
 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１０月１２番 

抽出期間 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 （仮称）室蘭市移動式水素ステーション御崎電気設備工事 

種別 電気工事 

工事（委託）概要 

（仮称）室蘭市移動式水素ステーション設置に伴う電気設備工事 
・引込柱      １本 
・屋外キュービクル １式 
・自立式屋外分電盤 １面 
・外灯       １基 
・ハンドホール   １基 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

ランク Ａ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建築物の新増改築又は改修の電気工事

での施工実績 

入札参加申請者数 ６社 

入札日 平成２７年１０月９日 

契約日 平成２７年１０月１５日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 ２回目 見積合せ 

(株)耕電設 30,140,000円 27,400,000円 22,400,000円 
決 定 

鐵和電設(株) 30,450,000円 28,000,000円  

(株)大久保電気工事 30,770,000円 29,000,000円  

創成電機工業(株) 30,600,000円 28,500,000円  

大同電設(株) 30,200,000円 27,600,000円  

大伸電設(株) 30,850,000円 30,000,000円  

予定価格 
（税抜き：円） ２２，４９０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
２０，０１６，６２１円／８９．００％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ２２，４００，０００円／９９．６０％ 

契約金額 
（税込み：円） ２４，１９２，０００円 

請負業者 (株)耕電設 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１０月１５番 

抽出期間 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 絵鞆町団地公営住宅５７・Ｅ－９号棟ほか屋外ガス管改修工事 

種別 管工事 

工事（委託）概要 ・絵鞆町団地公営住宅 57・E-9号棟の屋外ガス管の交換工事 
・母恋南町団地公営住宅 57・A-12号棟の屋外ガス管の交換工事 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２７年１０月２３日 

契約日 平成２７年１０月２９日 

予定価格 
（税抜き：円） ３，４５０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ３，４４８，０００円／９９．９４％ 

契約金額 
（税込み：円） ３，７２３，８４０円 

請負業者 室蘭ガス(株) 

随意契約の理由 

絵鞆町団地公営住宅 57E-9 号棟ほか屋外ガス管改修工事で、当該業
務を実施できる室蘭ガス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）により随意契約を行った。 

その他  

 
 
 
 
 
 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事１１月１７番 

抽出期間 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 知利別町１丁目配水管改良（その２）工事 

種別 水道施設工事 

工事（委託）概要 

配水管工事 
 ダクタイル鋳鉄管布設（ＧＸ型） φ２００ Ｌ＝１４０．８ｍ 
 ポリエチレン管布設       φ５０  Ｌ＝ ３３．４ｍ 
 仕切弁（ＧＸ型）設置      φ２００ １基 
 仕切弁（ＧＸ型）設置      φ１００ １基 
給水管工事 
 給水切替            φ２００×５０ １箇所 
撤去工事 
 既設管撤去           φ２００ Ｌ＝１４０．８ｍ 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

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水道施設工事の施工実績 

入札参加申請者数 ５社 

入札日 平成２７年１１月１９日 

契約日 平成２７年１１月２５日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

(株)丸三建設 １４，３００，０００円 落札 

木下建設(株) １４，４００，０００円 

小川工業(株) １４，３５０，０００円 

三栄設備(株) １４，５２０，０００円 

高橋衛生工業(株) 失格（複数落札制限） 

予定価格 
（税抜き：円） １４，３００，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１２，２４８，１５０円／８５．６５％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １４，３００，０００円／１００．００％ 

契約金額 
（税込み：円） １５，４４４，０００円 

請負業者 (株)丸三建設 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書（参考） 

番号 工事１１月１６番 

抽出期間 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 知利別町１丁目配水管改良（その１）工事 

種別 水道施設工事 

工事（委託）概要 

配水管工事 
 ダクタイル鋳鉄管布設（ＧＸ型） φ２００ Ｌ＝２０４．０ｍ 
 仕切弁（ＧＸ型）設置      φ２００ １基 
 仕切弁（Ｆ型）設置       φ２００ １基 
 仕切弁（ＧＸ型）設置      φ１００ ３基 
 仕切弁設置           φ５０  １基 
 不断水穿孔           φ３５０×２００ １箇所 
給水管工事 
 給水切替            φ２００×５０  １箇所 
 給水切替            φ２００×２５  ５箇所 
撤去工事 
 モルタル充填          φ２００ Ｌ＝２４０．０ｍ 
 モルタル充填          φ１００ Ｌ＝ １５．２ｍ 
 既設管撤去           φ１００ Ｌ＝ ８６．５ｍ 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

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水道施設工事の施工実績 

入札参加申請者数 ５社 

入札日 平成２７年１１月１９日 

契約日 平成２７年１１月２５日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

高橋衛生工業(株) １６，６００，０００円 落札 

木下建設(株) １６，７００，０００円 

小川工業(株) １６，８００，０００円 

三栄設備(株) １６，９００，０００円 

(株)丸三建設 １７，４００，０００円 

予定価格 
（税抜き：円） １６，９４０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１４，５５２，６５０円／８５．９１％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １６，６００，０００円／９７．９９％ 

契約金額 
（税込み：円） １７，９２８，０００円 

請負業者 高橋衛生工業(株) 

その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託１２月２番 

抽出期間 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 市立室蘭総合病院潮香荘擁壁改修及び建物解体に伴う家屋調査委

託 

種別 土木設計 

工事（委託）概要 家屋事前調査 １式 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（  社） 

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年間に元請けとして北海道内の官公庁発注による本業務

の類似業務実績（家屋調査）がある者 

入札参加申請者数 １社 

入札日 平成２７年１２月１７日 

契約日 平成２７年１２月２２日 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） (株)エル技術コンサルタント １，９５０，０００円 落札 

予定価格 
（税抜き：円） １，９６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１，４３９，５６３円／７３．４４％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） １，９５０，０００円／９９．４９％ 

契約金額 
（税込み：円） ２，１０６，０００円 

請負業者 (株)エル技術コンサルタント 

その他  

 


