
入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

9,600,000

22,000,000

13,000,000

23,000,000

13,300,000

15,900,000

16,400,000

18,500,000

11,700,000

23,100,000

25,500,000

16,800,000

23,500,000

24,600,000

16,580,000

8,450,000 落札

20,000,000

9,000,000

9,630,000

23,000,000

12,650,000

20,000,000

9,300,000

22,000,000

12,000,000

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

契約年月日

契約期間

実施場所

　橋梁詳細設計　1.00橋

　仮設構造物詳細設計　3.00基

金９，１２６，０００円（税込）

金２６，１３６，０００円（税込）

　歩道詳細設計　0.05ｋｍ

設計業務　1式

予定価格 金２４，２００，０００円（税抜）

最低制限価格 金―円

契
　
約
　
締
　
結

東日設計コンサルタント株式会社

岩手県盛岡市向中野三丁目5番46-101号

金９，１２６，０００円

平成28年4月28日（木）

平成28年5月2日（月）～平成28年11月4日（金）

上閉伊郡大槌町　小鎚第21地割ほか　地内

種別・概要

測量業務　1式

　路線測量　0.05ｋｍ、用地測量　0.05ｋｍ

落札価格 金８，４５０，０００円（税抜）

有限会社富岡エンジニアリング

中井測量設計株式会社

株式会社総合土木コンサルタンツ

株式会社タックエンジニアリング

株式会社東開技術

東日設計コンサルタント株式会社

東北エンジニアリング株式会社

株式会社土木技研

ネクストプランニング株式会社

株式会社藤森測量設計　釜石支店

株式会社防災技術コンサルタント

北光コンサル株式会社

株式会社吉田測量設計

入札者、入札金額
（円）及び落札者

株式会社スズマ測量設計

参加者要件
平成27・28入札参加資格者名簿に掲載されている業者のうち、以下の条件を満たす者。
１．土木関係建設コンサルタントで「鋼構造及びコンクリート」「道路」の登録があること。
２．県内業者

入  札  者  名

株式会社一測設計

株式会社岩手開発測量設計

株式会社岩手建設コンサルタント

株式会社岩手土木コンサルタント

株式会社エヌティーコンサルタント

株式会社菊池技研コンサルタント

株式会社北日本朝日航洋

株式会社共同地質コンパニオン

サンエスコンサルタント株式会社

株式会社ジャスト・コンサルタント

株式会社昭和土木設計

入札公表資料

平成28年4月25日

入札区分

町道寺野線（臼澤人道橋）整備に伴う測量設計業務委託

参加者 下記のとおり(25者）

件名

指名競争入札



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

7,350,000

4,200,000

4,800,000

4,180,000 落札

5,950,000

5,180,000

7,730,000

8,000,000

5,200,000

6,000,000

4,700,000

8,000,000

4,700,000

6,600,000

6,800,000

5,980,000

4,200,000

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

契約年月日

契約期間

実施場所

設計業務　１式　道路詳細設計（Ｂ）　0.32ｋｍ

金４，５１４，４００円（税込）

金８，０８９，２００円（税込）

　　　　　　　用地測量　1.28ｈａ

　　　　　　　路線測量　0.32ｋｍ

予定価格 金７，４９０，０００円（税抜）

最低制限価格 金―円

契
　
約
　
締
　
結

株式会社エヌティーコンサルタント

岩手県盛岡市高松二丁目35番28号

金４，５１４，４００円

平成28年4月28日（木）

平成28年5月2日（月）～平成28年8月26日（金）

上閉伊郡大槌町　小鎚第26地割　地内

種別・概要

測量業務　１式　基準点測量（4級）　7点

　　　　　　　現地測量　0.016㎢

落札価格 金４，１８０，０００円（税抜）

株式会社土木技研

中井測量設計株式会社

株式会社藤森測量設計　釜石支店

北光コンサル株式会社

株式会社吉田測量設計

入札者、入札金額
（円）及び落札者

東北エンジニアリング株式会社

参加者要件
平成27・28入札参加資格者名簿に掲載されている業者のうち、以下の条件を満たす者。
１．土木関係建設コンサルタントで「道路」の登録があること。
２．県内業者で「釜石・大槌管内に本社または営業所」があること

入  札  者  名

株式会社イチイ土木コンサルタント

株式会社一測設計

株式会社岩手開発測量設計

株式会社エヌティーコンサルタント

株式会社菊池技研コンサルタント

サンエスコンサルタント株式会社

有限会社スカイ測量設計

株式会社鈴木測量設計

株式会社総合土木コンサルタンツ

株式会社タックエンジニアリング

株式会社東開技術

入札公表資料

平成28年4月25日

入札区分

町道花輪田９号線道路改良工事に伴う測量設計業務委託

参加者 下記のとおり(17者）

件名

指名競争入札



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

―

― 契約辞退

―

―

―

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

契約年月日

契約期間

実施場所

入札公表資料

平成28年4月25日

入札区分 指名競争入札

件名
花輪田地区集会所新築工事設計委託

参加者 下記のとおり(5者）

参加者要件
以下の条件をいずれも満たす業者
①大槌・釜石地区に本社又は営業所を有すること
②建築関係コンサル「意匠」の登録があり一級建築士の資格を有する者がいること

入札者、入札金額
（円）及び落札者

入  札  者  名

株式会社カクタ設計　釜石営業所

株式会社タックエンジニアリング

株式会社ＤｏｍｕｓＡ・Ｉ設計事務所

中井測量設計株式会社

北光コンサル株式会社

　落札価格 金―円

予定価格 金―円 　

最低制限価格 金―円

契
　
約
　
締
　
結

―

―

―

―

―

上閉伊郡大槌町　小鎚　地内

種別・概要

花輪田地区集会所新築

　建物用途：集会所

　規模・構造：木造・平屋建て

　床面積：165㎡



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

3,043,000

辞退 ― ―

1,400,000 失格

辞退 ― ―

1,933,000 失格

2,500,000 落札

2,750,000

3,280,000

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

契約年月日

契約期間

実施場所

金２，７００，０００円（税込）

金２，９９９，１６０円（税込）

金２，５４９，３４０円（税込）

　③　のり面整形：200平方メートル

　②　切り土・掘削：330立法メートル（切り土処理の上に整地）

予定価格 金２，７７７，０００円（税抜）

最低制限価格 金２，３６０，５００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

有限会社八幡組

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚3-14

金２，７００，０００円

平成28年4月28日（木）

平成28年4月28日（木）～平成28年7月29日（金）

上閉伊郡大槌町　小鎚第26地割　地内

種別・概要

花和田地区集会所設置場所の土地造成

　①　樹木伐採：30本（中木・高木、伐採処分費込み）

落札価格 金２，５００，０００円（税抜）

入札者、入札金額
（円）及び落札者

参加者要件

以下の条件をいずれも満たす業者
１　大槌町内に事業所を有すること。
２　大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に登録されている等級区分がＢ級以上の土木工事業者で
あること。

入  札  者  名

有限会社岩間建設工業

有限会社田中興業

司土建　関谷司

株式会社藤原組

有限会社まるたに商事

有限会社八幡組

株式会社山口建設

株式会社山千

入札公表資料

平成28年4月25日

入札区分

花輪田地区集会施設用地造成工事

参加者 下記のとおり(8者）

件名

指名競争入札



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

11,770,000 落札

13,439,000

辞退 ― ―

13,000,000

辞退 ― ―

辞退 ― ―

辞退 ― ―

13,109,000

辞退 ― ―

14,300,000

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

契約年月日

契約期間

実施場所

金１２，７１１，６００円（税込）

金１３，２２１，３６０円（税込）

金１０，４４４，８９６円（税込）

コンクリート擁壁工　N=1式

コンクリートブロック積工　A=85㎡

予定価格 金１２，２４２，０００円（税抜）

最低制限価格 金９，６７１，２００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

有限会社岩間建設工業

岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3

金１２，７１１，６００円

平成28年4月28日（木）

平成28年4月28日（木）～平成28年9月21日（水）

上閉伊郡大槌町　沢山　地内

種別・概要

施工延長　L=36.54ｍ

河川土工　N=1式

落札価格 金１１，７７０，０００円（税抜）

入札者、入札金額
（円）及び落札者

参加者要件
大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に掲載されている町内業者のうち、土木工事A級～D級に登
録されている業者。

入  札  者  名

有限会社岩間建設工業

有限会社小松組

有限会社田中興業

株式会社藤原組

松村建設株式会社

有限会社まるたに商事

三浦設備株式会社

有限会社八幡組

株式会社山口建設

株式会社山千

入札公表資料

平成28年4月25日

入札区分

普通河川沢山沢川河川改修工事

参加者 下記のとおり(10者）

件名

指名競争入札


