
別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 平成28年8月26日 ～ 平成29年8月25日

指名理由
　本町又は近隣町村に本社を有し、指名要件各付け等級を満た
す登録業者を選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

㈲三上建設 15,830,000
まる二藤田建築業 16,290,000

㈲苗代沢建設 14,950,000 落札
㈲ヤマチ伊藤建設 15,300,000

㈲坂本建設 15,225,000

金額(税抜) 金額(税抜)
㈱福津組 15,300,000

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜)

上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

契約相手方の住所 古平町大字浜町４２番地
契約金額 16,146,000
変更後の契約金額

入札執行日 平成28年8月24日
予定価格（随意契約を除く） 15,440,000
契約相手方の名称 ㈲苗代沢建設

工事の概要 公営住宅　４棟１６戸
工事の工期 平成28年8月24日 ～ 平成28年11月30日

工事の名称 平成28年度　栄団地屋根改修工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 建築一式工事

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（平成28年8
月26日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 14 所管課 建設水道課



別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 平成28年8月26日 ～ 平成29年8月25日

指名理由
　本町又は近隣町村に本社を有し、指名要件各付け等級を満た
す登録業者を選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

㈲三上建設 9,000,000
まる二藤田建築業 9,150,000

㈲苗代沢建設 8,750,000
㈲ヤマチ伊藤建設 8,650,000 落札

㈲坂本建設 8,706,000

金額(税抜) 金額(税抜)
㈱福津組 8,940,000

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜)

上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

契約相手方の住所 古平町大字入船町４０番地１
契約金額 9,342,000
変更後の契約金額

入札執行日 平成28年8月24日
予定価格（随意契約を除く） 8,900,000
契約相手方の名称 ㈲ヤマチ伊藤建設

工事の概要 公営住宅　３棟１２戸
工事の工期 平成28年8月25日 ～ 平成28年11月30日

工事の名称 平成28年度　栄団地内窓改修工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 建築一式工事

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（平成28年8
月26日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 15 所管課 建設水道課



別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 平成28年8月26日 ～ 平成29年8月25日

指名理由
　本町に本社を有し、指名要件各付け等級を満たす登録業者を
選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

㈱宝福重機工業 辞退
横川建設工業㈱ 辞退

水見建設㈲ 5,450,000
㈲ヤマチ伊藤建設 5,500,000

㈱福津組 5,100,000 落札

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 5,280,000

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜)

上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

契約相手方の住所 古平町大字港町３番地
契約金額 5,508,000
変更後の契約金額

入札執行日 平成28年8月24日
予定価格（随意契約を除く） 5,170,000
契約相手方の名称 ㈱福津組

工事の概要 路盤工、舗装工
工事の工期 平成28年8月24日 ～ 平成29年1月31日

工事の名称 平成28年度　清川団地Ｂ棟外構工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 土木一式工事

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（平成28年8
月26日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 16 所管課 建設水道課



別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 平成28年8月26日 ～ 平成29年8月25日

指名理由
　本町に本社を有し、指名要件各付け等級を満たす登録業者を
選定

随意契約の相手方選定理由
自治法施行令第167条の10第
1項の規定に基づいて落札者
を決定した場合の理由

㈱宝福重機工業 辞退
横川建設工業㈱ 辞退

水見建設㈲ 2,600,000 落札
㈲ヤマチ伊藤建設 2,900,000

㈱福津組 2,780,000

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 2,730,000

一般競争入札に参加させな
かった者の名称及びその理由

指名競争入札における指名し
た者の名称及び入札金額(円)

第1回 第2回 第3回
備　考

金額(税抜)

上記の変更理由

一般競争入札における更なる
参加資格要件

一般競争入札参加者の名称
及び入札金額(円)

第1回
備　考

金額(税抜)

契約相手方の住所 古平町大字浜町758番地
契約金額 2,808,000
変更後の契約金額

入札執行日 平成28年8月24日
予定価格（随意契約を除く） 2,660,000
契約相手方の名称 水見建設㈲

工事の概要 法面工
工事の工期 平成28年8月24日 ～ 平成28年10月31日

工事の名称 平成28年度　森林管理道チョペタン線環境改良工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 土木一式工事

　古平町建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（平成28年8
月26日）

　この書面は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令
第34号）第7条第2項及び第3項の規定に基づき、古平町における建設工事（予定価格が130万円
を超えないものを除く。）の入札及び契約の過程並びに契約の内容について記載したものです。

整理番号 17 所管課 産業課


