
入札結果表 
入札番号 １ 

入札執行日 平成２６年４月２日 

工 事 名 25 災 38-1 和山地区農地災害復旧工事 

予定価格 ９５４，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備考 

㈱ヤマカ 1,000,000    

㈲千葉組 900,000   ≪落札≫ 

㈲野呂工業 980,000    

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年４月３日 

契約業者名 有限会社 千葉組 

契約業者の住所 気仙郡住田町世田米字松ケ平１６ 

工事の名称 25 災 38-1 和山地区農地災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字和山地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 １工区 復旧延長 L＝9.3.ｍ 

     土工    一式 

２工区 復旧延長 Ｌ＝13.5ｍ 

     土工    一式 

     ﾌﾄﾝｶｺﾞ工 Ｌ＝10.0.ｍ 

３工区 復旧延長 Ｌ＝3.8m 

     土工   一式     

工   期 平成２６年４月３日～平成２６年５月３０日 

契約金額 ９７２，０００ 円(税込み) 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２ 

入札執行日 平成２６年４月２日 

工 事 名 25 災 38-101 天嶽地区道路災害復旧工事 

予定価格 １,５９０，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備考 

㈱ヤマカ 1,500,000   ≪落札≫ 

㈲千葉組 １,550,000    

㈲野呂工業 １,600,000    

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年４月３日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 25 災 38-101 天嶽地区道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町上有住字天嶽地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長 Ｌ＝38.0ｍ 

ﾌﾄﾝｶｺﾞ工 Ｌ＝17.0ｍ 

工   期 平成２６年４月３日～平成２６年５月３０日 

契約金額 １，６２０，０００ 円(税込み) 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ３ 

入札執行日 平成２６年５月１４日 

工 事 名 25 災 95 号その他町道野形３号線道路災害復旧工事 

予定価格 ５，７９７，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備考 

㈱住田ブロック建設 5,850,000    

山一建設㈱ 5,800,000    

佐々幸建設㈱ 5,600,000   ≪落札≫ 

㈲吉田工務店 5,700,000    

㈲山崎工業    辞退 

㈱佐賀組 5,700,000    

㈱佐藤渡辺     

岩手営業所 

   辞退 

㈱明和土木      5,750,000   表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年５月１６日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 気仙郡住田町世田米字大崎３２番地６ 

工事の名称 25 災 95 号その他町道野形３号線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字野形地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長 Ｌ＝100ｍ 

舗   装 Ａ＝530 ㎡ 

工   期 平成２６年５月１６日～平成２６年８月１８日 

契約金額 ６，０４８，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年７月２９日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 気仙郡住田町世田米字大崎３２番地６ 

工事の名称 25 災 95 号その他町道野形３号線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字野形地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長 Ｌ＝100ｍ 

舗   装 Ａ＝530 ㎡ 

工   期 平成２６年５月１６日～平成２６年８月１８日 

変更金額 増  ３９７，４４０円（税込み） 

変更後の契約金額 ６，４４５，４４０円（税込み） 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ４ 

入札執行日 平成２６年５月１４日 

工 事 名 25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

予定価格 ８，２１５，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 見積合わせ 備考 

㈱住田ブロック建設 8,900,000 8,740,000 8,450,000   

佐々幸建設㈱ 8,850,000 8,750,000 8,470,000   

斉藤工業 8,790,000 8,500,000 8,300,000 8,100,000 ≪落札≫ 

      表示金額は

税抜き 

      

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年５月１６日 

契約業者名 斉藤工業 

契約業者の住所 気仙郡住田町上有住字新田１８２ 

工事の名称 25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字田畑の２地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長 Ｌ＝42ｍ 

ブロック積 Ａ＝149 ㎡ 

工   期 平成２６年５月１６日～平成２６年９月２９日 

契約金額 ８，７４８，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年９月１８日 

契約業者名 株式会社 齊藤工業 

契約業者の住所 気仙郡住田町上有住字新田１８２ 

工事の名称 25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字田畑の２地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 復旧延長 Ｌ＝４２ｍ 

ブロック積 Ａ＝１２９㎡ 

工   期 平成２６年５月１６日～平成２６年９月２９日 

変更金額 減    ６８３，６４０円(税込み) 

変更後の契約金額 ８，０６４，３６０円（税込み） 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ５ 

入札執行日 平成２６年５月２２日 

工 事 名 25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

予定価格 ７，３００，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備考 

㈱住田ブロック建設 7,600,000 7,450,000 7,300,000  

佐々幸建設㈱ 7,650,000 7,460,000 7,270,000  

斉藤工業 7,500,000 7,350,000 7,100,000 ≪落札≫ 

     表示金額は 

税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年５月２２日 

契約業者名 斉藤工業 

契約業者の住所 気仙郡住田町上有住字新田１８２ 

工事の名称 25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字田畑地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長 Ｌ＝37ｍ 

ブロック積 Ａ＝133 ㎡ 

工   期 平成２６年５月２６日～平成２６年１０月６日 

契約金額 ７，８８４，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回） 

契約年月日 平成２６年９月１８日 

契約業者名 斉藤工業 

契約業者の住所 気仙郡住田町上有住字新田１８２ 

工事の名称 25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字田畑地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 復旧延長 Ｌ＝37ｍ ブロック積 Ａ＝141 ㎡ 

基礎工   Ｌ＝37ｍ  

工   期 平成２６年５月２６日～平成２６年１０月６日 

変更金額 増  １，１１１，３２０ 円(税込み) 

変更後の契約金額 ８，７７９，３２０ 円(税込み) 

  



入札結果表 
入札番号 ６ 

入札執行日 平成２６年６月１０日 

工 事 名 大股地区公民館他２施設太陽光発電設備工事 

予定価格      ３２,２００,０００ 円（税抜き） 

最低制限価格      ２８,２０４,８２４ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲参興電設 24,000,000   失格 

㈲ササキ電気工事 40,400,000    

㈲金沢電気 －   辞退 

㈲村上電気商会 －   辞退 

㈲吉田商会 28,640,000   ＜落札＞ 

共立電気㈱ 29,503,.600    

刈谷電気商会 －   辞退 

いずみ電工㈱ 36,127,000    

㈱佐藤デンキ商会 32,800,000    

    表示金額は税抜き 

※「最低制限価格」は予定価格が 1,000万円以上の工事に設定しています。 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年６月１３日 

契約業者名 有限会社 吉田商会 

契約業者の住所 岩手県大船渡市猪川町字久名畑２１番地１ 

工事の名称 大股地区公民館他２施設太陽光発電設備工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字下大股地内他２ 

工事種類 電気設備工事 

工事概要 ・太陽光発電設備３施設（大股地区公民館、下有住地区

公民館、五葉地区公民館） 

・リチウムイオン蓄電池付太陽光発電システム 

（太陽電池 ５ｋｗ、蓄電池 ５．６ｋｗ） 

工   期 平成２６年６月１３日～平成２６年１２月１日 

契約金額 ３０，９３１，２００ 円(税込み) 

 



入札結果表 
入札番号 ８ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 町道合地沢線外４道路災害復旧工事 

予定価格      ２,３８６,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 2,500,000 2,350,000   

山一建設㈱ 2,480,000 辞退   

佐々幸建設㈱ 2,400,000 2,300,000  ≪落札≫ 

㈲吉田工務店 2,450,000 2,350,000   

㈲山崎工業 2,500,000 2,330,000   

     

    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 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番地６ 

工事の名称 町道合地沢線外４道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字合地沢地内 

工事種類 舗装工事 

工事概要 復旧延長 L＝77m 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

契約金額 ２，４８４，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年８月２２日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番６ 

工事の名称 町道合地沢線外４道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字合地沢地内 

工事種類 舗装工事 

変更後の工事概要 復旧延長 L＝８１．３m 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

変更金額 増    ３７，８００ 円(税込み) 

変更後の契約金額 ２，５２１，８００ 円（税込み） 

 

 



入札結果表 
入札番号 ９ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 中上地区耐震性貯水槽新設工事 

予定価格     ６,０１５,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 6,000,000   ≪落札≫ 

佐々幸建設㈱ 6,300,000    

斉藤工業 6,150,000    

     

     

     

    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 株式会社 住田ブロック建設 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金５番地１ 

工事の名称 中上地区耐震性貯水槽新設工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字中上地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 耐震性貯水槽(４０㎥・道路用) １基 

水利標識              １基 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年９月３０日 

契約金額 ６，４８０，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年９月１２日 

契約業者名 株式会社 住田ブロック建設 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金５番地１ 

工事の名称 中上地区耐震性貯水槽新設工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字中上地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 耐震性貯水槽(４０㎥・道路用) １基 

水利標識              １基 

土工量の増  Ｖ＝２４０㎥ → Ｖ＝２７０㎥ 

舗装工の増  Ａ＝ ９７㎡ → Ｖ＝１３２㎡ 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年９月３０日 

変更金額 増  ３４９，９２０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 ６，８２９，９２０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 １０ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 十文字地区耐震性貯水槽新設工事 

予定価格      ６,０１５,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 6,000,000   ≪落札≫ 

佐々幸建設㈱ 6,300,000    

斉藤工業 6,100,000    

     

     

     

    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 株式会社 住田ブロック建設 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金５番地１ 

工事の名称 十文字地区耐震性貯水槽新設工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字十文字地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 耐震性貯水槽（40 ㎥ 道路用） １基 

水利標識               １基 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年９月３０日 

契約金額 ６，４８０，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年９月１２日 

契約業者名 株式会社 住田ブロック建設 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金５番地１ 

工事の名称 十文字地区耐震性貯水槽新設工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字十文字地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 耐震性貯水槽（40 ㎥ 道路用） １基 

水利標識               １基 

舗装厚               Ｔ＝４㎝（増１㎝）    

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年９月３０日 

変更金額 増  ８６,４００ 円（税込み） 

変更後の契約金額 ６，５６６，４００ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 １１ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 新田地区耐震性貯水槽新設工事 

予定価格      ５,３７５,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 5,500,000 5,350,000   

佐々幸建設㈱ 5,450,000 5,350,000   

斉藤工業 5,400,000 5,300,000  ≪落札≫ 

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年６月２７日 

契約業者名 斉藤工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町上有住字新田１８２番地 

工事の名称 新田地区耐震性貯水槽新設工事 

工事場所 気仙郡住田町上有住字新田地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 耐震性貯水槽（４０㎥・空地用） １基 

水利標識               １基  

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年９月３０日 

契約金額 ５，７２４，０００ 円 (税込み) 

 



入札結果表 
入札番号 １２ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 町道小田小府金線外１維持補修工事 

予定価格      １,２６５,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 1,260,000   ≪落 札≫ 

㈲千葉組 1,400,000    

㈲野呂工業 1,350,000    

     

     

     

    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 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道小田小府金線外１維持補修工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字赤畑地内外 

工事種類 土木工事 

工事概要 擁壁工     Ｌ＝ ９ｍ  舗装工 Ａ＝５㎡ 

大型土のう     １８袋 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

契約金額 １，３６０，８００ 円 (税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年８月２２日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道小田小府金線外１維持補修工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字赤畑地内外 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 擁壁工  Ｌ＝ ９ｍ   舗装工  Ａ＝１２㎡ 

大型土のう  １６袋 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

変更金額 増    ６０，４８０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 １，４２１，２８０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 

入札番号 １３ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 町道駅日向線外２災害復旧工事 

予定価格      ９４５,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 950,000 860,000  ≪落 札≫ 

㈲千葉組 1,050,000 930,000   

㈲野呂工業 1,000,000 920,000   

     

     

     

    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 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道駅日向線外２災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字日向地内外 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長    Ｌ＝４４ｍ 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

契約金額 ９２８，８００ 円 (税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年８月２２日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道駅日向線外２災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字日向地内外 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 復旧延長    Ｌ＝６７．３ｍ 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

変更金額 増  ４９８，９６０円（税込み） 

変更後の契約金額 １，４２７，７６０円 (税込み) 

 



入札結果表 
入札番号 １４ 

入札執行日 平成２６年６月２５日 

工 事 名 町道中上名代沢線維持補修工事 

予定価格 ２,１９３,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 2,060,000    

㈲千葉組 2,100,000    

㈲野呂工業 1,950,000   ≪落 札≫ 

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年６月２７日 

契約業者名 有限会社 野呂工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢５３番地１ 

工事の名称 町道中上名代沢線維持補修工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字十文字地内外 

工事種類 土木工事 

工事概要 施工延長 Ｌ＝１６ｍ 

石積工  Ａ＝４８㎡ 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

契約金額 ２,１０６,０００ 円 (税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年８月２２日 

契約業者名 有限会社 野呂工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢５３番地１ 

工事の名称 町道中上名代沢線維持補修工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字十文字地内外 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 施工延長  １６．０ｍ 

石積工 Ａ＝４０．５㎡ 

工   期 平成２６年６月２７日～平成２６年８月２９日 

変更金額 減  １９１，１６０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 １，９１４，８４０ 円(税込み) 

 

 



随意契約結果表 
入札番号 １７ 

入札執行日 平成２６年７月２４日 

工事名 新庁舎防犯カメラ設置工事 

予定価格 １，８１０，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲参興電設 1,800,000   ≪落札≫ 

     

    表示額は税抜額 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年７月２５日 

契約業者名 有限会社 参興電設 

請負業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷２８番地４ 

工事の名称 新庁舎防犯カメラ設置工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 電気設備工事 

工事概要 防犯カメラ新設        4 台 

既存モニターテレビ移設  1 台 

工   期 平成２６年７月２５日～平成２６年９月１６日 

契約金額 １，９４４，０００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 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 １８ 

入札執行日 平成２６年８月４日 

工 事 名 町道役場別当線維持修繕工事 

予定価格  ２,７９８,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 2,630,000    

佐々幸建設㈱ 2,500,000   ≪落札≫ 

㈱ヤマカ 2,600,000    

㈲千葉組 2,650,000    

㈲野呂工業 2,650,000    

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年８月６日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番地６ 

工事の名称 町道役場別当線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 木製転落防止柵工 131m 

工   期 平成２６年８月６日～平成２６年９月２日  

契約金額 ２,７００,０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回） 

契約年月日 平成２６年８月２７日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番地６ 

工事の名称 町道役場別当線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 木製転落防止柵工 １１２m 

取付金具         １式 

転落防止柵工（撤去） ８８ｍ 

転落防止柵工（設置） ２４ｍ  

工   期 平成２６年８月６日～平成２６年９月２日  

変更金額 増    ４０８，２４０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 ３，１０８，２４０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 １９ 

入札執行日 平成２６年８月６日 

工 事 名 議会冷房設備設置工事 

予定価格 ６,８３４,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲参興電設 6,740,000    

㈲ササキ電気工事     －   辞退 

㈲金沢電気     －   辞退 

㈲村上電気商会 5,547,000    

㈲吉田商会 5,629,000    

共立電気㈱ 7,000,000    

刈谷電気商会    －   辞退 

いずみ電工㈱ 3,650,000    

㈱佐藤デンキ商会 3,200,000   ≪落札≫ 

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年８月６日 

契約業者名 株式会社 佐藤デンキ商会 

契約業者の住所 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前８３番地１ 

工事の名称 議会冷房設備設置工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 議会冷房設備設置工事 

工事概要 冷房設備 ４基 12.5kｗ/基 

工   期 平成２６年８月６日～平成２６年９月３０日 

契約金額 ３,４５６,０００ 円(税込み) 

 



入札結果表 
入札番号 ２２ 

入札執行日 平成２６年１０月８日 

工 事 名 町道火の土線維持修繕工事 

予定価格  ２３,８００,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 23,400,000    

山一建設㈱ 23,300,000    

佐々幸建設㈱ 22,700,000   ≪落札≫ 

㈲吉田工務店 23,100,000    

㈲山崎工業 23,000,000    

㈱佐賀組 22,900,000    

㈱佐藤渡辺    辞退 

㈱明和土木 23,000,000    

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１０月１０日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番６ 

工事の名称 町道火の土線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字火の土地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 施工延長 L＝755.0m 舗装工Ａ＝4,350.㎡ 

防護柵工 Ｌ＝32.0m  構造物撤去運搬処理 613ｔ 

工   期 平成２６年１０月１０日～平成２６年１２月２６日  

契約金額 ２４,５１６,０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 



 

契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年１２月１２日 

契約業者名 佐々幸建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２番６ 

工事の名称 町道火の土線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町下有住字火の土地内 

工事種類 土木工事 

変更工事概要 施工延長 L＝752.0m 舗装工Ａ＝4,210.㎡ 

防護柵工 Ｌ＝40.0m  構造物撤去運搬処理 727ｔ 

工   期 平成２６年１０月１０日～平成２６年１２月２６日  

変更金額 増  １４３,６４０ 円 （税込み） 

変更後の契約金額 ２４,６５９,６４０ 円 (税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２３ 

入札執行日 平成２６年１０月８日 

工 事 名 ２５災９４号その他町道清水線道路災害復旧工事 

予定価格  １４,０００,０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

山一建設㈱ 14,400,000    

㈲吉田工務店 14,700,000    

㈲山崎工業 14,000,000   ≪落札≫ 

㈱住田ブロック建設 14,600,000    

佐々幸建設㈱ 15,000,000    

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１０月１０日 

契約業者名 有限会社 山崎工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字川向９５番地９ 

工事の名称 ２５災９４号その他町道清水沢線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字小股地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 復旧延長   Ｌ＝７４m   

ブロック積  A＝９８㎡ 

根継工    V＝３９㎥ 

工   期 平成２６年１０月１０日～平成２７年３月２７日  

契約金額 １５,１２０,０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２７年３月９日 

契約業者名 有限会社 山崎工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字川向９５番地９ 

工事の名称 ２５災９４号その他町道清水沢線道路災害復旧工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字小股地内 

工事種類 土木工事 

変更後の工事概要 復旧延長   Ｌ＝７４m   

ブロック積  A＝９６㎡ 

根継工    V＝４１㎥ 

河道の切り回し Ｌ＝７４ｍ 

工   期 平成２６年１０月１０日～平成２７年３月２７日  

変更金額 増  ２，２９９，３２０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 １７，４１９，３２０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２５ 

入札執行日 平成２６年１０月２８日 

工 事 名 町道向村大平線外維持修繕工事 

予定価格  ８７２，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 1,000, 000 950,000 870,000 ≪落札≫ 

㈲千葉組 1,100,000 970,000 920,000  

㈲野呂工業 1,100,000 970,000 930,000  

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１０月２９日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道向村大平線外維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町町内 

工事種類 土木工事 

工事概要 道路維持修繕工事一式 

工   期 平成２６年１０月２９日～平成２６年１２月２６日  

契約金額 ９３９，６００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回） 

契約年月日 平成２６年１２月１９日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地３ 

工事の名称 町道向村大平線外維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町町内 

工事種類 土木工事 

工事概要 道路維持修繕工事一式 

工   期 平成２６年１０月２９日～平成２６年１２月２６日  

変更金額 増  ６０５，８８０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 １，５４５，４８０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２７ 

入札執行日 平成２６年１１月５日 

工 事 名 上有住地区公民館太陽光発電設備工事 

予定価格 １８，１００，０００ 円（税抜き） 

最低制限価格 １５，９２０，１１７ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈲参興電設 17,700,000,    

㈲ササキ電気工事 12,300,000   失格 

㈲金沢電気      －   辞退  

㈲村上電気商会 9,850,000   失格 

㈲吉田商会 16,500,000   ≪落札≫ 

共立電気㈱ 17,000,000    

刈谷電気商会      －   辞退 

いずみ電工      -   辞退 

㈱佐藤電気商会 10,500,000   失格 

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１１月７日 

契約業者名 有限会社 吉田商会 

契約業者の住所 岩手県大船渡市猪川町字久名畑２１番地１ 

工事の名称 上有住地区公民館太陽光発電設備工事 

工事場所 気仙郡住田町上有住字山脈地地内 

工事種類 電気設備工事 

工事概要 太陽光発電設備 1 式 

リチウムイオン蓄電池付太陽光発電システム 

（太陽電池：５ｋｗ 蓄電地：５．５ｋｗ） 

工   期 平成２６年１１月７日～平成２７年３月１３日  

契約金額 １７，８２０，０００ 円(税込み) 

 



入札結果表 
入札番号 ２８ 

入札執行日 平成２６年１１月１３日 

工 事 名 町道役場別当線排水路工事 

予定価格      １４，５００，０００ 円（税抜き） 

最低制限価格       １１，５９１，１６３ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱住田ブロック建設 13,200,000    

山一建設㈱ 12,800,000   ≪落札≫ 

佐々幸建設㈱ 13,100,000    

㈲吉田工務店 13,250,000    

㈲山崎工業 13,400,000    

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１１月１７日 

契約業者名 山一建設株式会社 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞５２番地１ 

工事の名称 町道役場別当線排水路工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 排水路工 Ｌ＝１８９m 

工   期 平成２６年１１月１７日～平成２７年３月２５日 

契約金額 １３，８２４，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入札結果表 
入札番号 ２９ 

入札執行日 平成２６年１１月１３日 

工 事 名 町道落合蛇山線維持修繕工事 

予定価格  ５２５，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 570,000 520,000   

㈲千葉組 600,000 530,000   

㈲野呂工業 550,000 500,000  ≪落札≫ 

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１１月１４日 

契約業者名 有限会社 野呂工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢５３番地１ 

工事の名称 町道落合蛇山線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町内 

工事種類 土木工事 

工事概要 道路維持修繕工事一式 

工   期 平成２６年１１月１４日～平成２６年１２月２６日  

契約金額 ５４０，０００ 円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２６年１２月１９日 

契約業者名 有限会社 野呂工業 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢５３番地１ 

工事の名称 町道落合蛇山線維持修繕工事 

工事場所 気仙郡住田町内 

工事種類 土木工事 

工事概要 道路維持修繕工事一式 

工   期 平成２６年１１月１４日～平成２６年１２月２６日  

変更金額 減  ７，５６０ 円（税込み） 

変更後の契約金額 ５３２，４４０ 円(税込み) 

 

 



入札結果表 
入札番号 ３１ 

入札執行日 平成２６年１２月８日 

工 事 名 町道住宅川向団地擁壁設置工事 

予定価格  ８８３，０００ 円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

㈱ヤマカ 880,000   ≪落札≫ 

㈲千葉組 970,000    

㈲野呂工業 950,000    

     

     

     

    表示金額は税抜き 

 

契約の内容 

契約年月日 平成２６年１２月９日 

契約業者名 株式会社 ヤマカ 

契約業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字向川口７３番地の３ 

工事の名称 町道住宅川向団地擁壁設置工事 

工事場所 気仙郡住田町世田米字川向地内 

工事種類 土木工事 

工事概要 擁護設置工  Ｌ＝11.3m 

工   期 平成２６年１２月９日～平成２７年１月２６日  

契約金額 ９５０，４００ 円(税込み) 

 



随意契約結果表 
入札番号 ３２ 

入札執行日 平成２６年１２月２２日 

工事名 町道役場別当線配水本管移設工事 

予定価格 ３，０００，０００円（税抜き） 

 

入札者 第１回 第２回 第３回 備  考 

山一建設㈱ 3,000,000   ≪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２４日 

契約業者名 山一建設株式会社 

請負業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞５２番地１ 

工事の名称 町道役場別当線配水本管移設工事 

工事場所 住田町世田米字川向地内 

工事種類 管布設工 

工事概要 配水本管布設工 

ＨＰＰＥφ100 Ｌ＝８４.５m 

ＶＰφ100   Ｌ＝ １．５m  

給水管接続替工 

ＰＰφ20   7箇所 

工   期 平成２６年１２月２４日～平成２７年３月２５日 

契約金額 ３，２４０，０００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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約の内容（第１回変更） 

契約年月日 平成２７年３月１８日  

契約業者名 山一建設株式会社 

請負業者の住所 岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞５２番地１ 

工事の名称 町道役場別当線配水本管移設工事 

工事場所 住田町世田米字川向地内 

工事種類 管布設工 

変更後の工事概要 配水本管布設工 

ＨＰＰＥφ100 Ｌ＝８２.７m 

ＶＰφ100   Ｌ＝１０.６m  

給水管接続替工 

ＰＰφ20   7箇所 

変更後の工期 平成２６年１２月２４日～平成２７年３月３１日 

変更金額 増 １，１４５，８８０円（税込み） 

変更後の契約金額 ４，３８５，８８０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 

 


