 ¥1,727,273  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



鍋内平鉢線災害復旧工事（3工区）

　（様式第１号）

入　札　結　果　・　契　約　内　容　等　一　覧　表

 工事名 工事等場所 工事種別矢吹町平鉢地内 舗装工事

工     期 工事概要 令和3年7月8日から令和3年8月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年7月7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 矢吹町新町88番地　株式会社　阿部工業　代表取締役　阿部　一樹 ¥1,584,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 都市整備課

（公表期日　令和3年7月9日）

¥1,643,400

地方自治法施行令第一六七条の
二第二号（競争入札に適しないも
のをするとき）に該当するため。   
                                              

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

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥1,440,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  


