
   1 頁

入札執行表（結果）
令和 3年度 契約番号 2021000354 入札日時 令和 4年 3月11日　　午前10時00分

市道御前水町1丁目6号通線道路改良工事
件名

場所 室蘭市御前水町1丁目

期間 令和 4年 3月14日　から　令和 4年 6月11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

株式会社小野寺建設　代表取締役　小野寺　健
夫

1         ¥6,692,500                                     無効

木下建設株式会社　代表取締役　丸子　誠2                                                       失格

有限会社共明　代表取締役　鈴木　豪3                                                       失格

佐々木塗装工業株式会社　代表取締役　佐々木
　竹寿

4         ¥6,692,500                                     

第一建設株式会社　代表取締役　佐藤　直5         ¥6,692,500                                     

有限会社大進　代表取締役　紙谷　好宜6         ¥6,692,500                                     

有限会社拓美工業　代表取締役　荒木　勝四郎7         ¥6,692,500                                     

株式会社萩原工業　代表取締役　萩原　理道8         ¥6,692,500                                     

株式会社博信建設工業　代表取締役　早坂　憲
二

9         ¥6,692,500                                     落札

株式会社羽立総合建設　代表取締役　羽立　留
美子

10         ¥6,691,800                                     無効

有限会社日ノ出建設　代表取締役　佐々木　徹11         ¥6,692,500                                     

北営工業株式会社　代表取締役　笹谷　雅紀12         ¥6,692,500                                     

有限会社マルキタ北星　代表取締役　渡辺　義
明

13         ¥6,692,500                                     

株式会社丸三建設　代表取締役　松本　一雄14         ¥6,692,500                                     

有限会社丸商　代表取締役　丸子　哲治15         ¥6,692,500                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社博信建設工業　代表取締役　早坂　憲二

（２）落札額 （税抜）         ¥6,692,500

（税込）         ¥7,361,750 うち消費税相当額           ¥669,250

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,650,000

（税込）         ¥8,415,000 うち消費税相当額           ¥765,000

（４）         ¥6,692,500最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥7,361,750 うち消費税相当額           ¥669,250

執行者職氏名 都市建設部　室蘭市職員　佐藤　一徳

立会者職氏名 会計会計課　会計管理者　工藤　隆司
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入札執行表（結果）
令和 3年度 契約番号 2021000354

市道御前水町1丁目6号通線道路改良工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社三川　代表取締役　三浦　真彦
        ¥6,692,500                                     16

有限会社水元建設　代表取締役　滝谷　勲
        ¥6,692,500                                     17
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000354 入札日時 令和 4年 3月11日　　午前10時00分

市道御前水町1丁目6号通線道路改良工事
件名

場所 室蘭市御前水町1丁目

期間 令和 4年 3月14日　から　令和 4年 6月11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

株式会社小野寺建設　代表取締役　小野寺　健
夫

1         ¥6,692,500                                     無効

木下建設株式会社　代表取締役　丸子　誠2                                                       失格

有限会社共明　代表取締役　鈴木　豪3                                                       失格

佐々木塗装工業株式会社　代表取締役　佐々木
　竹寿

4         ¥6,692,500                                     

第一建設株式会社　代表取締役　佐藤　直5         ¥6,692,500                                     

有限会社大進　代表取締役　紙谷　好宜6         ¥6,692,500                                     

有限会社拓美工業　代表取締役　荒木　勝四郎7         ¥6,692,500                                     

株式会社萩原工業　代表取締役　萩原　理道8         ¥6,692,500                                     

株式会社博信建設工業　代表取締役　早坂　憲
二

9         ¥6,692,500                                     落札

株式会社羽立総合建設　代表取締役　羽立　留
美子

10         ¥6,691,800                                     無効

有限会社日ノ出建設　代表取締役　佐々木　徹11         ¥6,692,500                                     

北営工業株式会社　代表取締役　笹谷　雅紀12         ¥6,692,500                                     

有限会社マルキタ北星　代表取締役　渡辺　義
明

13         ¥6,692,500                                     

株式会社丸三建設　代表取締役　松本　一雄14         ¥6,692,500                                     

有限会社丸商　代表取締役　丸子　哲治15         ¥6,692,500                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社博信建設工業　代表取締役　早坂　憲二

（２）落札額 （税抜）         ¥6,692,500

（税込）         ¥7,361,750 うち消費税相当額           ¥669,250

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,650,000

（税込）         ¥8,415,000 うち消費税相当額           ¥765,000

（４）         ¥6,692,500最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥7,361,750 うち消費税相当額           ¥669,250

執行者職氏名 都市建設部　室蘭市職員　佐藤　一徳

立会者職氏名 会計会計課　会計管理者　工藤　隆司
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000354

市道御前水町1丁目6号通線道路改良工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社三川　代表取締役　三浦　真彦
        ¥6,692,500                                     16

有限会社水元建設　代表取締役　滝谷　勲
        ¥6,692,500                                     17
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入札日： R4.3.11
発注課： 土木課維持係

入札番号： 3
工種： 一般土木
件名： 市道御前水町1丁目6号通線道路改良工事

結果 入札順位 会社名 フリガナ くじ番号
0 佐々木塗装工業㈱ ササキトソウコウギョウ 669
1 第一建設㈱ ダイイチケンセツ 333
2 ㈲大進 タイシン 814
3 ㈲拓美工業 タクミコウギョウ 215
4 ㈱萩原工業 ハギワラコウギョウ 819

落札 5 ㈱博信建設工業 ハクシンケンセツコウギョウ 501
6 ㈲日ノ出建設 ヒノデケンセツ 124
7 北営工業㈱ ホクエイコウギョウ 42
8 ㈲マルキタ北星 マルキタホクセイ 555
9 ㈱丸三建設 マルサンケンセツ 405
10 ㈲丸商 マルショウ 835
11 ㈱三川 ミカワ 315
12 ㈲水元建設 ミズモトケンセツ 722
合計 6,349

合計÷同価の入札者数のあまり 5

くじの結果


