
矢吹町空家再調査業務委託

　（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 工事種別矢吹町内

工     期 工事概要 令和3年8月16日から令和3年11月30日まで

 入札期日 入札場所令和3年8月10日 商工推進課執務室

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 ¥473,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 商工推進課

（公表期日　令和3年8月17日）

¥510,236

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 ¥430,000  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・曙町・北町地内マンホール等改築更新工事

　（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 工事種別矢吹町中町・曙町・北町地内 土木一式工事

工     期 工事概要 マンホール蓋更新等　Ｎ＝25基 令和3年8月23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8月18日 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 矢吹町沢尻108番地　太田工業株式会社　代表取締役　太田　美男 ¥15,565,000

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24日）

¥15,879,600

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 ¥14,200,000  

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥14,250,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥14,400,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥14,350,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥14,600,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥14,400,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店　支店長　佐藤　栄二郎 ¥14,500,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥14,150,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



町道中畑南４号線配水管新設工事（２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 工事種別矢吹町中畑南地内 土木一式工事、水道施設工事

工     期 工事概要 配水管布設工　L＝188ｍ 令和3年8月23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8月18日 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 矢吹町赤沢632-5　株式会社平成工業　代表取締役　小室敏 ¥5,720,000

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24日）

¥6,039,000

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

125
株式会社阿部工業
代表取締役　阿部一樹 ¥5,450,000  

20
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本秀和 ¥5,300,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥5,400,000  

313
株式会社鐶エスアール工業
矢吹支店長　川崎隆 ¥5,350,000  

38
株式会社平成工業
代表取締役　小室敏 ¥5,200,000  落札

4
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤勝栄 ¥5,380,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



放射性物質検査機器メンテナンス委託料(RAD　IQ　FS200/300)

　（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 工事種別矢吹町放射能測定センター

工     期 工事概要 令和3年9月1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8月12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 郡山市富久山町福原字陣場194-7　株式会社東栄科学産業　郡山営業所　所長　橋本　富美男 ¥660,000

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8月25日）

¥660,000

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

260
株式会社東栄科学産業
郡山営業所　所長　橋本　富美男 ¥600,000  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  



放射性物質検査機器メンテナンス委託料(AFT－NDA2)

　（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 工事種別矢吹町放射能測定センター

工     期 工事概要 令和3年9月1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8月12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 郡山市富久山町福原字陣場194-7　株式会社東栄科学産業　郡山営業所　所長　橋本　富美男 ¥814,000

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8月25日）

¥814,000

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

260
株式会社東栄科学産業
郡山営業所　所長　橋本　富美男 ¥740,000  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  



矢吹町公共施設等総合管理計画改訂業務委託

　（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 業務委託

工     期 工事概要 計画改訂業務 令和3年8月24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8月20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 郡山市虎丸町16-3　株式会社協和コンサルタンツ　福島営業所　所長　御法川　崇 ¥2,365,000

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25日）

¥2,974,400

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

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 ¥2,200,000  

253
株式会社協和コンサルタンツ
福島営業所　所長　御法川　崇 ¥2,150,000  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  



善郷小学校体育館屋根改修工事設計業務委託

　（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 工事種別矢吹町立善郷小学校 建築設計

工     期 工事概要 体育館屋根の全面改修 令和3年8月24日から令和4年1月31日まで

 入札期日 入札場所令和3年8月23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 矢吹町八幡町588番地1　有限会社　タック構造設計　代表取締役　髙桑　正晴 ¥2,860,000

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8月25日）

¥3,584,900

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

33
株式会社ティ・アール建築アトリエ
代表取締役　五十嵐　徹 ¥3,450,000  

96
株式会社　鈴木伸幸建築事務所
代表取締役　鈴木　聖志 ¥3,200,000  

118
株式会社篠原設計
福島支店　支店長　市村　誠 ¥3,300,000  

152
有限会社　タック構造設計
代表取締役　髙桑　正晴 ¥2,600,000  落札

226
株式会社　綜企画設計
福島支店　支店長　木村　淳一 ¥2,670,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



あゆり温泉深井戸用温泉ポンプ入替工事

　（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 工事種別矢吹町八幡町地内 構造物工事

工     期 工事概要 令和3年8月30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8月27日 保健福祉課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 郡山市田村町金屋字新家110番地　株式会社　福島地下開発　代表取締役　須藤　明徳 ¥3,850,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 保健福祉課

（公表期日　令和3年8月31日）

¥4,015,000

地方自治法施行令第一六七条の
二第五号（緊急の必要により競争
入札に付することができないとき）
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

87
株式会社　福島地下開発
代表取締役　須藤　明徳 ¥3,500,000  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  



ふくしま森林再生事業森林整備業務委託（第9期）

　（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 工事種別矢吹町本城館地内　ほか 森林整備等

工     期 工事概要 森林整備　28.06ha 令和3年9月1日から令和4年3月11日まで

 入札期日 入札場所令和3年8月30日 矢吹町役場　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 白河市旭町1-242　西白河地方森林組合　代表理事組合長　國井　常夫 ¥68,200,000

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9月2日）

¥69,881,900

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

252
西白河地方森林組合
代表理事組合長　國井　常夫 ¥62,000,000  落札

田村森林組合
代表理事組合長　矢吹　盛一 ¥63,500,000  

ふくしま中央森林組合
代表理事組合長　水野　郁夫 ¥63,200,000  

郡山市森林組合
代表理事組合長　村田　久男 ¥63,000,000  

東白川郡森林組合
代表理事組合長　富永　盛彦 ¥64,000,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



矢吹農業振興地域整備計画策定業務委託

　（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 計画策定業務

工     期 工事概要 計画策定　一式 令和3年9月3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8月31日 矢吹町役場　大会議室（２階）

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 ¥3,740,000

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9月6日）

¥3,894,000

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

5
株式会社　日本測地コンサルタント
代表取締役　小池　保弘 ¥3,510,000  

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 ¥3,400,000  落札

180
昭和技術設計株式会社
白河営業所　取締役所長　古川　敬雄 ¥3,600,000  

214
株式会社日本技術ガイドセンター
代表取締役　渡辺　悟 ¥3,500,000  

218
株式会社　郡山測量設計社
県南支店　支店長　亀本　尚志 ¥3,500,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  


