
iPad（wifiモデル）用MDMの購入

　（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 工事種別各小中学校

工     期 工事概要 から令和4年2月28日まで

 入札期日 入札場所令和4年2月4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 郡山市清水台2-13-23　KDDI株式会社　ソリューション福島支店長　高橋 誠司 ¥849,314

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4年2月8日）

¥867,900

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

KDDI株式会社
ソリューション福島支店長　高橋 誠司 ¥772,104  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年度児童手当制度改正に伴うシステム改修業務委託

　（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4年2月14日から令和4年3月31日まで

 入札期日 入札場所令和4年2月10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 ¥720,500

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4年2月15日）

¥720,500

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

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 ¥655,000  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  



南町地内法面災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹町南町地内

工     期 工事概要 令和4年2月16日から令和4年3月31日まで

 入札期日 入札場所令和4年2月15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 矢吹町八幡町570番地　株式会社　ケーエフ工業　代表取締役　阿部　和憲 ¥1,760,000

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4年2月17日）

¥1,788,600

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

164
株式会社　ケーエフ工業
代表取締役　阿部　和憲 ¥1,600,000  落札

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 ¥1,730,000  

204
有限会社　村上工務店
代表取締役　村上　好幸 ¥1,700,000  

207
株式会社　円谷建業
代表取締役　円谷　正人 ¥1,710,000  

215
株式会社　エスケー産業
矢吹支店支店長　佐藤栄二郎 ¥1,670,000  

305
株式会社　長尾鉱業
代表取締役　長尾　裕之 ¥1,650,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



区画線設置工事

　（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 工事種別矢吹町内一円 土木一式工事

工     期 工事概要 区画線設置　L=2150ｍ 令和4年2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4年2月15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 郡山市富久山町八山田字東平作10-8　株式会社　高野塗装店　郡山営業所　所長　坂中　聡夫 ¥2,244,000

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4年2月21日）

¥2,369,400

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

172
株式会社　二瓶塗装
代表取締役　二瓶　裕子 ¥2,190,000  

32
株式会社　高野塗装店
郡山営業所　所長　坂中　聡夫 ¥2,040,000  落札

46
旭産業株式会社
郡山営業所　所長　江川　敏英 ¥2,070,000  

193
株式会社リンペイ
郡山支店　郡山支店長　菅沼　一美 ¥2,080,000  

株式会社　保安企画
代表取締役　巻坂　直也 ¥2,200,000  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  

¥0 ¥0 ¥0  



権利意向確認調査業務委託

　（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 工事種別矢吹町全域 調査業務委託

工     期 工事概要 権利意向確認調査 令和4年2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4年2月24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 ¥1,397,000

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4年2月28日）

¥1,397,000

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 ¥1,270,000  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  


