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入札執行表（結果）
令和 3年度 契約番号 2021000066 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

旧天沢小学校校舎棟解体その３工事
件名

場所 室蘭市御前水町2丁目16番1号

期間 令和 3年 6月 7日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社アサヒ建設　代表取締役　古川　孝明1        ¥21,150,000                                     

石原建設株式会社　代表取締役　石原　一人2        ¥20,809,000                                     

株式会社宇佐美建設　代表取締役　小林　英二3        ¥20,800,000                                     落札

株式会社江尻建設　代表取締役　和田　清美4                                                       失格

大内建設株式会社　代表取締役　森本　靖5        ¥21,260,000                                     

株式会社小野寺建設　代表取締役　小野寺　健
夫

6        ¥20,892,000                                     

神尾建設株式会社　代表取締役　神尾　寿夫7        ¥21,238,000                                     

株式会社川田建設工業　代表取締役　川田　寿
之

8        ¥20,544,000                                     無効

木島建設株式会社　代表取締役　荒木　勝四郎9        ¥21,050,000                                     

共成土木株式会社　代表取締役　中村　嘉孝10        ¥21,664,000                                     

有限会社共明　代表取締役　鈴木　豪11        ¥21,137,000                                     

黒光建設株式会社　代表取締役社長　黒光　恵
司

12        ¥18,600,000                                     無効

株式会社興伸工機　代表取締役社長　工藤　一
人

13        ¥21,454,000                                     

佐々木塗装工業株式会社　代表取締役　佐々木
　竹寿

14        ¥19,423,000                                     無効

新和建設株式会社　代表取締役社長　天沼　礼
二

15                                                       失格

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社宇佐美建設　代表取締役　小林　英二

（２）落札額 （税抜）        ¥20,800,000

（税込）        ¥22,880,000 うち消費税相当額         ¥2,080,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥22,560,000

（税込）        ¥24,816,000 うち消費税相当額         ¥2,256,000

（４）        ¥20,787,761最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥22,866,538 うち消費税相当額         ¥2,078,777

執行者職氏名 都市建設部建築管理課　室蘭市職員　若松　裕樹

立会者職氏名

IP54P180



   2 頁

入札執行表（結果）
令和 3年度 契約番号 2021000066

旧天沢小学校校舎棟解体その３工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一建設株式会社　代表取締役　佐藤　直
       ¥20,447,000                                     無効16

有限会社高橋建設　代表取締役　高橋　芳朗
       ¥20,900,000                                     17

株式会社田渕建設　代表取締役　小林　久人
       ¥21,060,000                                     18

中田工業株式会社　代表取締役　中田　貴
       ¥20,712,000                                     無効19

株式会社成澤工務店　代表取締役　成澤　久雄
       ¥20,850,000                                     20

有限会社西塚建設　代表取締役　西塚　正勝
       ¥21,340,000                                     21

株式会社羽立総合建設　代表取締役　羽立　留
美子

       ¥20,000,000                                     無効22

早坂産業株式会社　代表取締役　早坂　浩司
       ¥19,791,000                                     無効23

富士建設株式会社　代表取締役　橋詰　昌明
       ¥21,050,000                                     24

株式会社藤翔建設　代表取締役　工藤　淳一
       ¥22,140,000                                     25

北営工業株式会社　代表取締役　笹谷　雅紀
       ¥21,060,000                                     26

株式会社丸三建設　代表取締役　松本　一雄
       ¥21,685,000                                     27

株式会社若佐組　代表取締役　若佐　誠
       ¥20,133,000                                     無効28
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000066 入札日時 令和 3年 6月 4日　　午前10時00分

旧天沢小学校校舎棟解体その３工事
件名

場所 室蘭市御前水町2丁目16番1号

期間 令和 3年 6月 7日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社アサヒ建設　代表取締役　古川　孝明1        ¥21,150,000                                     

石原建設株式会社　代表取締役　石原　一人2        ¥20,809,000                                     

株式会社宇佐美建設　代表取締役　小林　英二3        ¥20,800,000                                     落札

株式会社江尻建設　代表取締役　和田　清美4                                                       失格

大内建設株式会社　代表取締役　森本　靖5        ¥21,260,000                                     

株式会社小野寺建設　代表取締役　小野寺　健
夫

6        ¥20,892,000                                     

神尾建設株式会社　代表取締役　神尾　寿夫7        ¥21,238,000                                     

株式会社川田建設工業　代表取締役　川田　寿
之

8        ¥20,544,000                                     無効

木島建設株式会社　代表取締役　荒木　勝四郎9        ¥21,050,000                                     

共成土木株式会社　代表取締役　中村　嘉孝10        ¥21,664,000                                     

有限会社共明　代表取締役　鈴木　豪11        ¥21,137,000                                     

黒光建設株式会社　代表取締役社長　黒光　恵
司

12        ¥18,600,000                                     無効

株式会社興伸工機　代表取締役社長　工藤　一
人

13        ¥21,454,000                                     

佐々木塗装工業株式会社　代表取締役　佐々木
　竹寿

14        ¥19,423,000                                     無効

新和建設株式会社　代表取締役社長　天沼　礼
二

15                                                       失格

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社宇佐美建設　代表取締役　小林　英二

（２）落札額 （税抜）        ¥20,800,000

（税込）        ¥22,880,000 うち消費税相当額         ¥2,080,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥22,560,000

（税込）        ¥24,816,000 うち消費税相当額         ¥2,256,000

（４）        ¥20,787,761最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥22,866,538 うち消費税相当額         ¥2,078,777

執行者職氏名 都市建設部建築管理課　室蘭市職員　若松　裕樹

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000066

旧天沢小学校校舎棟解体その３工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一建設株式会社　代表取締役　佐藤　直
       ¥20,447,000                                     無効16

有限会社高橋建設　代表取締役　高橋　芳朗
       ¥20,900,000                                     17

株式会社田渕建設　代表取締役　小林　久人
       ¥21,060,000                                     18

中田工業株式会社　代表取締役　中田　貴
       ¥20,712,000                                     無効19

株式会社成澤工務店　代表取締役　成澤　久雄
       ¥20,850,000                                     20

有限会社西塚建設　代表取締役　西塚　正勝
       ¥21,340,000                                     21

株式会社羽立総合建設　代表取締役　羽立　留
美子

       ¥20,000,000                                     無効22

早坂産業株式会社　代表取締役　早坂　浩司
       ¥19,791,000                                     無効23

富士建設株式会社　代表取締役　橋詰　昌明
       ¥21,050,000                                     24

株式会社藤翔建設　代表取締役　工藤　淳一
       ¥22,140,000                                     25

北営工業株式会社　代表取締役　笹谷　雅紀
       ¥21,060,000                                     26

株式会社丸三建設　代表取締役　松本　一雄
       ¥21,685,000                                     27

株式会社若佐組　代表取締役　若佐　誠
       ¥20,133,000                                     無効28
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