
中沖地区災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町中沖地内 土木一式工事

工     期 工事概要 水路1箇所 令和3年10月6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10月5日 第2会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町明新下113番地　株式会社　円谷建業　代表取締役　円谷　正人 ¥1,815,000

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10月7日）

¥1,983,300

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

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和憲 ¥1,700,000  

185
有限会社　大信測量設計
矢吹営業所　代表取締役　西﨑　彰洋 ¥1,780,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥1,750,000  

207
株式会社　円谷建業
代表取締役　円谷　正人 ¥1,650,000  落札

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥1,690,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



阿部沢池災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町諏訪清水地内 土木一式工事

工     期 工事概要 ため池１箇所 令和3年10月6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10月5日 第2会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町井戸尻441番地の1　株式会社　エスケー産業　矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥1,815,000

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10月7日）

¥1,994,300

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 ¥1,700,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥1,680,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥1,750,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥1,730,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥1,730,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥1,650,000  落札

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥1,720,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥1,700,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



公共下水道管路及び農業集落排水施設管路洗浄委託

　（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 工事種別矢吹町八幡町地内ほか 管路洗浄業務委託

工     期 工事概要 公共下水道及び農業集落排水下水道管路洗浄 令和3年10月8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10月5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 須賀川市森宿字道久19番地13　株式会社ひまわり　代表取締役　佐藤　博 ¥1,210,000

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10月11日）

¥1,619,200

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

143
株式会社　セイビ
代表取締役　紺野　竜一 ¥1,400,000  

277
株式会社ひまわり
代表取締役　佐藤　博 ¥1,100,000  落札

18
有限会社吉田総業
代表取締役　吉田　孝行 ¥1,450,000  

¥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  



ふるさとの館玄関ポーチ屋根改修工事

　（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 工事種別矢吹町大池地内 建築一式

工     期 工事概要 柱、梁、軒天等改修 令和3年10月11日から令和3年11月19日まで

 入札期日 入札場所令和3年10月5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 矢吹町北町87-2　三柏工業株式会社　矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥1,848,000

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10月12日）

¥1,969,000

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

104
三柏工業株式会社
矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥1,800,000 ¥1,680,000  落札

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥1,880,000 ¥1,750,000  

207
株式会社　円谷建業
代表取締役　円谷　正人 ¥1,850,000 ¥1,750,000  

279
有限会社　安田住建
代表取締役　安田　敏之 ¥1,920,000 ¥1,770,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



田町大池線基本調査等業務委託

　（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 工事種別矢吹町田町他地内 土木設計

工     期 工事概要 概略設計(基本調査含む) L=2,580m 令和3年10月13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10月6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 ¥2,970,000

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10月14日）

¥3,166,900

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

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 ¥2,850,000  

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 ¥2,700,000  落札

101
有限会社　東北測量設計
代表取締役　今野　公正 ¥2,780,000  

118
株式会社篠原設計
福島支店　支店長　市村　誠 ¥2,980,000  

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 ¥2,800,000  

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 ¥2,770,000  

174
株式会社しらかわ技術
矢吹営業所　所長　矢田部　朗 ¥2,750,000  

176
株式会社　大道技術設計
代表取締役　門馬　智幸 ¥2,780,000  

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 ¥2,780,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



牡丹平1号線災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町牡丹平地内 舗装工

工     期 工事概要 災害復旧　L=36.0ｍ 令和3年10月13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10月8日 都市整備課　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 ¥1,826,000

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10月14日）

¥1,848,000

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

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥1,660,000  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  



一本木29号線物件再算定業務委託（第2回）

　（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 業務委託

工     期 工事概要 物件再算定業務　一式 令和3年10月13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10月12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 福島市矢剣町18番26号　株式会社　東北補償コンサルタント　代表取締役　渡辺　
誠

¥693,000

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10月14日）

¥743,600

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

35
株式会社　東北補償コンサルタント
代表取締役　渡辺　誠 ¥630,000  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  



矢吹町国民健康保険保健指導事業業務委託（保健指導）

　（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 工事種別矢吹町一本木地内

工     期 工事概要 令和3年10月18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10月13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 東京都墨田区両国1-12-8　株式会社現代けんこう出版　代表取締役　砂田　昌彦 ¥512,050

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10月19日）

¥512,050

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

223
株式会社現代けんこう出版
代表取締役　砂田　昌彦 ¥465,500  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  



銅矢場池災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町中畑南地内 土木一式工事

工     期 工事概要 ため池1箇所 令和3年10月25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10月14日 第2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88番地　株式会社　阿部工業　代表取締役　阿部　一樹 ¥3,080,000

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10月26日）

¥3,484,800

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 ¥2,920,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥2,900,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥2,950,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥2,990,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥2,800,000  落札

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

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥2,970,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥2,940,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



舘池災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町舘沢地内 土木一式工事

工     期 工事概要 ため池1箇所 令和3年10月25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10月14日 第2会議室

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町井戸尻441番地の1　株式会社　エスケー産業　矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥6,380,000

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10月26日）

¥6,921,200

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 ¥6,000,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥6,200,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥6,300,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥5,900,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥6,400,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥5,800,000  落札

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥6,000,000  

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

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



国神地区災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町国神地内 土木一式工事

工     期 工事概要 擁壁1箇所 令和3年10月25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10月14日 第2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88番地　株式会社　阿部工業　代表取締役　阿部　一樹 ¥2,420,000

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10月26日）

¥2,535,500

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

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥2,200,000  落札

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和憲 ¥2,320,000  

185
有限会社　大信測量設計
矢吹営業所　代表取締役　西﨑　彰洋 ¥2,370,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥2,350,000  

207
株式会社　円谷建業
代表取締役　円谷　正人 ¥2,340,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥2,300,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



災害復旧工事関連配水管布設替工事

　（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 工事種別矢吹町牡丹平地内 土木一式、水道施設

工     期 工事概要 令和3年10月21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10月15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番地5　株式会社　平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥2,475,000

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10月22日）

¥2,541,000

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

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥2,250,000  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  



被災建造物解体工事（１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 工事種別矢吹町曙町、一本木、小松及 建築一式工事

工     期 工事概要 被災家屋等の解体、撤去及び処分　6棟 令和3年10月18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10月15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 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 ¥28,050,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 まちづくり推進課

（公表期日　令和3年10月19日）

¥28,611,000

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 ¥26,200,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥26,550,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥25,500,000  落札

104
三柏工業株式会社
矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥26,500,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥26,600,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥26,750,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



被災建造物解体工事（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 工事種別矢吹町大町、北町、滝八幡及 建築一式工事

工     期 工事概要 被災建造物の解体、撤去及び処分　4棟 令和3年10月18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10月15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 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 ¥19,800,000

随意契約の場合の選定理由

担　当　課 まちづくり推進課

（公表期日　令和3年10月19日）

¥20,086,000

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 ¥18,000,000  落札

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥18,300,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥18,200,000  

104
三柏工業株式会社
矢吹支店　支店長　根本　勝 ¥18,250,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥18,500,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥18,400,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



さわやか詩集印刷製本委託

　（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 工事種別矢吹町図書館

工     期 工事概要 令和3年10月18日から令和4年1月20日まで

 入札期日 入札場所令和3年10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 福島県西白河郡矢吹町曙町305　矢吹タイムス印刷　森　義孝 ¥885,225

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10月19日）

¥925,100

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

矢吹タイムス印刷
森　義孝 ¥804,750  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  



矢吹町くらし応援商品券等制作業務委託

　（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

工     期 工事概要 令和3年10月20日から令和3年12月20日まで

 入札期日 入札場所令和3年10月18日 商工推進課

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町中畑南81　山形印刷株式会社　代表取締役　山形　隆司 ¥2,745,600

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10月21日）

¥2,796,200

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

15
山形印刷株式会社
代表取締役　山形　隆司 ¥2,496,000  落札

118
株式会社日進堂印刷所
代表取締役社長　佐久間　信幸 ¥2,912,000  

253
株式会社星総合印刷
代表取締役　星　裕明 ¥3,050,500  

¥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年度矢吹町くらし応援商品券データ処理等業務委託

　（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 工事種別矢吹町地内

工     期 工事概要 令和3年10月18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10月18日 商工推進課

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3-18-24　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 ¥877,800

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10月19日）

¥930,655

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

216
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 ¥798,000  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  



松倉大池線舗装補修工事（公適債）

　（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 工事種別矢吹町松房地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装L=250m 令和3年10月22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10月19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 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 ¥16,610,000

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10月25日）

¥16,976,300

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 ¥15,300,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥15,350,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥15,200,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥15,400,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥15,300,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥15,100,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



松倉大池線舗装補修工事

　（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 工事種別矢吹町松房地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装L=110m 令和3年10月22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10月19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 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 ¥9,680,000

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10月25日）

¥9,897,800

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 ¥8,900,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥8,900,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥8,950,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥9,000,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥9,000,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥9,100,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥8,950,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥8,900,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥8,800,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



東郷牡丹平線道路舗装工事

　（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 工事種別矢吹町丸の内地内 舗装工事

工     期 工事概要 舗装工L=210ｍ 令和3年10月25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10月19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 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 ¥20,020,000

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10月26日）

¥20,389,600

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥18,500,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥18,300,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥18,400,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥18,600,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥18,350,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥18,200,000  落札

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



曙町長峰線道路改良工事

　（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 工事種別矢吹町東長峰地内 土木一式工事

工     期 工事概要 改良工L=120ｍ 令和3年10月25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10月19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 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 ¥13,200,000

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10月26日）

¥13,585,000

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 ¥12,320,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥12,300,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥12,350,000  

149
株式会社　鐶エスアール工業
矢吹支店　支店長　川崎　隆 ¥12,380,000  

163
株式会社　阿部工業
代表取締役　阿部　一樹 ¥12,000,000  落札

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和憲 ¥12,420,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥12,450,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥12,390,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥12,370,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥12,400,000  

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥12,340,000  

¥0 ¥0 ¥0  



「やぶきフロンティア祭り2021」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 工事種別町内一円

工     期 工事概要 令和3年10月25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10月20日

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 矢吹町一本木101　やぶきフロンティア祭り実行委員会　副会長　太田　美男 ¥4,499,000

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10月26日）

¥4,499,000

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

やぶきフロンティア祭り実行委員会
副会長　太田　美男 ¥4,090,000  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  



東郷小松線測量設計業務委託

　（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 工事種別矢吹町小松地内 地上測量、土木設計

工     期 工事概要 令和3年10月28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10月21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 矢吹町弥栄49番地11　有限会社　東北測量設計　代表取締役　今野　公正 ¥5,610,000

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10月29日）

¥5,857,500

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

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 ¥5,250,000  

101
有限会社　東北測量設計
代表取締役　今野　公正 ¥5,100,000  落札

174
株式会社しらかわ技術
矢吹営業所　所長　矢田部　朗 ¥5,150,000  

176
株式会社　大道技術設計
代表取締役　門馬　智幸 ¥5,150,000  

218
株式会社　郡山測量設計社
県南支店　支店長　亀本　尚志 ¥5,150,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  





矢吹町大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託

　（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 工事種別矢吹町一円

工     期 工事概要 令和3年10月26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10月26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 ¥6,536,640

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10月27日）

¥6,809,000

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

一般財団法人　ふくしま市町村支援機構
理事長　遠藤　雄幸 ¥5,942,400  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  



【実行委員会用】「やぶきフロンティア祭り2021」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　一円

工     期 工事概要 令和3年10月27日から令和4年1月21日まで

 入札期日 入札場所令和3年10月27日

落札（契約）金額 予定価格 落札（契約）者住所商号等 郡山市土瓜1-222NAGAOビル202　有限会社　NALコーポレーション　代表取締役　有我　一弘 ¥4,048,000

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10月28日）

¥4,246,000

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

有限会社　NALコーポレーション
代表取締役　有我　一弘 ¥3,680,000  落札

株式会社　ライト・エージェンシー
代表取締役　伊藤　哲 ¥3,920,000  

株式会社　フレックス
代表取締役　山西　一紀 ¥3,790,000  

¥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  



根宿地内舗装補修工事

　（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 工事種別矢吹町根宿地内

工     期 工事概要 令和3年11月1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10月28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 ¥1,771,000

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11月2日）

¥1,806,200

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

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和憲 ¥1,700,000  

303
太田工業株式会社
代表取締役　太田　美男 ¥1,610,000  落札

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥1,680,000  

¥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  



県道須賀川矢吹線配水管新設工事（１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 工事種別矢吹町天開地内 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=179m 令和3年11月4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10月28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番地5　株式会社　平成工業　代表取締役　小室　敏 ¥8,690,000

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11月5日）

¥8,712,000

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 ¥7,950,000  

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥7,960,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥7,900,000  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 ¥7,960,000  

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

308
株式会社　ヨシダ建設
代表取締役　皆木　利明 ¥7,980,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  


