
　第6号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  午前11時45分

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

※当該金額に 10 ％

表示方法

8

㈱ケア・テック

辞退

7

共立医科器械㈱

10,480,000

6

㈱柏木実業　盛岡営業所

不参加

5

小田島商事㈱花巻営業所

辞退

4

㈱小田島アクティ　福祉用具
センター　ぼだいじゅ

辞退

3

岩手酸素㈱花巻支店

辞退

2

ＡＬＳＯＫ岩手管財（株）

辞退

1

ALSOK岩手㈱

辞退

入　　札　　業    者    名
入　　札　　金　　額

備　　考
第　１　回 第　２　回 第　３　回 見　積

選定理由

　地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
　登録（医療用機器類）がある業者のうち、「高度管理医療機器クラスⅢ」の取扱い
がある県内に本店又は営業所を有する者を選定する。

予定価格（税込） 12,081,374 円 落札金額（税込） 11,440,000 円

入札経過調書

高規格救急自動車積載資機材

履行場所 花巻市消防本部



　第6号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  午前11時45分

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

※当該金額に 10 ％

表示方法

16

フクダ電子北東北販売㈱　盛
岡営業所

辞退

15

㈱バイタルネット　北上支店

辞退

14

㈱南部医理科

不参加

13

東北アルフレッサ㈱　岩手中
央支店

辞退

12

㈱三櫻

10,400,000 決定

11

㈱サカモト

辞退

10

コセキ㈱　盛岡営業所

辞退

9

互光商事㈱

10,470,000

入　　札　　業    者    名
入　　札　　金　　額

備　　考
第　１　回 第　２　回 第　３　回 見　積

選定理由

　地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
　登録（医療用機器類）がある業者のうち、「高度管理医療機器クラスⅢ」の取扱い
がある県内に本店又は営業所を有する者を選定する。

予定価格（税込） 12,081,374 円 落札金額（税込） 11,440,000 円

入札経過調書

高規格救急自動車積載資機材

履行場所 花巻市消防本部



　第6号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  午前11時45分

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

※当該金額に 10 ％

表示方法

23

レジットメディカル㈱　岩手
支店

辞退

22

リコージャパン㈱　マーケ
ティング本部　岩手支社岩手

辞退

21

ミドリ安全岩手㈱　北上営業
所

辞退

20

㈱星医療酸器　岩手営業所

辞退

19

北良㈱

辞退

18

ヘンリーシャインジャパン
イースト㈱　盛岡店

辞退

17

㈱古川ポンプ製作所　一関支
店

10,800,000

入　　札　　業    者    名
入　　札　　金　　額

備　　考
第　１　回 第　２　回 第　３　回 見　積

選定理由

　地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
　登録（医療用機器類）がある業者のうち、「高度管理医療機器クラスⅢ」の取扱い
がある県内に本店又は営業所を有する者を選定する。

予定価格（税込） 12,081,374 円 落札金額（税込） 11,440,000 円

入札経過調書

高規格救急自動車積載資機材

履行場所 花巻市消防本部



　第3-5号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

1

2

8

辞退

不参加

4

5

3 1,913,600

第　２　回

㈲エス・ユー・エヌ

大栄商事㈱

岩手トヨタ自動車㈱　花巻店

（株）イブキ産業　花北営業
所

6

㈲菅原自動車整備工場

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

7

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

辞退

※当該金額に 10 ％

東亜リース㈱　花巻営業所

岩手トヨペット㈱　花巻支店

不参加

辞退

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

表示方法

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

決定

無効

入　　札　　金　　額

不参加

第　１　回
備　　考入　　札　　業    者    名

㈱アクティオ　花巻営業所

第　３　回 見　積

入札経過調書

花巻市総合文化財センター発掘調査用車両

地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
登録（車両）がある者のうち、「貨物車」の取り扱い申請がある市内に本店又は営業所等
を有する者をすべて選定する。

2,104,960落札金額（税込）

履行場所 花巻市総合文化財センター

予定価格（税込） 2,235,600 円円

選定理由



　第3-5号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

9

10

16

無効

辞退

12

13

11 不参加

第　２　回

㈱花巻空港日産

㈱みちのくクボタ　花巻店

㈲日新自動車整備工場

日産プリンス岩手販売㈱　花
巻店

14

㈱花巻マツダ

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

15

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

辞退

※当該金額に 10 ％

㈱宮澤商店

ネッツトヨタ岩手㈱　花巻店

辞退

2,550,000

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

表示方法

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

不参加

入　　札　　金　　額

不参加

第　１　回
備　　考入　　札　　業    者    名

トヨタカローラ南岩手㈱　花
巻店

第　３　回 見　積

入札経過調書

花巻市総合文化財センター発掘調査用車両

地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
登録（車両）がある者のうち、「貨物車」の取り扱い申請がある市内に本店又は営業所等
を有する者をすべて選定する。

2,104,960落札金額（税込）

履行場所 花巻市総合文化財センター

予定価格（税込） 2,235,600 円円

選定理由



　第3-5号
件　　名

 入札執行日時 令和 4年 4月27日  

に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

　

17 不参加

第　２　回

　　　　　　　　　　　　　　　「無効」　　　　　　　「くじ(くじを引いて落札者となっ

　エ　無効となった入札があった場合　　　　　　札者を決定した場合

　ア　落札者を決定した場合　　「決定」　　カ　落札者が無く随意契約に移行し、随意

　イ　入札を辞退した場合　　　「辞退」　　　　契約した場合　　　　　　　　「不落随契」

　ウ　入札に無断で参加しなかった場合　　　キ　落札となるべき同価の入札をした者が

※当該金額に 10 ％

　　　　　　　　　　　　　　　「不参加」　　　２人以上いたため、くじ引きにより落

表示方法

　オ　落札者が無かった場合　　「不調」　　　　　　　　　　　　 た者の記名押印)」

入　　札　　金　　額

第　１　回
備　　考入　　札　　業    者    名

盛岡日産モーター㈱　花巻店

第　３　回 見　積

入札経過調書

花巻市総合文化財センター発掘調査用車両

地方自治法施行令第167条第１号の規定により指名競争入札とする。
登録（車両）がある者のうち、「貨物車」の取り扱い申請がある市内に本店又は営業所等
を有する者をすべて選定する。

2,104,960落札金額（税込）

履行場所 花巻市総合文化財センター

予定価格（税込） 2,235,600 円円

選定理由


