
抽出事案説明書

番号 工事１１月６番

抽出期間 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 公共下水道絵鞆漁港マンホールポンプ新設工事

種別 電気工事

工事（委託）概要
・マンホールポンプ １箇所
・電気設備 １式
・機械設備 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電気工事での施工実績

入札参加申請者数 ７社

入札日 平成２９年１１月２２日

契約日（仮契約日） 平成２９年１１月２８日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

相光日照電気(株) 12,820,000円 12,350,000円

北光電業(株) 辞退

(株)大久保電気工事 12,800,000円 12,470,000円

(株)大誠電機 12,750,000円 12,100,000円 11,650,000円 決定

大伸電設(株) 13,000,000円 12,550,000円

大同電設(株) 13,090,000円 12,250,000円

鐵和電設(株) 12,960,000円 12,500,000円

予定価格

（税抜き）
１１，７１０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０，５２２，９００円／８９．８６％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１，６５０，０００円／９９．４９％

契約金額

（税込み）
１２，５８２，０００円

請負業者 (株)大誠電機

その他



抽出事案説明書

番号 工事１１月８番

抽出期間 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭港入江地区フェリー埠頭舗装補修工事

種別 舗装工事

工事（委託）概要

・溶融式区画線 Ｌ＝4,184ｍ
・区画線消去（削り取り式） Ｌ＝4,072ｍ
・アスファルト補修工 １式
・道路除草工 １式

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

地域要件

室蘭市内を本店、又は支店、営業所、出張所の所在地として営業してい

る者（市内に本店を有していない者にあっては、過去３年間に、元請け

として、室蘭市発注の道路除雪・融雪業務委託の受注実績を有している

者）

必要な実績 過去１０年間に元請として公共工事の舗装工事での施工実績

入札参加申請者数 ５社

入札日 平成２９年１１月２４日

契約日（仮契約日） 平成２９年１１月２８日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

菱中建設(株)室蘭支店 12,600,000円 12,400,000円

富士建設(株) 12,540,000円 12,000,000円 11,000,000円 決定

(有)丸商 12,900,000円 12,530,000円

(有)日ノ出建設 12,840,000円 12,530,000円

室蘭舗道建設(株) 12,900,000円 辞退

予定価格

（税抜き）
１１，０５０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

９，６９５，８００円／８７．７４％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１，０００，０００円／９９．５５％

契約金額

（税込み）
１１，８８０，０００円

請負業者 富士建設(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事２月６番

抽出期間 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 市立室蘭総合病院建物外部等改修三期工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
本館東側（地階・１階・２階・他）建物外部等の改修工事

屋上防水・外壁シーリング防水・外壁タイル・外壁塗装・
外部建具類・軒天井・他

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３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 ２社

入札日 平成３０年２月１６日

契約日（仮契約日） 平成３０年２月２３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・早坂・田上

特別共同企業体
118,300,000円 114,000,000円 110,600,000円 決定

藤川・石原・興伸

特別共同企業体
120,000,000円 116,000,000円

予定価格

（税抜き）
１１０，６８０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

９９，７０３，０４２円／９０．０８％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１０，６００，０００円／９９．９３％

契約金額

（税込み）
１１９，４４８，０００円

請負業者 アサヒ・早坂・田上 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事１月６番

抽出期間 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 祝津風力発電設備主軸受ほか改修工事

種別 機械器具工事

工事（委託）概要

祝津風力発電設備の主軸受に発生した経年劣化による不具合に対し、主軸

受及び関連部品の交換を行う。

・主軸受の交換 １カ所

・増速機の交換 １カ所

・上記に伴う、解体組立作業および関連部品の交換

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成３０年１月２６日

契約日 平成３０年２月１日

予定価格

（税抜き：円）
１３８，８００，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

１３８，０００，０００円／９９．４２％

契約金額

（税込み：円）
１４９，０４０，０００円

請負業者 三菱重工業(株)パワードメイン再生エネルギー事業部

随意契約の理由

当工事の施工には風力発電設備新設と同等の専門性の高い施工能力を有し

ていることと、主要な交換部品を保有している必要があることから当該設備

の製造会社である三菱重工業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

より随意契約をおこなった。

その他



抽出事案説明書

番号 委託２月１番

抽出期間 平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 市立室蘭総合病院建物外部等改修三期工事監理委託

種別 建築設計

工事（委託）概要
本館東側（地階・１階・２階・他）の改修工事に向けた工事監理委託

屋上防水・外壁シーリング防水・外壁タイル・外壁塗装・
外部建具・軒天井・他

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

地域要件
北海道内に本店又は支店、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
過去北海道内において２００床以上の病院の新築又は増改築の工事監理

実績

入札参加申請者数 １社

入札日 平成３０年２月２３日

契約日（仮契約日） 平成３０年２月２７日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

（株）サン設計事務所 3,800,000円 落札

予定価格

（税抜き）
３，８０７，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

２，９５７，３８７円／７７．６８％

落札額

（税抜き）

/落札率
３，８００，０００円／９９．８２％

契約金額

（税込み）
４，１０４，０００円

請負業者 （株）サン設計事務所

その他



抽出事案説明書（参考）

番号 委託 月 番

抽出期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 市立室蘭総合病院建物外部等改修一期工事監理委託

種別 建築設計

工事（委託）概要
東病棟建物外部等の改修工事に向けた工事監理委託

屋上防水・外壁タイル・外壁シーリング防水・外部建具類・
軒天井・他

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

地域要件 北海道内に本店又は支店を有している者

必要な実績
過去北海道内において２００床以上の病院の新築又は増改築の工事監理

実績

入札参加申請者数 １社

入札日 平成２８年５月１０日

契約日（仮契約日） 平成２８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

（株）サン設計事務所 3,566,000円 落札

予定価格

（税抜き）
３，５６６，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

２，７５４，０１５円／７７．２３％

落札額

（税抜き）

/落札率
３，５６６，０００円／１００．００％

契約金額

（税込み）
３，８５１，２８０円

請負業者 （株）サン設計事務所

その他



抽出事案説明書（参考）

番号 委託 月 番

抽出期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 市立室蘭総合病院建物外部等改修二期工事監理委託

種別 建築設計

工事（委託）概要
西病棟建物外部等の改修工事に向けた工事監理委託

屋上防水・外壁タイル・外壁シーリング防水・外部建具類・
軒天井・他

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク －

地域要件 北海道内に本店又は支店を有している者

必要な実績
過去北海道内において２００床以上の病院の新築又は増改築の工事監理

実績

入札参加申請者数 １社

入札日 平成２９年３月２日

契約日（仮契約日） 平成２９年３月６日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

（株）サン設計事務所 4,050,000円 落札

予定価格

（税抜き）
４，１１８，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

３，１９５，６４２円／７７．６０％

落札額

（税抜き）

/落札率
４，０５０，０００円／９８．３５％

契約金額

（税込み）
４，３７４，０００円

請負業者 （株）サン設計事務所

その他


