
幼稚園用iPad（セルラーモデル）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 工事種別各町立幼稚園

工     期 工事概要 令和4年3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4年3月2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 福島市吉倉字名倉29-1　ドコモ福島ビル2階　株式会社NTTドコモ　東北支社　福島支店　支店長　高田　博樹 ¥2,012,769

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3月8日）

¥2,816,000

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NTTドコモ　東北支社　福島支店
支店長　高田　博樹 ¥1,829,790  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  



矢吹町移住促進冊子等制作業務委託

　（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4年3月9日から令和4年3月30日まで

 入札期日 入札場所令和4年3月7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 福島市大町7番25号　アクティ大町ビル6F　株式会社イダテン　代表取締役　籏野　惠子 ¥3,300,000

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4年3月10日）

¥3,531,000

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

15
山形印刷株式会社
代表取締役　山形　隆司 ¥3,100,000  

286
株式会社ル・プロジェ
代表取締役　山田　洋一郎

 辞退

1031
株式会社イダテン
代表取締役　籏野　惠子 ¥3,000,000  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  



矢吹町屋内外運動場遊具購入

　（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 工事種別矢吹町小松１４番地 備品購入

工     期 工事概要 矢吹町屋内外運動場において使用する遊具の購入を行う。 令和4年3月11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3月8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ー１２　ジブラルタ生命ビル３F　株式会社ボーネルンド　中西　弘子 ¥1,053,250

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3月14日）

¥1,226,500

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
中西　弘子 ¥957,500  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  



中学校臨時駐車場災害復旧工事

　（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 工事種別矢吹中学校

工     期 工事概要 令和4年3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3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 矢吹町八幡町251　株式会社　長尾鉱業　代表取締役　長尾　裕之 ¥1,859,000

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4年3月16日）

¥1,908,500

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

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



善郷小学校エキスパンションジョイント復旧工事

　（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 工事種別矢吹町小松地内 建築工事一式

工     期 工事概要 エキスパンションジョイント復旧 令和4年3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4年3月23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 矢吹町新町207番地1　伸和建設株式会社　代表取締役　橋本　秀和 ¥1,980,000

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4年3月25日）

¥1,996,500

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

6
伸和建設株式会社
代表取締役　橋本　秀和 ¥1,800,000  落札

57
髙田工業株式会社
代表取締役　佐藤　勝栄 ¥2,000,000  

65
株式会社　平成工業
代表取締役　小室　敏 ¥1,950,000  

¥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  



矢吹中学校防犯カメラ設置工事

　（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

工     期 工事概要 令和4年3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4年3月24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 郡山市喜久田町字松ケ作16-98　ALSOK福島　株式会社　代表取締役社長　前田泰彦 ¥1,815,000

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4年3月25日）

¥1,882,155

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

ALSOK福島　株式会社
代表取締役社長　前田泰彦 ¥1,650,000  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　Web口座振替受付連携機能作成業務

　（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 業務委託

工     期 工事概要 Web口座振替受付連携機能作成（基幹業務システム） 令和4年3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3月25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 ¥2,379,300

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4年3月28日）

¥3,099,800

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

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 ¥2,163,000  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年度パソコン購入（LGWAN系）

　（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庁舎及びその他 備品購入

工     期 工事概要 パソコンの初期設定、納入 令和4年3月30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3月30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 矢吹町八幡町535-4　有限会社　ぱそぷら　代表取締役　鈴木　一夫 ¥879,912

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4年3月31日）

¥896,500

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

171
有限会社　ぱそぷら
代表取締役　鈴木　一夫 ¥799,920  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  


