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入札執行表（結果）
令和 4年度 契約番号 2022000085 入札日時 令和 4年 5月27日　　午前10時00分

市道区画線整備工事
件名

場所 室蘭市

期間 令和 4年 5月30日　から　令和 4年 8月17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

アイケー工業株式会社　代表取締役　柿崎　隆1         ¥5,944,300                                     

エコーライン株式会社　代表取締役　原野　雅
恵

2         ¥5,944,300                                     

株式会社大宮ホーロー北海道製作所　代表取締
役　甚内　祐亮

3         ¥5,779,200                                     無効

開発産業株式会社　代表取締役　土田　重雄4         ¥5,944,300                                     

株式会社キクテック北海道　代表取締役　足立
　誠一

5         ¥5,944,300                                     

株式会社多田塗装工業　代表取締役　多田　征
人

6         ¥5,944,300                                     

国策共栄株式会社　代表取締役社長　内田　善
朗

7         ¥5,944,300                                     

株式会社札幌ロードメイク　代表取締役　庄子
　直美

8         ¥5,944,300                                     

柴田興産株式会社　代表取締役　柴田　昌幸9         ¥5,944,300                                     

日栄興業株式会社　代表取締役　櫻田　弦樹10         ¥5,944,300                                     

日綱道路整備株式会社　代表取締役　横田　明
憲

11         ¥5,944,300                                     落札

日本マーキング株式会社　代表取締役　中谷　
一成

12         ¥5,944,300                                     

株式会社保工北海道　代表取締役社長　佐藤　
文明

13         ¥5,944,300                                     

北海道技建株式会社　代表取締役　山田　崇広14         ¥5,944,300                                     

株式会社北海道東光興業所　代表取締役　宇佐
見　哲夫

15         ¥5,944,300                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日綱道路整備株式会社　代表取締役　横田　明憲

（２）落札額 （税抜）         ¥5,944,300

（税込）         ¥6,538,730 うち消費税相当額           ¥594,430

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,720,000

（税込）         ¥7,392,000 うち消費税相当額           ¥672,000

（４）         ¥5,944,300最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥6,538,730 うち消費税相当額           ¥594,430

執行者職氏名 都市建設部土木課　室蘭市職員　阿部　啓之

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 4年度 契約番号 2022000085

市道区画線整備工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

北海道道路産業株式会社　代表取締役　藤巻　
俊一

        ¥5,944,300                                     16

株式会社北海道ライン興業　代表取締役　加藤
　悟

        ¥5,944,300                                     17

北海道ラインファルト株式会社　代表取締役　
金谷　俊幸

        ¥5,944,300                                     18

株式会社北海道ロードサービス　代表取締役　
千葉　敬

        ¥5,944,300                                     19

丸進工業株式会社　代表取締役　佐藤　淳
        ¥5,944,300                                     20

大和谷工業株式会社　代表取締役　伊藤　勲
        ¥5,944,300                                     21

株式会社渡辺塗料商会　代表取締役　森野　可
大

        ¥5,944,300                                     22
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入札結果及び経過
令和 4年度 契約番号 2022000085 入札日時 令和 4年 5月27日　　午前10時00分

市道区画線整備工事
件名

場所 室蘭市

期間 令和 4年 5月30日　から　令和 4年 8月17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

アイケー工業株式会社　代表取締役　柿崎　隆1         ¥5,944,300                                     

エコーライン株式会社　代表取締役　原野　雅
恵

2         ¥5,944,300                                     

株式会社大宮ホーロー北海道製作所　代表取締
役　甚内　祐亮

3         ¥5,779,200                                     無効

開発産業株式会社　代表取締役　土田　重雄4         ¥5,944,300                                     

株式会社キクテック北海道　代表取締役　足立
　誠一

5         ¥5,944,300                                     

株式会社多田塗装工業　代表取締役　多田　征
人

6         ¥5,944,300                                     

国策共栄株式会社　代表取締役社長　内田　善
朗

7         ¥5,944,300                                     

株式会社札幌ロードメイク　代表取締役　庄子
　直美

8         ¥5,944,300                                     

柴田興産株式会社　代表取締役　柴田　昌幸9         ¥5,944,300                                     

日栄興業株式会社　代表取締役　櫻田　弦樹10         ¥5,944,300                                     

日綱道路整備株式会社　代表取締役　横田　明
憲

11         ¥5,944,300                                     落札

日本マーキング株式会社　代表取締役　中谷　
一成

12         ¥5,944,300                                     

株式会社保工北海道　代表取締役社長　佐藤　
文明

13         ¥5,944,300                                     

北海道技建株式会社　代表取締役　山田　崇広14         ¥5,944,300                                     

株式会社北海道東光興業所　代表取締役　宇佐
見　哲夫

15         ¥5,944,300                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日綱道路整備株式会社　代表取締役　横田　明憲

（２）落札額 （税抜）         ¥5,944,300

（税込）         ¥6,538,730 うち消費税相当額           ¥594,430

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,720,000

（税込）         ¥7,392,000 うち消費税相当額           ¥672,000

（４）         ¥5,944,300最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥6,538,730 うち消費税相当額           ¥594,430

執行者職氏名 都市建設部土木課　室蘭市職員　阿部　啓之

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 4年度 契約番号 2022000085

市道区画線整備工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

北海道道路産業株式会社　代表取締役　藤巻　
俊一

        ¥5,944,300                                     16

株式会社北海道ライン興業　代表取締役　加藤
　悟

        ¥5,944,300                                     17

北海道ラインファルト株式会社　代表取締役　
金谷　俊幸

        ¥5,944,300                                     18

株式会社北海道ロードサービス　代表取締役　
千葉　敬

        ¥5,944,300                                     19

丸進工業株式会社　代表取締役　佐藤　淳
        ¥5,944,300                                     20

大和谷工業株式会社　代表取締役　伊藤　勲
        ¥5,944,300                                     21

株式会社渡辺塗料商会　代表取締役　森野　可
大

        ¥5,944,300                                     22
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入札日： R4.5.27
発注課： 土木課維持係

入札番号： 6
工種： 塗装
件名： 市道区画線整備工事

結果 入札順位 会社名 フリガナ くじ番号
0 アイケー工業㈱ アイケーコウギョウ 684
1 エコーライン㈱ エコーライン 357
2 開発産業㈱ カイハツサンギョウ 323
3 ㈱キクテック北海道 キクテックホッカイドウ 122
4 国策共栄㈱ コクサクキョウエイ 109
5 ㈱札幌ロードメイク サッポロロードメイク 358
6 柴田興産㈱ シバタコウサン 511
7 ㈱多田塗装工業 タダトソウ 624
8 日栄興業㈱ ニチエイコウギョウ 999

落札 9 日綱道路整備㈱ ニッコウドウロセイビ 59
10 日本マーキング㈱ ニホンマーキング 326
11 ㈱保工北海道 ホコウホッカイドウ 827
12 北海道技建㈱ ホッカイドウギケン 527
13 ㈱北海道東光興業所 ホッカイドウトウコウコウギョウショ 358
14 北海道道路産業㈱ ホッカイドウドウロサンギョウ 330
15 ㈱北海道ライン興業 ホッカイドウラインコウギョウ 999
16 北海道ラインファルト㈱ ホッカイドウラインファルト 7
17 ㈱北海道ロードサービス ホッカイドウロードサービス 999
18 丸進工業㈱ マルシンコウギョウ 129
19 大和谷工業㈱ ヤマトヤコウギョウ 903
20 ㈱渡辺塗料商会 ワタナベトリョウショウカイ 118
合計 9,669

合計÷同価の入札者数のあまり 9

くじの結果


