
抽出事案説明書

番号 工事３月３番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟屋上防水ほか改修その３工

事

種別 建築工事

工事（委託）概要
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟の屋上防水ほかを改修する
工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク Ｂランク（総合評定点６５０～７９９点）

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 １１社

入札日 平成２９年３月１０日

契約日（仮契約日） 平成２９年３月１６日



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

(株)成澤工務店 10,368,000円

(株)アサヒ建設 10,340,000円

(株)川田建設工業 10,477,000円

(株)小野寺建設 10,901,800円

(株)丸三建設 10,450,000円

北営工業(株) 10,312,000円

中田工業(株) 失格（複数落札制限）

(有)宮谷組 10,330,000円

第一建設(株) 10,510,000円

(株)羽立総合建設 10,270,000円 落札

(株)若佐組 10,843,000円

予定価格

（税抜き：円）
１０，３００，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
９，１２４，２６９円／８８．５９％

落札額/落札率
（税抜き：円）

１０，２７０，０００円／９９．７１％

契約金額

（税込み：円）
１１，０９１，６００円

請負業者 (株)羽立総合建設

その他



抽出事案説明書

番号 工事３月１番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟屋上防水ほか改修その１工

事

種別 建築工事

工事（委託）概要
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟の屋上防水ほかを改修する
工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク Ｂランク（総合評定点８００～８４９点）

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 ９社

入札日 平成２９年３月１０日

契約日（仮契約日） 平成２９年３月１５日



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

佐々木塗装工業(株) 15,800,000円 無効（最低制限価格）

(株)田渕建設 失格（複数落札制限）

神尾建設(株) 17,210,000円

(株)田上組 17,470,000円

(株)高橋建設 失格（複数落札制限）

早坂産業(株) 16,480,000円 無効（最低制限価格）

(株)宇佐美建設 17,100,000円 落札

(株)藤翔建設 17,400,000円

(株)江尻建設 17,180,000円

予定価格

（税抜き：円）
１８，６７０，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
１６，６０４，７２３円／８８．９４％

落札額/落札率
（税抜き：円）

１７，１００，０００円／９１．５９％

契約金額

（税込み：円）
１８，４６８，０００円

請負業者 (株)宇佐美建設

その他



抽出事案説明書

番号 工事３月２番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟屋上防水ほか改修その２工

事

種別 建築工事

工事（委託）概要
白鳥台Ｖ団地公営住宅５１・Ｖ３－２号棟の屋上防水ほかを改修する
工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク Ｂランク（総合評定点６５０～７９９点）

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 １１社

入札日 平成２９年３月１０日

契約日（仮契約日） 平成２９年３月１５日



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

(株)成澤工務店 16,675,000円

(株)アサヒ建設 16,550,000円

(株)川田建設工業 16,813,000円

(株)小野寺建設 14,688,000円 無効（最低制限価格）

(株)丸三建設 16,838,000円

北営工業(株) 16,715,000円

中田工業(株) 16,047,000円 落札

(有)宮谷組 16,942,000円

第一建設(株) 14,500,000円 無効（最低制限価格）

(株)羽立総合建設 16,845,000円

(株)若佐組 14,769,600円 無効（最低制限価格）

予定価格

（税抜き：円）
１７，８８０，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
１５，８９７，５５２円／８８．９１％

落札額/落札率
（税抜き：円）

１６，０４７，０００円／８９．７５％

契約金額

（税込み：円）
１７，３３０，７６０円

請負業者 中田工業(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事２月１番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭市中島スポーツセンター冷却設備改修工事

種別 管工事

工事（委託）概要 室蘭市中島スポーツセンターの冷却設備改修工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（３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管工事での施工実績

入札参加申請者数 ３社

入札日 平成２９年２月３日

契約日（仮契約日） 平成２９年３月２７日（平成２９年２月７日）



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

三栄・ノース・創栄 特別共同企業体 340,000,000円

ユニオン・小川・高橋 特別共同企業体 329,500,000円 落札

栗林・管工舎・佐藤設備 特別共同企業体 338,000,000円

予定価格

（税抜き：円）
３４１，７１０，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
３１２，５１５，９００円／９１．４６％

落札額/落札率
（税抜き：円）

３２９，５００，０００円／９６．４３％

契約金額

（税込み：円）
３５５，８６０，０００円

請負業者 ユニオン・小川・高橋 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事１１月１５番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭市文化センターリハーサル室棟改築機械設備工事

種別 管工事

工事（委託）概要 リハーサル室棟改築に伴う機械設備工事

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工事の管工事での施工実績

入札参加申請者数 ６社

入札日 平成２８年１１月１８日

契約日（仮契約日） 平成２８年１１月２４日



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

１回目 2回目 見積合わせ

小川工業(株) 34,350,000円 29,500,000円

協業組合ユニオン建設 33,000,000円 29,500,000円

高橋衛生工業(株) 33,400,000円 29,900,000円

(株)高橋管工舎 32,500,000円 29,200,000円 26,000,000円
決定

三栄設備(株) 35,000,000円 31,000,000円

(株)栗林商会 33,900,000円 31,500,000円

予定価格

（税抜き：円）
２６，４４０，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
２３，９１９，１７９円／９０．４７％

落札額/落札率
（税抜き：円）

２６，０００，０００円／９８．３４％

契約金額

（税込み：円）
２８，０８０，０００円

請負業者 (株)高橋管工舎

その他



抽出事案説明書

番号 工事１０月３１番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９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２８年度東町たいわ団地公営住宅建替家具・内部建具工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
・木製家具 116ヶ所の作成、設置
・木製内部建具 697ヶ所の作成、設置

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成２８年１０月２８日

契約日 平成２８年１１月２日

予定価格

（税抜き：円）
６７，７８０，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

６７，５００，０００円／９９．５９％

契約金額

（税込み：円）
７２，９００，０００円

請負業者 室蘭登別家具建具工業協同組合

随意契約の理由

平成２８年度東町たいわ団地公営住宅建替家具・内部建具工事は工

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

施できる室蘭登別家具建具工業協同組合と地方自治法施行令第１６

７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）により随意契約をおこなった

その他



抽出事案説明書

番号 工事１０月３２番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 室蘭市立白蘭小学校校舎棟新築家具・内部建具工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
・木製家具 443ヶ所の作成、設置
・木製内部建具 17ヶ所の作成、設置

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成２８年１０月２８日

契約日 平成２８年１１月２日

予定価格

（税抜き：円）
６６，３１０，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

６５，８００，０００円／９９．２３％

契約金額

（税込み：円）
７１，０６４，０００円

請負業者 室蘭登別家具建具工業協同組合

随意契約の理由

室蘭市立白蘭小学校校舎棟新築家具・内部建具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

蘭登別家具建具工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）により随意契約をおこなった

その他



抽出事案説明書

番号 工事１０月３３番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 室蘭市立白蘭小学校体育館棟新築家具・内部建具工事

種別 建築工事

工事（委託）概要
・木製家具 27ヶ所の作成、設置
・木製内部建具 36ヶ所の作成、設置

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成２８年１０月２８日

契約日 平成２８年１１月２日

予定価格

（税抜き：円）
１２，９３０，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

１２，８００，０００円／９８．９９％

契約金額

（税込み：円）
１３，８２４，０００円

請負業者 室蘭登別家具建具工業協同組合

随意契約の理由

室蘭市立白蘭小学校体育館棟新築家具・内部建具工事は工事規模が

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

室蘭登別家具建具工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）により随意契約をおこなった

その他



抽出事案説明書

番号 委託１０月５番

抽出期間 平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 市道母恋北町２丁目２条通線外２線路線測量委託

種別 測量

工事（委託）概要

・委託延長（母恋北町２丁目２条通線） Ｌ＝0.13ｋｍ
・委託延長（幌萌町３号通線） Ｌ＝0.12ｋｍ
・委託延長（輪西町３条通線） Ｌ＝0.10ｋｍ
・基準点測量 １式

・応用測量 １式

・用地測量 １式

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク ―

地域要件 室蘭市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本業務の類似業務実績がある者

入札参加申請者数 ６社

入札日 平成２８年１０月２８日

契約日 平成２８年１１月２日



入札参加者 /入札金
額（税抜き：円）

(株)菅原測量設計 2,270,000円

応用設計(株) 2,290,000円

(株)及川測量 2,290,000円

(株)メイセイ・エンジニアリング 2,270,000円

(株)下国測量 2,240,000円 落札

日章測量設計(株) 2,260,000円

予定価格

（税抜き：円）
２，３７０，０００円

最低制限価格

又は調査基準価格

（税抜き：円）/率
１，７８３，５０９円／７５．２５％

落札額/落札率
（税抜き：円）

２，２４０，０００円／９４．５１％

契約金額

（税込み：円）
２，４１９，２００円

請負業者 (株)下国測量

その他


