
入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

40,120,000

34,500,000 落札

辞退 ― ―

31,752,000 失格

44,680,000

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

入札公表資料

平成28年11月16日

入札区分

赤浜水産復興団地仮設店舗跡地原形復旧工事

参加者 下記のとおり(5者）

件名

一般競争入札

参加者要件

大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に登録されており、次の要件のいずれかを満たしている業者。
①町内土木又は建築工事業者のうち、平成27・28年度格付けC級以上の業者。
②岩手県内に本店又は営業所を置く、岩手県営建設工事入札参加資格者名簿のランク付が土木又は
建築B級以上である業者。

入  札  者  名

有限会社岩間建設工業

株式会社小原建設

新光建設株式会社

有限会社髙清水

有限会社まるたに商事

落札価格 金３４，５００，０００円（税抜）

入札者、入札金額
（円）及び落札者

予定価格 金３８，１９０，０００円（税抜）

最低制限価格 金３２，４６１，５００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

株式会社小原建設

岩手県北上市村崎野15地割312番地8

金３７，２６０，０００円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月22日（火）～平成29年1月31日（火）

上閉伊郡大槌町　赤浜　地内

種別・概要

敷地面積　5,689㎡（旧外構含む全範囲）

工事規模　2,700㎡（旧建屋基礎解体）、1,741㎡（旧外構アスファルト舗装撤去）

・ＰＨＣ杭撤去（杭抜き・埋戻し）

金３７，２６０，０００円（税込）

金４１，２４５，２００円（税込）

金３５，０５８，４２０円（税込）

・工場基礎解体

工事基礎解体工事　一式



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

79,780,000 落札

72,800,000 失格

契約者名

契約者の住所

契約金額（円）

仮契約年月日

契約期間

実施場所

道路付属物撤去工　1.00式　　　道路付属物復旧工　1.00式

仮水路工　1.00式　　　　　　　　　安全管理工　1.00式

金８６，１６２，４００円（税込）

金９４，５１９，４４０円（税込）

金８０，３４１，５２４円（税込）

舗装復旧工　1.00式　　　　　　　 区画線工　1.00式

作業土工　1.00式　　　　　　　　　舗装撤去工　1.00式

予定価格 金８７，５１８，０００円（税抜）

最低制限価格 金７４，３９０，３００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８６，１６２，４００円

平成28年11月22日（火）

平成28年12月9日（金）～平成29年6月8日（木）

上閉伊郡大槌町　沢山地区内

種別・概要

施工延長：1125ｍ

管渠（開削）　1.00式　　　　　　　 管渠（小口径推進）　1.00式

落札価格 金７９，７８０，０００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登録されている業者のうち、以下の条件いずれかを満たす
ものであること
①　大槌町営建設工事入札参加資格者名簿のランク付けが土木C級以上であること
②　岩手県（土木工事）の「経営事項審査総合評定値（P点）」が800点以上

入  札  者  名

有限会社岩間建設工業

株式会社カネナカ

入札公表資料

平成28年11月16日

入札区分

沢山地区内水排除工事

参加者 下記のとおり(2者）

件名

一般競争入札



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

2,700,000 落札

3,940,000

2,760,000

辞退 ― ―

辞退 ― ―

辞退 ― ―

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11月16日

入札区分

町道蕨打直線舗装修繕（その２）工事

参加者 下記のとおり(7者）

件名

指名競争入札

参加者要件 町内舗装工事登録業者及び釜石・大船渡・宮古管内にプラントを有している舗装業者。

入  札  者  名

株式会社カネナカ

有限会社小松組

株式会社佐賀組

株式会社佐藤渡辺　岩手営業所

有限会社田中興業

松村建設株式会社

三好建設株式会社

落札価格 金２，７００，０００円（税抜）

入札者、入札金額
（円）及び落札者

予定価格 金２，７５３，０００円（税抜）

最低制限価格 金２，２５７，５００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

株式会社カネナカ

岩手県釜石市甲子町第10地割461番地10

金２，９１６，０００円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月24日（木）～平成29年2月10日（金）

上閉伊郡大槌町　小鎚第15地割　地内

種別・概要

施工延長　L=114.0ｍ

アスファルト舗装工　A=399.0㎡

金２，９１６，０００円（税込）

金２，９７３，２４０円（税込）

金２，４３８，１００円（税込）

構造物取壊し工　N=1.0式

防護柵工　L=37.0ｍ



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

5,000,000

4,200,000 落札

4,750,000

5,200,000

4,600,000

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

入札公表資料

平成28年11月16日

入札区分

農道台帳整備に伴う農地特定業務委託

参加者 下記のとおり(5者）

件名

指名競争入札

参加者要件
大槌町に入札参加登録があり、次のいずれかに該当する業者。
（１）　釜石大槌管内に本社又は営業所を有しているＧＩＳ関連業者
（２）　県内に本社又は支店を有し、近隣市町村においてＧＩＳ関連業務で実績のある業者

入  札  者  名

アジア航測株式会社　盛岡支店

株式会社北日本朝日航洋

国際航業株式会社　盛岡支店

株式会社パスコ　盛岡支店

株式会社八州　釜石営業所

落札価格 金４，２００，０００円（税抜）

入札者、入札金額
（円）及び落札者

予定価格 金４，４５０，０００円（税抜）

最低制限価格 金―円

契
　
約
　
締
　
結

株式会社北日本朝日航洋

岩手県盛岡市門二丁目1番1号

金４，５３６，０００円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月24日（木）～平成29年3月23日（木）

上閉伊郡大槌町　町内一円

種別・概要

机上特定調査　1式

現地調査　1式

金４，５３６，０００円（税込）

金４，８０６，０００円（税込）

ＧＩＳデータ作成　1式

農業者台帳作成　1式



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

3,000,000 2,190,000

2,230,000 2,100,000

2,230,000 1,700,000 失格

2,750,000 2,200,000

4,800,000 辞退

3,100,000 辞退

2,299,000 1,824,000 落札

3,000,000 2,220,000

3,500,000 辞退

3,040,000 辞退

2,240,000 2,180,000

5,000,000 辞退

3,000,000 辞退

2,450,000 辞退

2,400,000 2,200,000

4,000,000 辞退

3,700,000 辞退

3,300,000 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11月16日

入札区分

柾内地区雨水排水路整備に伴う用地測量業務委託

参加者 下記のとおり(18者）

件名

指名競争入札

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、以下の条件の①を満たし、かつ②もしく
は③のいずれかを満たす者。
①土木関係建設コンサルタントで「地上測量」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。
③大槌町発注の同様業種委託において実績があること。

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

落札価格 金１，８２４，０００円（税抜）

株式会社土木技研

中井測量設計株式会社

日本測地設計株式会社　岩手復興事務所

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

予定価格 金２，０８８，０００円（税抜）

最低制限価格 金１，７２２，６００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

有限会社スカイ測量設計

岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割95番地98

金１，９６９，９２０円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月22日（火）～平成29年3月25日（土）

上閉伊郡大槌町　柾内　地内

種別・概要

測量業務　1式

　用地測量　1式

金１，９６９，９２０円（税込）

金２，２５５，０４０円（税込）

金１，８６０，４０８円（税込）



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

2,000,000 失格

3,300,000

4,000,000

1,850,000 失格

4,900,000

2,100,000 失格

3,291,000

2,100,000 失格

1,620,000 失格

3,550,000

4,800,000

5,000,000

3,520,000

3,270,000 落札

5,000,000

5,400,000

2,300,000 失格

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11月16日

入札区分

赤浜地区道路測量設計業務委託

参加者 下記のとおり(17者）

件名

指名競争入札

東北エンジニアリング株式会社

参加者要件
以下の条件をいずれも満たす業者
①土木関係建設コンサルタントのうち「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」を有する者

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

落札価格 金３，２７０，０００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

予定価格 金３，５２８，０００円（税抜）

最低制限価格 金２，６４６，０００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

中井測量設計株式会社

岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野29番地1

金３，５３１，６００円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月22日（火）～平成29年3月24日（金）

上閉伊郡大槌町　赤浜２丁目　地内

種別・概要

路線測量業務　1式

用地測量業務　1式

金３，５３１，６００円（税込）

金３，８１０，２４０円（税込）

金２，８５７，６８０円（税込）

道路詳細設計業務　1式



入札執行日：

第1回 第2回 第3回 摘要

10,000,000

9,000,000

9,800,000

8,900,000

9,500,000

辞退 ― ―

8,000,000

6,000,000

10,000,000

5,400,000

4,032,000 落札

8,000,000

9,500,000

8,400,000

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

入札公表資料

平成28年11月16日

入札区分

町道丹野長井線（長井橋）ほか橋梁補修設計業務委託

参加者 下記のとおり(14者）

件名

指名競争入札

株式会社藤森測量設計　釜石支店

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」の登録があること。
2．県内業者で「県内に本社」もしくは「釜石・大槌管内に本社または営業所」があること。
3．会社HP、測量設計業協会会員名簿等より、「補修設計」もしくは「耐震補強設計」の業務実績が確認
できること。

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

株式会社昭和土木設計

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

有限会社富岡エンジニアリング

落札価格 金４，０３２，０００円（税抜）

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

予定価格 金４，９０４，０００円（税抜）

最低制限価格 金３，７３９，３００円（税抜）

契
　
約
　
締
　
結

有限会社富岡エンジニアリング

岩手県盛岡市門一丁目20番14号

金４，３５４，５６０円

平成28年11月22日（火）

平成28年11月24日（木）～平成29年3月24日（金）

上閉伊郡大槌町　金澤第34地割ほか　地内

種別・概要

設計業務　1式

　橋梁補修設計　2橋

金４，３５４，５６０円（税込）

金５，２９６，３２０円（税込）

金４，０３８，４４４円（税込）


