
抽出事案説明書

番号 工事４月１番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭市立白蘭小学校校舎棟新築太陽光発電設備工事

種別 電気工事

工事（委託）概要 室蘭市立白蘭小学校校舎棟太陽光発電設備設置に伴う電気設備工事

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電気工事での施工実績

入札参加申請者数 １０社

入札日 平成２９年４月２１日

契約日（仮契約日） 平成２９年４月２７日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

(株)耕電設 23,500,000円 21,600,000円

創成電機工業(株) 23,000,000円 21,700,000円

(株)メイセイ 23,500,000円 21,500,000円

(株)大久保電気工事 23,100,000円 21,500,000円

大伸電設(株) 22,000,000円 20,400,000円 20,100,000円 決定

大同電設(株) 22,600,000円 20,700,000円

(有)大盛電機商会 23,700,000円 21,900,000円

(株)大誠電機 24,000,000円 21,950,000円

鐵和電設(株) 22,500,000円 20,800,000円

相光日照電気(株) 22,768,000円 21,830,000円

予定価格

（税抜き）
２０，１６０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１８，２３３，６５１円／９０．４４％

落札額

（税抜き）

/落札率
２０，１００，０００円／９９．７０％

契約金額

（税込み）
２１，７０８，０００円

請負業者 大伸電設(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月３番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９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衛生設備工事

種別 管工事

工事（委託）概要 室蘭港フェリーターミナルビル改修に伴う衛生設備工事

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２９年５月１２日

契約日（仮契約日） 平成２９年５月１８日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

(株)丸三建設 25,540,000円 24,200,000円

三栄設備(株) 25,000,000円 23,800,000円 23,200,000円 決定

小川工業(株) 25,420,000円 24,000,000円

創栄設備工業(株) 25,650,000円 24,500,000円

(株)栗林商会 25,750,000円 24,600,000円

協業組合ユニオン建設 25,810,000円 24,800,000円

予定価格

（税抜き）
２３，２１０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

２０，７８４，８２７円／８９．５５％

落札額

（税抜き）

/落札率
２３，２００，０００円／９９．９６％

契約金額

（税込み）
２５，０５６，０００円

請負業者 三栄設備(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月７番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９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外部改修工事

種別 建築工事

工事（委託）概要 フェリーターミナルビル空中歩廊以外の外壁及び防水の改修

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建築工事での施工実績

入札参加申請者数 ８社

入札日 平成２９年５月１２日

契約日（仮契約日） 平成２９年５月１８日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

大内・新和・田上

特別共同企業体
131,500,000円 127,500,000円

アサヒ・興伸・藤翔

特別共同企業体
132,000,000円 127,200,000円

東海・木島・富士

特別共同企業体
129,000,000円 126,500,000円 119,500,000円 決定

大基・共成・石原

特別共同企業体
130,600,000円 127,000,000円

藤川・神尾・羽立

特別共同企業体
132,400,000円 131,000,000円

内池・栗林・住まいのウチイケ

特別共同企業体
131,800,000円 128,000,000円

黒光・中塚・共明

特別共同企業体

同日落札制限

（失格）

北興・早坂・宇佐美

特別共同企業体
131,000,000円 127,700,000円

予定価格

（税抜き）
１１９，５３０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０８，１８０，２２７円／９０．５０％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１９，５００，０００円／９９．９７％

契約金額

（税込み）
１２９，０６０，０００円

請負業者 東海・木島・富士 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月８番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９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内部改修工事

種別 建築工事

工事（委託）概要 フェリーターミナルビルの内部及びエレベーターの改修

発注形態 単体 ・ ＪＶ（２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 ８社

入札日 平成２９年５月１２日

契約日（仮契約日） 平成２９年５月１８日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

大内・新和

特別共同企業体
58,500,000円 55,800,000円

富士・木島

特別共同企業体

同日落札制限

（失格）

大基・石原

特別共同企業体
59,000,000円 56,000,000円

藤川・神尾

特別共同企業体
58,000,000円 55,300,000円

アサヒ・興伸

特別共同企業体
57,000,000円 55,000,000円 49,000,000円 決定

内池・住まいのウチイケ

特別共同企業体
59,000,000円 56,500,000円

黒光・共明

特別共同企業体

同日落札制限

（失格）

北興・早坂

特別共同企業体
58,200,000円 55,700,000円

予定価格

（税抜き）
４９，０４０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

４４，１０３，４００円／８９．９３％

落札額

（税抜き）

/落札率
４９，０００，０００円／９９．９２％

契約金額

（税込み）
５２，９２０，０００円

請負業者 アサヒ・興伸 特別共同企業体

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月１７番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 白鳥台Ｖ団地市営住宅５５・Ｖ４－２号棟内部改修その１工事

種別 建築工事

工事（委託）概要 白鳥台Ｖ団地市営住宅５５・Ｖ４－２号棟の１７戸分の内部改修

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク 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 ８社

入札日 平成２９年５月２６日

契約日（仮契約日） 平成２９年６月１日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

北営工業(株) 12,885,000円 12,380,000円

(株)成澤工務店 12,800,000円 12,550,000円

(株)小野寺建設 同日落札制限

（失格）

(株)田渕建設 13,050,000円 12,700,000円

(株)川田建設工業 12,850,000円 12,800,000円

(株)宇佐美建設 13,000,000円 12,750,000円

(株)丸三建設 13,100,000円 12,500,000円

第一建設(株) 13,300,000円 12,100,000円 11,900,000円 決定

予定価格

（税抜き）
１１，９９０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０，７６９，７８７円／８９．８２％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１，９００，０００円／９９．２５％

契約金額

（税込み）
１２，８５２，０００円

請負業者 第一建設(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事５月１８番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 白鳥台Ｖ団地市営住宅５５・Ｖ４－２号棟内部改修その２工事

種別 建築工事

工事（委託）概要 白鳥台Ｖ団地市営住宅５５・Ｖ４－２号棟の１７戸分の内部改修

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

ランク 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 ８社

入札日 平成２９年５月２６日

契約日（仮契約日） 平成２９年６月１日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

北営工業(株) 12,260,000円 11,750,000円

(株)成澤工務店 12,250,000円 11,690,000円

(株)小野寺建設 同日落札制限

（失格）

(株)田渕建設 12,510,000円 11,880,000円

(株)川田建設工業 12,200,000円 11,600,000円 11,300,000円 決定

(株)宇佐美建設 12,380,000円 11,810,000円

(株)丸三建設 12,600,000円 11,940,000円

第一建設(株) 同日落札制限

（失格）

予定価格

（税抜き）
１１，３３０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１０，１７２，３６５円／８９．７８％

落札額

（税抜き）

/落札率
１１，３００，０００円／９９．７４％

契約金額

（税込み）
１２，２０４，０００円

請負業者 (株)川田建設工業

その他



抽出事案説明書

番号 工事８月２３番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 室蘭港崎守埠頭ガントリークレーン休止時電源外工事

種別 電気工事

工事（委託）概要

・休止時電源撤去 １式
・仮設電源 １式
・仮設電源撤去 １式
・大型変圧器撤去 １式

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電気工事での施工実績

入札参加申請者数 ９社

入札日 平成２９年８月２５日

契約日（仮契約日） 平成２９年８月２９日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

(株)大久保電気工事 21,800,000円 20,300,000円

(株)大誠電機 辞退

鐵和電設(株) 21,000,000円 19,950,000円 19,100,000円 決定

北光電業(株) 22,150,000円 20,800,000円

大伸電設(株) 21,550,000円 20,500,000円

(有)大盛電機商会 21,880,000円 20,850,000円

大同電設(株) 21,300,000円 20,000,000円

相光日照電気(株) 22,000,000円 20,670,000円

(株)耕電設 21,500,000円 20,500,000円

予定価格

（税抜き）
１９，２００，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

１６，９３９，１００円／８８．２２％

落札額

（税抜き）

/落札率
１９，１００，０００円／９９．４８％

契約金額

（税込み）
２０，６２８，０００円

請負業者 鐵和電設(株)

その他



抽出事案説明書

番号 工事８月３２番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 制限付き一般競争入札

件名 配水管理センター遠方監視制御設備更新工事

種別 電気工事

工事（委託）概要

・新設工事
遠方監視制御盤 １式

・更新工事
監視制御装置機能増設 １式
中央監視コントローラ盤機能増設 １式
高平高区ポンプ場機能増設 １式
高平超高区ポンプ場機能増設 １式
高平超高区流量計室機能増設 １式
港北配水池機能増設 １式
チマイベツ送水電動弁室機能増設 １式
母恋高区配水池機能増設 １式
柏木ポンプ場機能増設 １式

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電気工事での施工実績

入札参加申請者数 ７社

入札日 平成２９年８月３１日

契約日（仮契約日） 平成２９年９月６日



入札参加者

/入札金額
（税抜き）

１回目 ２回目 随意契約

北光電業(株) 46,100,000円 45,840,000円

(株)耕電設 45,950,000円 45,500,000円 45,100,000円 決定

(株)大誠電機 46,000,000円 45,760,000円

大同電設(株) 45,980,000円 45,660,000円

(株)大久保電気工事 46,200,000円 45,940,000円

相光日照電気(株) 46,050,000円 45,800,000円

大伸電設(株) 46,140,000円 45,900,000円

予定価格

（税抜き）
４５，１６０，０００円

最低制限価格

又は調査基準

価格（税抜き）

/率

４３，７９５，４００円／９６．９７％

落札額

（税抜き）

/落札率
４５，１００，０００円／９９．８７％

契約金額

（税込み）
４８，７０８，０００円

請負業者 (株)耕電設

その他



抽出事案説明書

番号 工事６月４番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日まで

入札方式 随意契約（１者随意契約）

件名 東町末広団地公営住宅４９・Ｓ－８号棟ほか屋外ガス管改修工事

種別 管工事

工事（委託）概要
東町末広団地公営住宅４９・Ｓ－８及び９号棟の敷地内埋設ガス管の改修

工事

発注形態 単体 ・ ＪＶ（ 社）

見積り業数 １社

見積日 平成２９年６月９日

契約日 平成２９年６月１５日

予定価格

（税抜き：円）
４，２３０，０００円

落札額/落札率
（税抜き：円）

４，２３０，０００円／１００．００％

契約金額

（税込み：円）
４，５６８，４００円

請負業者 室蘭ガス(株)

随意契約の理由

東町末広団地公営住宅４９・Ｓ－８及び９号棟の屋外ガス管改修工事で、当

工事の施工が可能な指名業者は、室蘭市内を供給区域としてガス事業法に基

づく許可を受けている室蘭ガス株式会社１社のみであるため、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）により随意契約をおこなった

その他



抽出事案説明書

番号 委託４月４番

抽出期間 平成２９年４月１日から平成２９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実施設計委託

種別 建築設計

工事（委託）概要 （仮称）室蘭市環境科学館・市立室蘭図書館新築に係る実施設計の業務

発注形態 単体 ・ ＪＶ（２社）

見積り業数 １社

見積日 平成２９年４月２８日

契約日 平成２９年５月２日

予定価格

（税抜き：円）
６３，８１１，４８１円

落札額/落札率
（税抜き：円）

６３，８００，０００円／９９．９８％

契約金額

（税込み：円）
６８，９０４，０００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

本業務は、環境科学館・図書館の実施設計であり、基本設計は公募型プロポ

ーザル方式により選定された当該ＪＶが履行しており、本施設の設計は、基

本設計と実施設計において、一貫した考え方、方針等に基づき業務に当たる

必要があり、当該ＪＶ以外の者がそのすべてを引き継ぎ、実施設計として具

現化することは、施設の特殊性と合築に伴う課題解決の難易度から非常に困

難である。また、随意契約とした場合は、実施設計の履行の際に必須となる、

建物に対する要求事項や設計条件の整理などの業務の大半が不要となるこ

とから委託費を圧縮することができるため、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）、第６号（競争

入札に付することが不利と認められるとき）及び室蘭市契約に関する規則の

事務取扱要領第１４の（２）のウ（契約の目的物が代替性のないものである

とき）、第１４の（４）のア（現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入

れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが

不利であるとき）により随意契約をおこなった

その他


