
 

 

 
 

抽出事案説明書 

番号 工事２月２番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 八丁平南公園外土地対策（その１）工事 

種別 一般土木 

工事（委託）概要 

 
土壌汚染対策法に基づき北海道より要措置区域の指定を受けた八
丁平南公園及び隣接市有地等の土壌汚染対策を行うもの。 
・敷地造成工     １式 
・法面工       １式 
・擁壁工       １式 
・雨水排水整備工   １式 
・管理施設整備工   １式 
・仮設工       １式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３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年間に元請けとして公共工事の一般土木工事の施工実績 
 
 
 
 
 

入札参加申請者数 ５社 

入札日 平成２７年２月１３日 

契約日 平成２７年２月１９日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

東海・新和・木島 特別共同企業体 １２４，５００，０００円 落札 
黒光・大基・石原 特別共同企業体 １２４，９００，０００円 
伊藤・富士・若佐 特別共同企業体 １２６，２００，０００円 
アサヒ・早坂・藤川 特別共同企業

体 １２７，３３０，０００円 

北興・共成・木下 特別共同企業体 １２７，５００，０００円 
予定価格 
（税抜き：円） １２８，０４０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１１２，２４０，２５０円／８７．６６％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １２４，５００，０００円／９７．２４％ 

契約金額 
（税込み：円） １３４，４６０，０００円 

請負業者 東海・新和・木島 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

 
 

抽出事案説明書 

番号 工事２月３番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 八丁平南公園外土地対策（その２）工事 

種別 一般土木 

工事（委託）概要 

 
土壌汚染対策法に基づき北海道より要措置区域の指定を受けた八
丁平南公園及び隣接市有地等の土壌汚染対策を実施するため、盛土材
を指定区域に運搬するもの。 
・敷地造成工     １式 
・仮設工       １式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３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年間に元請けとし公共工事の一般土木工事の施工実績 
 
 
 
 
 

入札参加申請者数 ５社 

入札日 平成２７年２月１３日 

契約日 平成２７年２月１８日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

黒光・大基・石原 特別共同企業体 ９６，９００，０００円 落札 
北興・共成・木下 特別共同企業体 ９７，４００，０００円 
伊藤・富士・若佐 特別共同企業体 ９７，５００，０００円 
アサヒ・早坂・藤川 特別共同企業体 ９７，７７０，０００円 
東海・新和・木島 特別共同企業体 失格（複数落札制限） 

予定価格 
（税抜き：円） ９８，７１０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
８６，６１４，９５０円／８７．７５％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ９６，９００，０００円／９８．１７％ 

契約金額 
（税込み：円） １０４，６５２，０００円 

請負業者 黒光・大基・石原 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１１月１０番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 平成２６年度東町大和団地公営住宅建替畳工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 畳６４８枚の作成、設置 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年１１月７日 

契約日 平成２６年１１月１１日 

予定価格 
（税抜き：円） ４，６００，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ４，５９０，０００円／９９．７８％ 

契約金額 
（税込み：円） ４，９５７，２００円 

請負業者 室蘭登別畳商業協同組合 

随意契約の理由 

本件の畳工事は、工事規模が大きく単体業者では対応が難しいこと

から、当該業務を実施できる室蘭登別畳商業協同組合と地方自治法

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)のウ（契約の目的物が代替性のないもの）により随意契約を行っ
た。 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１１月１５番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 第４７回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第２３回最高裁判

所裁判官国民審査氏名掲示場作成・設置及び撤去その１工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 第47回衆議院議員総選挙ポスター掲示場 57箇所及び第23回最高裁
判所裁判官国民審査氏名掲示場 13箇所の作成・設置及び撤去工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年１１月２５日 

契約日 平成２６年１１月２５日 

予定価格 
（税抜き：円） １，６８０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １，６４０，０００円／９７．６２％ 

契約金額 
（税込み：円） １，７７１，２００円 

請負業者 ㈲高橋建設 

随意契約の理由 

本工事は、第 47 回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第 23 回
最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示場の作成・設置及び撤去工事で

あり、発注予定日の平成 26年 11月 25日から同年 12月 1日までの
短期間に当該掲示場の作成・設置をしなければならない。 
この短期間に当該掲示場の作成、設置を行うためには、当該工事

の施工経験を有している業者であることが必須である。 
このため、施工経験のほか、施工地域についても考慮し、対応可

能業者を調査した結果、本工事の施工地域で対応可能なのは有限会

社高橋建設のみであったため、同社と地方自治法施行令第 167条の 2
第 1 項第 5 号（緊急の必要により競争入札に付することができない
とき）及び室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領第 14の(3)の（災
害その他非常緊急事態のため、競争入札の方法によって契約の目的

を達することができないとき）により随意契約を行ったもの。 
その他  



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１１月１６番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 第４７回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第２３回最高裁判

所裁判官国民審査氏名掲示場作成・設置及び撤去その２工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 第47回衆議院議員総選挙ポスター掲示場 56箇所及び第23回最高裁
判所裁判官国民審査氏名掲示場 9箇所の作成・設置及び撤去工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年１１月２５日 

契約日 平成２６年１１月２５日 

予定価格 
（税抜き：円） １，６２０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １，６００，０００円／９８．７７％ 

契約金額 
（税込み：円） １，７２８，０００円 

請負業者 ㈱藤翔建設 

随意契約の理由 

本工事は、第 47 回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第 23 回
最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示場の作成・設置及び撤去工事で

あり、発注予定日の平成 26年 11月 25日から同年 12月 1日までの
短期間に当該掲示場の作成・設置をしなければならない。 
この短期間に当該掲示場の作成、設置を行うためには、当該工事

の施工経験を有している業者であることが必須である。 
このため、施工経験のほか、施工地域についても考慮し、対応可

能業者を調査した結果、本工事の施工地域で対応可能なのは株式会

社藤翔建設のみであったため、同社と地方自治法施行令第 167条の 2
第 1 項第 5 号（緊急の必要により競争入札に付することができない
とき）及び室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領第 14の(3)の（災
害その他非常緊急事態のため、競争入札の方法によって契約の目的

を達することができないとき）により随意契約を行ったもの。 
その他  



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１１月１７番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 第４７回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第２３回最高裁判

所裁判官国民審査氏名掲示場作成・設置及び撤去その３工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 第47回衆議院議員総選挙ポスター掲示場 59箇所及び第23回最高裁
判所裁判官国民審査氏名掲示場 10箇所の作成・設置及び撤去工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２６年１１月２５日 

契約日 平成２６年１１月２５日 

予定価格 
（税抜き：円） １，６９０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １，６５０，０００円／９７．６３％ 

契約金額 
（税込み：円） １，７８２，０００円 

請負業者 ㈲宮谷組 

随意契約の理由 

本工事は、第 47 回衆議院議員総選挙ポスター掲示場及び第 23 回
最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示場の作成・設置及び撤去工事で

あり、発注予定日の平成 26年 11月 25日から同年 12月 1日までの
短期間に当該掲示場の作成・設置をしなければならない。 
この短期間に当該掲示場の作成、設置を行うためには、当該工事

の施工経験を有している業者であることが必須である。 
このため、施工経験のほか、施工地域についても考慮し、対応可

能業者を調査した結果、本工事の施工地域で対応可能なのは有限会

社宮谷組のみであったため、同社と地方自治法施行令第 167 条の 2
第 1 項第 5 号（緊急の必要により競争入札に付することができない
とき）及び室蘭市契約に関する規則の事務取扱要領第 14の(3)の（災
害その他非常緊急事態のため、競争入札の方法によって契約の目的

を達することができないとき）により随意契約を行ったもの。 
その他  



 

 

 
抽出事案説明書 

番号 委託１０月５番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７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劣化調査診断業務委託 

種別 建築設計 

工事（委託）概要 

建築物の外部、屋上及び屋根等の劣化状況を調査・診断し、院舎建

物保全維持管理計画の改修工事に資するデータ―を収集し、結果考

察・所見を添え報告書にまとめる。また、同調査診断は建築基準法

による特殊建築物等定期点検を含む。 

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、出張所、営業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公共の建物の劣化調査診断業務

を受託し、病床数２００床以上の病院の新築設計実績がある者 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２６年１０月 ９日 

契約日 平成２６年１０月１０日 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

㈱サン設計事務所 １１，０１０，０００円 落札 

㈱北海道建築総合研究所 １１，７００，０００円 

㈱創建社 １３，６９０，０００円 

㈱山下設計北海道支社 １０，５００，０００円 失格 

予定価格 
（税抜き：円） １３，９６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１０，７０２，６６４円／７６．６７％ 



 

 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １１，０１０，０００円／７８．８７％ 

契約金額 
（税込み：円） １１，８９０，８００円 

請負業者 ㈱サン設計事務所 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託１２月１番 

抽出期間 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 公共下水道祝津地区下水管渠新設実施設計委託 

種別 土木設計 

工事（委託）概要 

祝津地区において、管路施設の新設を目的とする実施設計業務を委

託するもの 
・実施設計（開削）          Ｌ＝１３８ｍ 
・マンホール形式ポンプ場（２次製品） Ｎ＝１箇所 
・測量現地              １式 

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下水道管路の実施設計に実績が

ある者 

入札参加申請者数 ７社 

入札日 平成２６年１２月１８日 

契約日 平成２６年１２月２２日 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

㈱ホクスイ設計コンサル ４，６６９，０００円 落札 

㈱エル技術コンサルタント ４，６７６，７００円 

応用設計㈱ ４，６８０，０００円 

㈱シビテック ４，６８０，０００円 

㈱ドート ４，６８０，７５０円 

㈱帝国設計事務所 ４，６８５，０００円 

㈱ドーコン ５，９５０，０００円 

予定価格 
（税抜き：円） ６，１３０，０００円 



 

 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
４，１７３，５６４円／６８．０８％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ４，６６９，０００円／７６．１７％ 

契約金額 
（税込み：円） ５，０４２，５２０円 

請負業者 ㈱ホクスイ設計コンサル 

その他  

 


