
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 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日

指名理由 　本町又は近隣町に本社を有する登録業者から選定

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

和田建設工業㈱ 14,870,000

㈱古垣建設 14,600,000
中村建設㈱ 14,750,000

落札
㈱福津組 14,900,000

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 14,500,000

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 古平町大字本町42番地
契約金額 15,950,000
変更後の契約金額

入札執行日 令和4年6月29日
予定価格（随意契約を除く） 14,870,000
契約相手方の名称 岩間工業㈱

　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（令和4年7
月7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 7 所管課 建設水道課

工事の概要 舗装打ち替え
工事の工期 令和4年7月1日 ～ 令和4年10月14日

工事の名称 令和４年度　歌棄稲荷沢線凍雪害防止工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 土木一式工事



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 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日

指名理由 　本町又は近隣町に本社を有する登録業者から選定

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

和田建設工業㈱ 14,700,000

㈱古垣建設 14,500,000
中村建設㈱ 14,500,000

落札
㈱福津組 14,450,000

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 14,000,000

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 古平町大字本町42番地
契約金額 15,400,000
変更後の契約金額

入札執行日 令和4年6月29日
予定価格（随意契約を除く） 14,300,000
契約相手方の名称 岩間工業㈱

工事の概要 ひび割れ修繕　外
工事の工期 令和4年7月1日 ～ 令和5年1月31日

工事の名称 令和４年度　橋梁長寿命化修繕工事
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（令和4年7
月7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 8 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）

別記第2号様式（第3条関係）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日

指名理由 　本町又は近隣市に本社を有する登録業者から５社を選定

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

山吹商工㈱ 5,600,000

㈲小野寺商店 5,300,000
㈱丸コ組 5,500,000

落札
㈱福津組 5,280,000

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 5,100,000

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)

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)

令和4年6月29日

契約相手方の住所 古平町大字本町42番地
契約金額 5,610,000
変更後の契約金額

入札執行日
予定価格（随意契約を除く） 5,210,000
契約相手方の名称 岩間工業㈱

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

橋梁添架管の一部撤去設置
～ 令和5年1月31日

　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（令和4年7
月7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 9 所管課 建設水道課

工事の概要
工事の工期 令和4年7月1日

工事の名称 令和４年度　配水管補償工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 水道施設



円（税抜）

円（税込）
円（税込）

㈲小野寺商店 1,920,000 落札
㈱福津組 1,970,000

金額(税抜) 金額(税抜)
岩間工業㈱ 1,980,000

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78番地
契約金額 2,112,000
変更後の契約金額

入札執行日
予定価格（随意契約を除く） 1,990,000
契約相手方の名称 ㈲小野寺商店

工事の概要
工事の工期 令和4年6月29日

工事の名称 令和４年度　水道用量水器更新工事
工事の場所 古平町内
工事の種別 管工事

　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（令和4年7
月7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 10 所管課 建設水道課

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

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日

令和4年6月29日 ～ 令和4年11月30日

古平町大字浜町78番地

指名理由
　本町に本社を有し、管の登録業者で、かつ、町給水工事指定
店である者から選定



別記第2号様式（第3条関係）

円（税抜）

円（税込）
円（税込）

別記第2号様式（第3条関係）

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日

指名理由 　本町に本社を有する登録業者から選定

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

水見建設㈲ 2,250,000

㈲坂本建設 2,300,000
㈲苗代沢建設 2,100,000 落札

㈲ヤマチ伊藤建設 2,170,000

金額(税抜) 金額(税抜)
㈱福津組 2,300,000

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)

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)

入札執行日 令和4年6月29日
予定価格（随意契約を除く） 2,140,000
契約相手方の名称 ㈲苗代沢建設

上記の変更理由

契約相手方の住所 古平町大字浜町42番地
契約金額 2,310,000
変更後の契約金額

　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（令和4年7
月7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 11 所管課 建設水道課

工事の概要 公営住宅解体
工事の工期 令和4年6月29日 ～ 令和4年10月31日

工事の名称 令和３年度（繰越）　清丘団地解体工事　
工事の場所 古平町内
工事の種別 解体工事



円（税抜）

円（税込）
円（税込）

　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（令和4年7
月7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 12 所管課 保健福祉課
工事の名称 令和４年度　古平町立診療所海のまちクリニック・元気プラザ受変電設備等改修工事

工事の場所 古平町内
工事の種別 電気工事
工事の概要 受変電設備改修　外
工事の工期 令和4年6月30日 ～ 令和5年3月31日
入札執行日 令和4年6月29日
予定価格（随意契約を除く） 7,570,000
契約相手方の名称 ㈲平野電機商会
契約相手方の住所 古平町大字港町316番地
契約金額 8,250,000
変更後の契約金額
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)

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) 金額(税抜) 金額(税抜)
㈲平野電機商会 7,500,000 落札
㈲山本電機 7,889,000
㈱大江電気 7,816,000
城野電機工業㈱ 7,730,000

指名理由 　本町又は近隣町に本社を有する登録業者を選定

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

最低制限価格未満の価格を
見込んだ者の名称

公表期間 令和4年7月7日 ～ 令和5年7月6日


