
随意契約結果表 
入札番号 ７ 

入札執行日 平成２６年６月１３日 

業務名 議場冷房設備設置工事設計業務委託 

予定価格 ４６０,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲新沼義雄建築設計事務所 ４２０,０００   ≪落札≫ 

    表示額は税抜額 

     

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６月６月１６日 

契約業者名 有限会社 新沼義雄建築設計事務所 

受託業者の住所 大船渡市盛町字宇津野沢２番地６号 

業務の名称 議場冷房設備設置工事設計業務委託 

業務場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

業務種類 冷房設備設置設計 

業務概要 冷房設備設置 一式（空調機器 想定４基） 

履行期間 平成２６年６月１６日～平成２６年７月１５日 

契約金額 ４５３，６００円(税込み) 

随契理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 １５ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

業務名 住田町坂本・恵山地区簡易水道全体調査業務委託 

予定価格 ３，１５９，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

新日本設計㈱東北支社 2,900,000   ≪落札≫ 

㈱日本水道設計社 

盛岡出張所 
3,200,000  

 
 

日本水工設計㈱ 

盛岡事務所 

3,200,000 

 

   

㈱三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

盛岡事務所 
3,500,000  

 
 

㈱パスコ盛岡支店 3,670,000    

㈱東京設計事務所 

盛岡事務所 

5,000,000    

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年６月２７日 

契約業者名 新日本設計株式会社 東北支社  

契約業者の住所 岩手県盛岡市本宮２丁目２３番地１７号 

業務の名称 住田町坂本・恵山地区簡易水道全体調査業務委託 

業務の場所 気仙郡住田町上有住字恵蘇地内外 

業務の種類 水道（調査） 

業務の概要 基本調査 １式 

委託期間 平成２６年６月２７日（金）～平成２７年３月２４日（金） 

契約金額 ３，１３２，０００円(税込み) 

 

 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 １６ 

入札執行日 平成２６年７月８日 

業務名 平成２６年度橋梁補修設計業務 

予定価格 １３，４５０，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱菊池技研コンサルタント 13,800,000    

㈱昭和土木設計 14,000,000    

㈱藤森測量設計 14,700,000    

㈱土木技研 13,000,000   ≪落札≫ 

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年７月１０日 

契約業者名 株式会社 土木技研  

契約業者の住所 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 

業務の名称 平成２６年度橋梁補修設計業務 

業務の場所 気仙郡住田町内 

業務の種類 橋梁補修設計 

業務の概要 橋梁補修設計 ４橋 

委託期間 平成２６年７月１０日（木）～平成２６年１２月１０日（水） 

契約金額 １４，０４０，０００円(税込み) 

 

 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２０ 

入札執行日 平成２６年８月４日 

業 務 名 上有住地区公民館太陽光発電設備工事設計業務委託 

予定価格 ２,０８０,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲新沼義雄建築設計 

事務所 
1,700,000   

 

㈲池田菅野建築設計 

事務所 
2,150,000    

古座設計事務所 1,500,000    

村上設計事務所 1,980,000    

㈲佐藤設計 1,400,000   ＜落札＞ 

佐藤実建築設計 

事務所 

2,300,000    

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年８月４日 

契約業者名 有限会社 佐藤設計 

契約業者の住所 岩手県陸前高田市高田町字西和野５５番地７ 

業務の名称 上有住地区公民館太陽光発電設備工事設計業務委託 

業務の場所 気仙郡住田町上有住字山脈地地内 

業務種別 電気設備工事設計業務 

業務概要 
上有住地区公民館１施設 

太陽光パネル設置5.0ｋｗ以上 

委託期間 平成２６年８月６日～平成２６年１０月９日 

契約金額 １，５１２，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２１ 

入札執行日 平成２６年９月２４日 

業 務 名 平成２６年度住田町道路管理情報整備業務委託 

予定価格 １６,７０９,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱パスコ盛岡支店 21,100,000    

㈱タックエンジニアリング 16,100,000   ＜落札＞ 

東日本総合計画㈱北東北支店 17,800,000    

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年９月２６日 

契約業者名 株式会社 タックエンジニアリング 

契約業者の住所 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 

業務の名称 平成２６年度住田町道路管理情報整備業務委託 

業務の場所 気仙郡住田町内 

業務種別 測量 

業務概要 

道路管理用空間情報取得作業  １式 

道路ストック総点検          １式 

道路台帳閲覧システム       １式 

委託期間 平成２６年９月２６日～平成２７年３月２５日 

契約金額 １７，３８８，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２４ 

入札執行日 平成２６年１０月１５日 

業務名 町道維持委託 

予定価格 １，７５７，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 2,100,000 1,860,000 1,750,000  

㈲千葉組 2,050,000 1,850,000 1,750,000  

㈲野呂工業 1,900,000 1,800,000 1,650,000 ≪落札≫ 

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１０月１６日 

契約業者名 町道維持委託 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢５９番地１ 

業務の名称 町道維持委託 

業務の場所 気仙郡住田町内 

業務の種類 道路清掃工 

業務の概要 道路清掃工（排水側溝等土砂撤去） Ｌ＝17.0ｋｍ 

委託期間 平成２６年１０月１６日～平成２６年１２月１５日 

契約金額 １，７８２，０００円(税込み) 

 

 

 

 

 



随意契約結果表 
入札番号 ３０ 

入札執行日 平成２６年１２月８日 

委託業務名 平成２６年度道路台帳更新業務委託 

予定価格 １，４００，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱タックエンジニアリング 1,320,000   ≪落札≫ 

     

    表示額は税抜額 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１２月１１日 

契約業者名 株式会社タックエンジニアリング 

契約業者住所 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 

業務の名称 平成２６年度道路台帳更新業務委託 

履行場所 住田町内 

業務種類 測量 

業務概要 新規２路線 Ｌ＝１,６２７ｋｍ 

改良６路線 Ｌ＝０．８００ｋｍ 

履行期間 平成２６年１２月１１日～平成２７年３月２５日 

契約金額 １，４２５，６００円(税込み) 

随契理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

町財務規則第１２５条第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第 1 回変更） 

契約年月日 平成２７年３月３日 

契約業者名 株式会社タックエンジニアリング 

契約業者住所 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 

業務の名称 平成２６年度道路台帳更新業務委託 

履行場所 住田町内 

業務種類 測量 

変更後の業務概要 新規３路線 Ｌ＝１，７１６ｋｍ 

改良６路線 Ｌ＝０．８００ｋｍ 

履行期間 平成２６年１２月１１日～平成２７年３月２５日 

変更金額 増  ５２，９２０円（税込み）  

変更後の契約金額 １，４７８，５２０円(税込み) 

随契理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

町財務規則第１２５条第２号 

 

 


