
 

 

抽出事案説明書 

番号 工事５月９番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その１工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 
１．構造、階数：鉄筋コンクリート造 ９階建 
２．建築面積：429.31㎡（全体 1,722.04㎡） 
３．延床面積：3,423.33㎡（全体 10,084.69㎡） 
４．戸数：45戸（全体 108戸） 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（４社） 

ランク Ａランクまたは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年間に元請として公共工事の建築工事での施工実績 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２８年５月２０日 

契約日（仮契約日） 平成２８年６月２７日（平成２８年５月２６日） 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 ２回目 

藤川・日鋼・アサヒ・神尾

特別共同企業体 675,000,000円 668,000,000円 落札 

内池・栗林・田渕・住まい

のウチイケ特別共同企業

体 
686,000,000円 674,500,000円 

大内・新和・共成・早坂特

別共同企業体 680,000,000円 674,000,000円 

北興・木島・興伸・田上特

別共同企業体 690,000,000円 674,400,000円 

予定価格 
（税抜き：円） ６７３，７６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
６０７，３９４，９２６円／９０．１５％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ６６８，０００，０００円／９９．１５％ 

契約金額 
（税込み：円） ７２１，４４０，０００円 

請負業者 藤川・日鋼・アサヒ・神尾 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事５月１０番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その２工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 
１．構造、階数：鉄筋コンクリート造 ９階建 
２．建築面積：711.29㎡（全体 1,722.04㎡） 
３．延床面積：3,924.93㎡（全体 10,084.69㎡） 
４．戸数：36戸（全体 108戸） 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（４社） 

ランク Ａランクまたは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年間に元請として公共工事の建築工事での施工実績 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２８年５月２０日 

契約日（仮契約日） 平成２８年６月２７日（平成２８年５月２４日） 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 

藤川・日鋼・アサヒ・神尾特別共同企業体 失格（複数落札制限） 

内池・栗林・田渕・住まいのウチイケ特別共同

企業体 633,800,000円 落札 

大内・新和・共成・早坂特別共同企業体 644,000,000円 

北興・木島・興伸・田上特別共同企業体 648,200,000円 

予定価格 
（税抜き：円） ６３４，７６０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
５７２，３３０，５３０円／９０．１６％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ６３３，８００，０００円／９９．８５％ 

契約金額 
（税込み：円） ６８４，５０４，０００円 

請負業者 内池・栗林・田渕・住まいのウチイケ 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事５月１１番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替建築主体その３工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 
１．構造、階数：鉄筋コンクリート造 ９階建 
２．建築面積：581.44㎡（全体 1,722.04㎡） 
３．延床面積：2,736.43㎡（全体 10,084.69㎡） 
４．戸数：27戸（全体 108戸） 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（４社） 

ランク Ａランクまたは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年間に元請として公共工事の建築工事での施工実績 

入札参加申請者数 ４社 

入札日 平成２８年５月２０日 

契約日（仮契約日） 平成２８年６月２７日（平成２８年５月２４日） 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

 １回目 

藤川・日鋼・アサヒ・神尾特別共同企業体 失格（複数落札制限） 

内池・栗林・田渕・住まいのウチイケ特別共同

企業体 失格（複数落札制限） 

大内・新和・共成・早坂特別共同企業体 502,900,000円 

北興・木島・興伸・田上特別共同企業体 499,000,000円 落札 

予定価格 
（税抜き：円） ５１０，０５０，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
４５９，１３１，７１０円／９０．０２％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ４９９，０００，０００円／９７．８３％ 

契約金額 
（税込み：円） ５３８，９２０，０００円 

請負業者 北興・木島・興伸・田上 特別共同企業体 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書 

番号 工事８月３３番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 室蘭港西３号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急工事 

種別 建築工事 

工事（委託）概要 
・被災部分の既存屋根鉄板、アスファルトルーフィングほかの撤去 

1,440㎡ 
・撤去部分の応急処置 ほか 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２８年８月３１日 

契約日 平成２８年８月３１日 

予定価格 
（税抜き：円） ５，１１０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ５，０００，０００円／９７．８５％ 

契約金額 
（税込み：円） ５，４００，０００円 

請負業者 東海建設(株) 

随意契約の理由 

室蘭港西３号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急工事で、台風１０号による

被害に対する応急工事であるため、市内指名業者数社に照会したと

ころ、東海建設株式会社より施工可能との回答を得たため、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)（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。 

その他  

 
 
 
 



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託７月１番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 随意契約（１者随意契約） 

件名 （仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築基本設計委託 

種別 建築設計 

工事（委託）概要 

平成２８年３月に策定した「（仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭

図書館基本計画」に基づき、今後の施設整備に必要な基本設計を委

託するもの。なお、基本設計の対象となる業務は、建築物及び環境

科学館の展示に係る基本設計を一体的に進める内容である。 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（２社） 

見積り業数 １社 

見積日 平成２８年７月２２日 

契約日 平成２８年７月２６日 

予定価格 
（税抜き：円） ２６，７６０，０００円 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ２５，０００，０００円／９３．４２％ 

契約金額 
（税込み：円） ２７，０００，０００円 

請負業者 石本・はんざき設計共同企業体 

随意契約の理由 

本件については事前に公募型プロポーザル方式にて石本・はんざき

設計共同企業体を優先交渉権者として選定しているため、地方自治

法施行令第１６７条の２第１項第２号（その性質又は目的が競争入

札に適しないもの）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であるとき）によ
り随意契約を行った。 

その他  

 
 
 
 
 



 

 

抽出事案説明書 

番号 委託５月１番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０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改修一期工事監理委託 

種別 建築設計 

工事（委託）概要 東病棟建物外部等の改修工事に向けた工事監理委託 

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社） 

ランク ― 

地域要件 北海道内に本店又は支店を有している者 

必要な実績 過去に北海道内において２００床以上の病院の新築又は増改築の工事

監理実績がある者 

入札参加申請者数 １社 

入札日 平成２８年５月１０日 

契約日 平成２８年５月１６日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） (株)サン設計事務所 3,566,000円 落札 

予定価格 
（税抜き：円） ３，５６６，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
２，７５４，０１５円／７７．２３％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ３，５６６，０００円／１００．００％ 

契約金額 
（税込み：円） ３，８５１，２８０円 

請負業者 (株)サン設計事務所 

その他  

 



 

 

抽出事案説明書（参考） 

番号 委託８月２番 

抽出期間 平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで 

入札方式 制限付き一般競争入札 

件名 室蘭港フェリーターミナルビル改修実施設計委託 

種別 建築設計 

工事（委託）概要 

・敷地面積：33,157.884㎡ 
・建物概要：用途・構造規模・延床面積 
  （１）既存ターミナルビル棟・鉄骨造３階建・3,152.6㎡ 
  （２）既存空中歩廊棟   ・鉄骨造平屋建・614.3㎡ 
  （３）増築空中歩廊棟   ・鉄骨造平屋建・68.9㎡ 
  （４）新設駐輪場棟    ・鉄骨造平屋建・62.5㎡ 

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、公共建築物の新築及び改修に関わ

る実施設計業務を受託し、設計実績のある者 

入札参加申請者数 ６社 

入札日 平成２８年８月５日 

契約日 平成２８年８月１０日 



 

 

 
 
 

入札参加者 /入札金
額（税抜き：円） 

(株)北海道綜企画 23,555,000円 落札 

(株)札幌日総建 23,585,900円 

(株)北洋設備設計事務所 26,640,000円 

(株)日本工房 14,650,000円 無効（最低制限価格） 

(株)ドーコン 24,500,000円 

(株)創建社 24,300,000円 

予定価格 
（税抜き：円） ２４，３００，０００円 

最低制限価格 
又は調査基準価格

（税抜き：円）/率 
１９，４４０，０００円／８０．００％ 

落札額/落札率 
（税抜き：円） ２３，５５５，０００円／９６．９３％ 

契約金額 
（税込み：円） ２５，４３９，４００円 

請負業者 (株)北海道綜企画 

その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


