
 

 

 
 

抽出事案説明書 

番号 工事６月２５番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 千歳浄水場高速凝集沈澱池駆動装置ほか改良工事 

種別 機械 

工事（委託）概要 

 
安定給水を図るため、千歳浄水場沈澱池の法定耐用年数を超える駆動
部の改良を行うもの 
・インペラ駆動用装置更新     １台 
・スクレーパー駆動用装置更新   １台 
・ローラー・レール・ロッド類更新 １式 
・ディストリビューターパイプ更新 １式 
・仮設工             １式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

ランク ― 

地域要件 室蘭市内に本店を有している者 

必要な実績 過去１０年間に元請けとして公共工事の機械工事の施工実績 

入札参加申請者数 ３社 

入札日 平成２７年６月４日 

契約日 平成２７年６月９日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

㈱栗林商会 ６３，５００，０００円 落札 
日鋼ＭＥＣ㈱ ６５，２００，０００円 
㈱モノリス ６５，５００，０００円 

予定価格 
（税抜き：円） ６３，８６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
５６，０３０，５５０円／８７．７４％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ６３，５００，０００円／９９．４４％ 

契約金額 
（税込み：円） ６８，５８０，０００円 

請負業者 ㈱栗林商会 

その他  

 



 

 

 
 

抽出事案説明書 

番号 工事７月１２番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭市文化センター管理棟耐震ほか改修建築工事 

種別 建築 

工事（委託）概要 

 
室蘭市文化センター管理棟の耐震ほか改修工事 
・耐震改修工事 
（コンクリート耐震壁新設、耐震鉄骨ブレース新設）  
・アスベスト除去工事 
・２階、３階改修工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３社） 

ランク Ａランク又はＢランク 

地域要件 室蘭市内に本店を有している者 

必要な実績 過去１０年間に元請けとして公共建築物の新増改築又は改修の建築工

事の施工実績 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２７年７月２４日 

契約日 平成２７年７月３０日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 ２回目 見積合せ 
大基・日鋼・興伸 

JV 
125,600,000円 124,000,000円 120,000,000円 

決 定 
大内・アサヒ・早坂 

JV 
126,200,000円 124,200,000円  

藤川・神尾・若佐 

JV 
126,000,000円 124,400,000円  

内池・北興・宇佐美 

JV 
126,300,000円 124,200,000円  

予定価格 
（税抜き：円） １２０，１６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１０８，１００，９２９円／８９．９６％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １２０，０００，０００円／９９．８７％ 

契約金額 
（税込み：円） １２９，６００，０００円 

請負業者 大基・日鋼・興伸 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事４月１５番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 室蘭市立高平小学校校舎棟第２期大規模改修家具・内部建具工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 ・木製家具   151ヶ所の作成、設置 
・木製内部建具  30ヶ所の作成、設置 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２７年４月２４日 

契約日 平成２７年４月３０日 

予定価格 
（税抜き：円） ２９，１７０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ２８，５００，０００円／９７．７０％ 

契約金額 
（税込み：円） ３０，７８０，０００円 

請負業者 室蘭登別家具建具工業協同組合 

随意契約の理由 

本件の家具・内部建具工事は、工事規模が大きく単体業者では対応

が難しいことから、当該工事を実施できる室蘭登別家具建具工業協

同組合と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（性質又は

目的が競争入札に適しない契約）及び室蘭市契約に関する規則の事

務取扱要領第１４の(２)のウ（契約の目的物が代替性のないもの）に
より随意契約を行った。 

その他  

 
 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事４月１６番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 室蘭市立高平小学校体育館棟大規模改修家具・内部建具工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 ・木製家具    19ヶ所の作成、設置 
・木製内部建具  16ヶ所の作成、設置 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２７年４月２４日 

契約日 平成２７年４月３０日 

予定価格 
（税抜き：円） ５，５００，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ５，３００，０００円／９６．３６％ 

契約金額 
（税込み：円） ５，７２４，０００円 

請負業者 室蘭登別家具建具工業協同組合 

随意契約の理由 

本件の家具・内部建具工事は、工事規模が大きく単体業者では対応

が難しいことから、当該工事を実施できる室蘭登別家具建具工業協

同組合と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（性質又は

目的が競争入札に適しない契約）及び室蘭市契約に関する規則の事

務取扱要領第１４の(２)のウ（契約の目的物が代替性のないもの）に
より随意契約を行った。 

その他  



 

 

 
 

抽出事案説明書 

番号 委託７月１番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭市消防総合庁舎非常用発電機改修実施設計委託 

種別 建築設計 

工事（委託）概要 
室蘭市消防総合庁舎非常用発電機の改修実施設計委託 
・階数  ：鉄筋コンクリート造 ３階建 
・延床面積：4,046.109㎡ 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（  社） 

地域要件 北海道内を本店の所在地として営業している者 

必要な実績 過去１０年間に北海道内において、消防署の設計業務を受託し、設

計実績のある者 

入札参加申請者数 ２社 

入札日 平成２７年 ７月 ３日 

契約日 平成２７年 ７月 ８日 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

日本都市設計㈱ ２，４５０，０００円 落札 

㈱北日本技術コンサル ２，４５０，０００円 ※ 

※２者の入札金額が同額であったため、抽選を行い、その結果、 
日本都市設計㈱を落札者と決定した。 

予定価格 
（税抜き：円） ２，４５０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１，８８１，２１５円／７６．７８％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ２，４５０，０００円／１００．００％ 

契約金額 
（税込み：円） ２，６４６，０００円 

請負業者 日本都市設計㈱ 

その他  



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託７月４番 

抽出期間 平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭港崎守地区荷役機械基本設計委託 

種別 技術資料 

工事（委託）概要 

・荷役機械の設計に当たっての技術検討 
・荷役機械の設置方法の検討 
・荷役機械の製作設置工事発注仕様書の作成 
・荷役機械の製作設置工事に係る工事費概算書の作成 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（  社） 

地域要件 ― 

必要な実績 過去１０年間に国内において、元請けとして本業務の内容と同種の

業務の受注実績がある者 

入札参加申請者数 １社 

入札日 平成２７年７月３１日 

契約日 平成２７年８月 ３日 
入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） （一社）港湾荷役機械システム協会 ９，１２０，０００円 落札 

予定価格 
（税抜き：円） ９，１５０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
６，７２７，０４３円／７３．５２％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ９，１２０，０００円／９９．６７％ 

契約金額 
（税込み：円） ９，８８２，０００円 

請負業者 （一社）港湾荷役機械システム協会 

その他  

 


