
抽出事案説明書

番号 工事５月２番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭市立天神小学校校舎棟新築建築主体その２工事

種別 建築工事

工事（委託）概要

１．構造、階数：鉄筋コンクリート造 ４階建
２．建築面積 ：783.89㎡（校舎棟全体 1,831.59㎡）
３．延床面積 ：2,395.90㎡（全体 5,458.82㎡）
４．主要室 ：校長室、視聴覚室、特別活動室、楽器庫、児童会室等

ほか
※ 別途工事 ：建築主体その１工事、家具・内部建具工事、電気設備

工事、暖房・衛生設備工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（４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建築工事での施工実績

入札参加申請者数 ５社

入札日 平成３０年５月１１日

契約日（仮契約日） 平成３０年５月１６日



入札参加

者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

内池・日鋼ＭＥＣ・住ま

いのウチイケ・田渕

特別共同企業体

522,000,000円 514,200,000円

大内・栗林・早坂・共成

特別共同企業体
失格（複数落札制限）

黒光・木島・中塚・第一

特別共同企業体
515,000,000円 510,000,000円 474,000,000円 決定

東海・富士・若佐・成澤

特別共同企業体
失格（複数落札制限）

北興・伊藤工業・興伸・

田上 特別共同企業体
523,000,000円 514,500,000円

予定価格

（税抜き）
４７４，６９０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

４３７，０４３，６７６円／９２．０７％

落札額

（税抜き）

/落札率
４７４，０００，０００円／９９．８５％

契約金額

（税込み）
５１１，９２０，０００円

請負業者 黒光・木島・中塚・第一 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月４番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 旧白鳥台小学校校舎棟解体その１工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
旧白鳥台小学校校舎棟の解体工事
建物概要：鉄筋コンクリート造３階建、延床面積 2,670㎡（校舎棟全

体 4,050㎡）

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建築工事での施工実績

入札参加申請者数 ８社

入札日 平成３０年５月１１日

契約日（仮契約日） 平成３０年５月１７日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

アサヒ・神尾

特別共同企業体
80,000,000円 68,000,000円 66,100,000円 決定

木島・第一

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

黒光・共明

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

佐々木・丸三

特別共同企業体
72,800,000円 68,990,000円

大基・宇佐美

特別共同企業体
82,130,000円 辞退

東海・若佐

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

富士・成澤

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

藤川・伊藤

特別共同企業体
82,300,000円 78,800,000円

予定価格

（税抜き）
６６，１４０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

６０，４００，８７８円／９１．３２％

落札額

（税抜き）

/落札率
６６，１００，０００円／９９．９４％

契約金額

（税込み）
７１，３８８，０００円

請負業者 アサヒ・神尾 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月５番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 旧女性センターほか解体工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
旧女性センター及び旧職員会館ほかの解体工事
構造規模：鉄筋コンクリート造３階建、建築面積：704.80㎡
延床面積：1991.63㎡、車庫（鉄製３棟）31.8㎡、50.2㎡、16.0㎡ほか

発注形態 単体 ・ ＪＶ（２社）

ランク Ａランクまたは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建築工事での施工実績

入札参加申請者数 ７社

入札日 平成３０年５月１１日

契約日（仮契約日） 平成３０年５月１６日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

アサヒ・神尾

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

木島・第一

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

新和・江尻

特別共同企業体
65,000,000円 63,000,000円 61,300,000円 決定

大基・宇佐美

特別共同企業体
65,500,000円 64,000,000円

東海・若佐

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

富士・成澤

特別共同企業体
失格（同日落札制限）

藤川・伊藤

特別共同企業体
67,000,000円 64,200,000円

予定価格

（税抜き）
６１，４００，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

５６，３２４，２６５円／９１．７３％

落札額

（税抜き）

/落札率
６１，３００，０００円／９９．８４％

契約金額

（税込み）
６６，２０４，０００円

請負業者 新和・江尻 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事６月８番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 蘭東下水処理場ガスホルダ改修工事

種別 機械器具工事

工事（委託）概要

ガスホルダ設備工事
ウイギンス乾式ガスタンク １基
・シール膜交換
・底板取替
・内部、外部塗装

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器具工事での施工実績

入札参加申請者数 ３社

入札日 平成３０年６月２８日

契約日（仮契約日） 平成３０年７月３日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

栗林機工(株) 123,800,000円 122,000,000円 119,000,000円 決定

(株)興伸工機 125,000,000円 122,600,000円

日鋼ＭＥＣ(株) 126,400,000円 123,400,000円

予定価格

（税抜き）
１１９，２５０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０５，４２８，７００円／８８．４１％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１９，０００，０００円／９９．７９％

契約金額

（税込み）
１２８，５２０，０００円

請負業者 栗林機工(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事６月２５番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭市立天神小学校校舎棟新築弱電設備工事

種別 電気工事

工事（委託）概要

室蘭市立天神小学校校舎棟新築に伴う弱電設備工事
・構内情報通信網設備 ・構内交換設備 ・情報表示設備
・映像、音響設備 ・拡声設備 ・誘導支援設備
・テレビ共同受信設備 ・監視カメラ設備 ・防犯入退室管理設備
・火災報知設備 ・構内通信線路設備 ほか

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電気工事での施工実績

入札参加申請者数 ５社

入札日 平成３０年６月２９日

契約日（仮契約日） 平成３０年７月５日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

耕・大盛

特別共同企業体
82,000,000円 78,600,000円

大伸・大久保

特別共同企業体
80,600,000円 77,700,000円 75,900,000円 決定

大誠・相光日照

特別共同企業体
81,040,000円 78,000,000円

大同・メイセイ

特別共同企業体
失格（複数落札制限）

鐵和・創成

特別共同企業体
81,420,000円 79,790,000円

予定価格

（税抜き）
７５，９１０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

６８，９９６，８５０円／９０．８９％

落札額

（税抜き）

/落札率
７５，９００，０００円／９９．９９％

契約金額

（税込み）
８１，９７２，０００円

請負業者 大伸・大久保 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事８月６番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 室蘭市神代火葬場建替火葬炉設備工事

種別 機械器具工事

工事（委託）概要
火葬炉設備、燃焼設備、排ガス処理設備、電気・計装設備、火葬炉付帯設

備ほか

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成３０年８月３日

契約日 平成３０年８月９日

予定価格

（税抜き：円）
１４８，０００，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

１４７，９５０，０００円／９９．９７％

契約金額

（税込み：円）
１５９，７８６，０００円

請負業者 (株)宮本工業所

随意契約の理由

室蘭市神代火葬場整備火葬炉設備選定プロポーザルにおいて、優先交渉者に

選定された株式会社宮本工業所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

意契約をおこなった。

その他



抽出事案説明書

番号 工事８月７番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 （仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館プラネタリウム整備工事

種別 機械器具工事

工事（委託）概要

光学式プラネタリウム、デジタル式投影機、ハイブリットコンソール、全

天マルチサラウンド音響システム、直径１２ｍ水平シームレススクリーン、

リクライニングシート（８０席）、リクライニング移動座席（６席）、親子

座席（２席）、補聴器対応磁気ループ、床カーペット、自主製作システム（映

像編集、ミニドーム）、映像番組製作ほか

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成３０年８月３日

契約日 平成３０年８月９日

予定価格

（税抜き：円）
１９４，４００，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

１９４，４００，０００円／１００．００％

契約金額

（税込み：円）
２０９，９５２，０００円

請負業者 (株)五藤光学研究所

随意契約の理由

（仮称）室蘭市環境科学館プラネタリウム機種選定公募型プロポーザルの第

２回選定委員会において、優先交渉者に選定された株式会社五藤光学研究所

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）により随意契約をおこなった。

その他



抽出事案説明書

番号 委託５月２番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 天沢・地球岬統合小学校実施設計委託

種別 建築設計

工事（委託）概要
・構造 ：鉄筋コンクリート造３階建
・敷地面積：16,779㎡
・設計内容：３階建 540㎡程度の増築、既存部分の改修ほか

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

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、小中学校の校舎棟または体育館棟の

いずれかの延床面積 1,000㎡以上の実施設計業務の実績

入札参加申請者数 １０社

入札日 平成３０年５月１１日

契約日（仮契約日） 平成３０年５月１４日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目
随意

契約

(株)岡田設計 10,620,000円 落札

(株)札幌日総建 12,018,880円

(株)サン設計事務所 8,082,844円 無効（最低制限価格）

(株)ドーコン 8,400,000円 無効（最低制限価格）

(株)西村建築設計事務所 10,500,000円 無効（最低制限価格）

(株)日本工房 10,190,000円 無効（最低制限価格）

日本都市設計(株) 11,176,000円

北海道建築設計監理(株) 9,400,000円 無効（最低制限価格）

室蘭建築設計協同組合 12,090,000円

(株)北海道綜企画 11,555,000円

予定価格

（税抜き）
１３，７４０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０，５４０，９９１円／７６．７２％

落札額

（税抜き）

/落札率
１０，６２０，０００円／７７．２９％

契約金額

（税込み）
１１，４６９，６００円

請負業者 (株)岡田設計

その他



抽出事案説明書

番号 委託６月２番

抽出期間 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 チマイベツ配水区域区域ほか１区域漏水調査委託

種別 漏水調査

工事（委託）概要

作業計画書作成 ５５ｋｍ
現場下見調査 ５５ｋｍ
戸別音聴調査 ６，４７９戸
弁栓音聴調査 １９ｋｍ
路面音聴調査 １９ｋｍ
漏水確認調査 １９ｋｍ
水圧測定調査 １２箇所
流量測定調査 ３箇所
報告書作成 １式

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

地域要件
北海道内を本店又は支店、営業所、出張所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、漏水調査の実績

入札参加申請者数 ４社

入札日 平成３０年６月２８日

契約日（仮契約日） 平成３０年７月４日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

ジェイアクア(株) 5,610,000円

(株)管路診断 4,723,000円 落札

フジ地中情報(株)北海道支店 5,320,000円

札幌施設管理(株) 5,650,000円

予定価格

（税抜き）
５，９１０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

３，８３６，７７２円／６４．９２％

落札額

（税抜き）

/落札率
４，７２３，０００円／７９．９２％

契約金額

（税込み）
５，１００，８４０円

請負業者 (株)管路診断

その他


