
 

 

抽出事案説明書 

番号 工事４月１３番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６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１期大規模改修家具・内部建具工事 

種別 建築 

工事（委託）概要 室蘭市立高平小学校校舎棟の大規模改修に伴い、木製家具、木製内

部建具を作成、設置する工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年４月２５日 

契約日 平成２６年５月１日 

予定価格 
（税抜き：円） ３９，５７０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ３９，０００，０００円／９８．５６％ 

契約金額 
（税込み：円） ４２，１２０，０００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 

本工事は、工事規模が大きく単体業者では対応が難しいため、当

該業務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）の規定により随意契約を

行った。 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事６月１９番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 室蘭市蘭東下水処理場４号遠心脱水機及び汚泥濃度計改修工事 

種別 機械 

工事（委託）概要 遠心脱水機分解整備及び汚泥濃度計改修 1式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年６月２６日 

契約日 平成２６年７月１日 

予定価格 
（税抜き：円） ２０，８７０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １９，１９０，０００円／９１．９５％ 

契約金額 
（税込み：円） ２０，７２５，２００円 

請負業者 ㈱西原環境北海道支店 

随意契約の理由 

㈱西原環境北海道支店は、当該脱水機及び濃度計の設置、製造を

行った業者であり、本件の改修工事は、当該機器に係る特許権を有

している同社以外では行うことができないことから、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)のエ（特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事若しくは
特許権等に関係ある契約を必要とするとき）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７月１６番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 平成２６年度東町大和団地公営住宅建替ガス設備工事 

種別 管 

工事（委託）概要 東町大和団地公営住宅の建替に伴う、屋内外のガス設備工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年７月４日 

契約日 平成２６年７月１０日 

予定価格 
（税抜き：円） ７５，４００，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ７１，４５０，０００円／９４．７６％ 

契約金額 
（税込み：円） ７７，１６６，０００円 

請負業者 室蘭ガス㈱ 

随意契約の理由 

当該工事は、東町大和団地公営住宅の建替に伴うガス設備工事

で、当該業務を実施できる室蘭ガス株式会社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)のエ
（特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事若しくは特許権等

に関係ある契約を必要とするとき）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５月８番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備工事 

種別 電気 

工事（委託）概要 

 
・消防救急デジタル無線整備      １式 
・高機能消防指令センター整備     １式 
・消防救急アナログ無線一部撤去    １式 
（支署卓上型無線装置、車載無線装置） 

ほか 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３社） 

ランク Ａランク 

地域要件 代表者以外の構成員は、室蘭市内に本店を有している者 

必要な実績 

過去１０年間に元請として当該システムに係る主たる装置（無線回
線制御装置、基地局無線装置、自動出動指定装置、地図等検索装置、
指令制御装置）を自社で設計製造し、かつ、無線回線制御装置を有す
る消防救急デジタル無線整備事業及び高機能消防指令センター総合
整備事業Ⅱ又はⅢ型に対応した指令システム更新事業の施工実績 
 
 
 
 
 

入札参加申請者数 ３社 

入札日 平成２６年５月２３日 

契約日 平成２６年６月２４日 



 

 

 

 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 ２回目 見積合せ 
沖・大同・耕 
特別共同企業体 436,000,000円 430,000,000円 393,000,000円 

決定 
富士通・大伸・

相光日照 
特別共同企業体 

辞退   

ＮＥＣ・大誠・

鐵和 
特別共同企業体 

辞退   

予定価格 
（税抜き：円） ３９３，０２０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
３６５，２２２，４５０円／９２．９３％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ３９３，０００，０００円／９９．９９％ 

契約金額 
（税込み：円） ４２４，４４０，０００円 

請負業者 沖・大同・耕 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事５月１６番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６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 

施設改良工事 
・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２６年５月２９日 

契約日 平成２６年６月２日 



 

 

 

 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 ２回目 見積合せ 
㈱栗林商会 67,140,000円 65,800,000円 63,000,000円 

決定 
日鋼工営㈱ 71,200,000円 66,500,000円  
㈱モノリス 72,400,000円 66,800,000円  

予定価格 
（税抜き：円） ６３，８００，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
６１，１９０，５３２円／９５．９１％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ６３，０００，０００円／９８．７５％ 

契約金額 
（税込み：円） ６８，０４０，０００円 

請負業者 ㈱栗林商会 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事６月２番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 市道母恋・東町大通線災害防除工事 

種別 一般土木 

工事（委託）概要 

 
擁壁工 
・擁壁補修工  L=193m 
・仮設工    １式 
落石雪害防止工 
・落石防護工  L=80m 
・転石破砕工  14.13m3 

 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（２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、元請として公共工事の一般土木工事の施工実績 
 

入札参加申請者数 ７社 

入札日 平成２６年６月２７日 

契約日 平成２６年７月２日 



 

 

 

 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

黒光・日鋼工営 特別共同企業体 46,500,000円  
共成・木下 特別共同企業体 43,155,950円 失格 
東海・栗林機工 特別共同企業体 44,950,000円 落札 
新和・藤翔 特別共同企業体 48,500,000円  
大基・神尾 特別共同企業体 45,800,000円  
アサヒ・藤川 特別共同企業体 48,500,000円  
早坂・大内 特別共同企業体 42,997,500円 失格 

予定価格 
（税抜き：円） ５０，１１０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
４３，７９２，９５０円／８７．３９％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ４４，９５０，０００円／８９．７０％ 

契約金額 
（税込み：円） ４８，５４６，０００円 

請負業者 東海・栗林機工 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

 
抽出事案説明書 

番号 工事７月１番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭市中島本町１丁目道路整備工事 

種別 一般土木 

工事（委託）概要 

 
・施工延長    Ｌ＝129.62ｍ  
・工事幅員    Ｗ＝2.00+7.00+2.00m 
・排水工     １式 
・路盤工     １式 
・舗装工     １式 
・道路付属施設工 １式 
 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 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、元請として公共工事の一般土木工事又は舗装

工事の施工実績 
 

入札参加申請者数 ２１社 

入札日 平成２６年７月４日 

契約日 平成２６年７月１０日 



 

 

 

 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

木下建設株式会社 19,056,300円 失格 
株式会社江尻建設 19,046,500円 失格 
株式会社三川 19,057,250円 落札 
株式会社博信建設工業 19,680,000円  
株式会社勝和施工 19,091,000円  
早坂産業株式会社 19,050,500円 失格 
新和建設株式会社 19,054,800円 失格 
藤川建設株式会社 19,051,200円 失格 
日鋼工営株式会社 19,050,750円 失格 
富士建設株式会社 21,000,000円  
株式会社小野寺建設 19,021,900円 失格 
木島建設株式会社 19,052,000円 失格 
石原建設株式会社 19,039,000円 失格 
株式会社アサヒ建設 18,990,000円 失格 
大基建設株式会社 19,049,250円 失格 
株式会社若佐組 21,440,000円  
株式会社丸三建設 21,440,000円  
東海建設株式会社 20,770,000円  
株式会社田上組 19,052,000円 失格 
黒光建設株式会社 19,049,250円 失格 
栗林機工株式会社 19,048,300円 失格 

予定価格 
（税抜き：円） ２１，８７０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１９，０５６，９００円／８７．１４％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １９，０５７，２５０円／８７．１４％ 

契約金額 
（税込み：円） ２０，５８１，８３０円 

請負業者 ㈱三川 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事７月８番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 平成２６年度東町大和団地公営住宅建替衛生設備その１工事 

種別 管 

工事（委託）概要 

 
東町大和団地公営住宅建替に伴う給排水衛生設備工事(45戸)  
・換気設備     ・給水設備 
・排水設備     ・給湯設備 
・衛生器具設備   ・消火設備 
 

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、元請として公共建築物の新増改築又は改修の
管工事の施工実績 
 
 
 
 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２６年７月４日 

契約日 平成２６年７月８日 



 

 

 

 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

ユニオン・ノース・秋吉 特別共同企業体 104,800,000円 落札 
高橋・丸三・木下 特別共同企業体 105,200,000円 
小川・佐藤・大友 特別共同企業体 106,000,000円 
三栄・創栄・和歌山 特別共同企業体 105,500,000円 

予定価格 
（税抜き：円） １０５，６８０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
９４，５７２，３００円／８９．４９％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １０４，８００，０００円／９９．１７％ 

契約金額 
（税込み：円） １１３，１８４，０００円 

請負業者 ユニオン・ノース・秋吉 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託５月１番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭市管内道路のり面工・土工構造物点検委託 

種別 土木設計 

工事（委託）概要 ・道路のり面工・土工構造物点検 ３５４箇所 
・報告書作成            １式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（  社） 

ランク ― 

地域要件 室蘭市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本業務の類似業務実績がある者 

入札参加申請者数 ３社 

入札日 平成２６年５月１６日 

契約日 平成２６年５月１９日 

入札参加者/入札金
額（税抜き：円） 

応用設計株式会社 16,750,000  

㈱メイセイ・エンジニアリング 16,680,000 落札 

新世紀コンサル㈱ 16,810,000  
予定価格 
（税抜き：円） １７，７６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１３，６２０，２０９円／７６．６９％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １６，６８０，０００円／９３．９２％ 

契約金額 
（税込み：円） １８，０１４，４００円 

請負業者 ㈱メイセイ・エンジニアリング 
その他  



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託７月２番 

抽出期間 平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 八丁平南公園及び市有地土地対策工事設計委託 

種別 土木設計 

工事（委託）概要 
八丁平南公園及び隣接市有地等の土壌汚染対策工事並びに対策

工と一体的に行う必要のある八丁平南公園再整備及び隣接市有地

等の整備を行うための設計業務 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年７月１１日 

契約日 平成２６年７月１６日 

予定価格 
（税抜き：円） １８，０４０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １６，５００，０００円／９１．４６％ 

契約金額 
（税込み：円） １７，８２０，０００円 

請負業者 パシフィックコンサルタンツ㈱北海道支社 

随意契約の理由 

パシフィックコンサルタンツ㈱北海道支社は、土壌汚染対策法に

基づく指定調査機関であり、かつ、要措置区域指定に係る検討業務

実績を有している業者で、平成２５年度には、八丁平南公園及び隣

接市有地の土壌汚染調査業務委託を受託し、その中で土壌汚染対策

工案の検討も行っているため、本市の土地対策に対する十分な知見

を有しており、一刻も早い対応が可能である。 
 このことから、一刻も早い対策工事の実施のため、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第５号（緊急の必要により競争入札に付

することができないとき）の規定に基づき、同社と随意契約を行っ

た。 

その他  

 


