
資料５

【第４回福島県入札制度等監視委員会：平成１９年　３月１９日】
【対象期間：平成１８年８月～平成１８年１１月契約分】

【指名競争入札（設計金額２５０万円以上）】 【部局名：　土木部　】

発注機関 工　事　名 工事種別 予定価格
（税込：円）

当初契約金額
（税込：円） 請負業者 資料６

ページ数

県北建設事務
所 道路維持補修工事 鋼橋上部工事 13,177,500 13,125,000 協三工業（株） 21

【指名競争入札（設計金額２５０万円以上）】 【部局名：　土木部　】

発注機関 工　事　名 工事種別 予定価格
（税込：円）

当初契約金額
（税込：円） 請負業者 資料６

ページ数

会津若松建設
事務所 橋りょう補修（補助）工事 鋼橋上部工事 11,581,500 11,581,500 東開工業（株） 26

【技術評価型意向確認方式指名競争入札】

発注機関 工事名 工事種別 予定価格 当初契約金額 請負業者名 資料６
ページ数

警察本部 会津若松警察署大規模改修
（建築）工事 建築工事 296,740,500 283,500,000 木村建設（株） 39

【条件付き一般競争入札】 【部局名：　農林水産部　】

発注機関 工事名 工事種別 予定価格 当初契約金額 請負業者名 資料６
ページ数

会津農林事務
所

農業集落排水統合補助（県
営）第1803号工事［新鶴］ 上・下水道工事 94,581,900 75,665,520 萱場工業（株） 7

【随意契約】 【部局名：　農林水産部　】

発注機関 工事名 工事種別 予定価格 当初契約金額 請負業者名 資料６
ページ数

相双農林事務
所

海岸災害復旧（１８年災）第
1801号工事［村上］ 一般土木工事 4,620,000 4,515,000 庄司建設工業（株） 18

入札制度等監視委員会抽出事案一覧表
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【担当部局名：　　　土木部　　　】
入札方式 指名競争入札方式
発注機関 県北建設事務所
入札年月日 平成18年9月26日
工事名 道路維持補修工事
工事種別 鋼橋上部工事

工事概要 橋梁用埋設型伸縮継手　装置設置工　８箇所
舗装工　Ｌ＝６９．８ｍ　　Ｗ＝５．５ｍ　　Ａ＝３８３．９ｍ2

指名業者

　　　　　　（業者名）　　　　　　　　　　　　（所在地）
宮地建設工業㈱仙台営業所　　　　　　　仙台市
瀧上建設興業㈱東北営業所　　　　　　　仙台市
矢田工業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　 郡山市
㈱楢崎製作所仙台営業所　　　　　　　　 仙台市
豊国工業㈱東北支店　　　　　　　　　　　 仙台市
㈱イスミック東北支店　　　　　　　　　　　 仙台市
東開工業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市
㈱橋梁メンテナンス東北営業所　　　　　仙台市
協三工業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市
高田エンジニアリング㈱東京営業所　　 東京都

指名業者を選定した
考え方

１　設計金額が３千万円未満のため指名競争入札とした。
２　本店所在地が県内の業者の外、県外に本店を有する業者の中で、県内
 業者と同程度の客観点を有する業者及び主に補修工事に携わる業者で、
 福島県発注の鋼橋上部工に実績のある業者とした。
３　以上の考えのもとに１０社を選定した。

予定価格（税込：円） 13,177,500

入札の経緯及び結果

１　入札日時　　　　　　平成１８年９月２６日　午前９時３０分
２　入札場所　　　　　　県北建設事務所　入札室
３　指名業者数　 　　　１０社
４　入札辞退者　         ８社
　　　　　　　　　　　　　　宮地建設工業㈱仙台営業所
　　　　　　　　　　　　　　瀧上建設興業㈱東北営業所
　　　　　　　　　　　　　　矢田工業㈱
　　　　　　　　　　　　　　㈱楢崎製作所仙台営業所
　　　　　　　　　　　　　　豊国工業㈱東北支店
　　　　　　　　　　　　　　㈱イスミック東北支店
　　　　　　　　　　　　　　㈱橋梁メンテナンス東北営業所
　　　　　　　　　　　　　　高田エンジニアリング㈱東京営業所
５　入札の経緯　　　　 入札者の出席と委任状を確認の上執行した。
６　入札の結果　　　　 入札者２名の入札額が同価であったので、直ちに当該
　　　　　　　　　　　　　  入札者にくじを引かせ、その結果、協三工業㈱を落札
　　　　　　　　　　　　　　者と決定した。
７　契約月日　　　　　　平成１８年１０月２日

当初契約金額（税込：円） 13,125,000

請負業者名 協三工業㈱

備考

※　入札（契約）結果表を添付のこと

別紙様式５（その２）Ａ４縦
抽出事案説明書

※　技術評価型意向確認方式指名競争入札の場合は、技術評価型意向確認方式指名競争入札意向
確認対象者選考等一覧表を添付のこと
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【担当部局名：土木部】
入札方式 指名競争入札方式
発注機関 会津若松建設事務所
入札年月日 平成18年10月6日
工事名 橋りょう補修（補助）工事
工事種別 鋼橋上部工事

工事概要 変位制限装置Ｎ＝２基　支承塗装Ｎ＝７箇所
　（参考：新設時の工事受注者は三菱重工業）

指名業者

　　　　（業者名）　　　　　　　　　　　　　　　　（所在地）
西田鉄工（株）仙台営業所　　　　　　　　　　仙台市
松尾エンジニヤリング（株）仙台営業所　　 仙台市
（株）コミヤマ工業仙台営業所　　　　　　　　仙台市
東日工事（株）仙台営業所　　　　　　　　　　仙台市
川重工事（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　 江東区
ＪＦＥシビル（株）　　　　　　　　　　　　　　　　 台東区
（株）イスミック東北支店　　　　　　　　　　　 仙台市
東開工業（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島市
（株）橋梁メンテナンス東北営業所　　　　　仙台市
高田エンジニアリング（株）東京営業所　　　中央区

指名業者を選定した
考え方

１　設計金額が１千万円以上のため１０社による指名競争入札とした。
２　鋼橋上部工事有資格業者のうち、施工実績、設計金額、施工箇所
　及び客観点数等を考慮したものとした。
  　この際、本入札が指名業者が全員辞退したことによる再入札案件
　であったため、業者を総入れ替えした。
以上の考え方のもとで指名業者を選定した。

予定価格（税込：円） １１，５８１，５００円

入札の経緯及び結果

１　入札日時　　　　平成１８年１０月６日（金）　午前１０時
２　入札場所　　　　会津若松合同庁舎　大会議室
３　指名業者数　　　９社（１０社指名後１社指名取消し）
４　入札辞退者　　　８社（前日までに５社が、当日に１社が電話で
　　　　　　　　　　　２社が辞退届を事前に持参して辞退した。）
５　入札の経緯　　　入札者の出席と委任状を確認のうえ執行した。
６　入札の結果　　　東開工業（株）が落札した。
７　契約年月日　　　平成１８年１０月１０日

当初契約金額（税込：円）１１，５８１，５００円

請負業者名 東開工業（株）

備考
※　入札（契約）結果表を添付のこと

別紙様式５（その２）Ａ４縦
抽出事案説明書

※　技術評価型意向確認方式指名競争入札の場合は、技術評価型意向確認方式指名競争入
札意向確認対象者選考等一覧表を添付のこと
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別紙様式５（その２）Ａ４縦

【担当部局名：　警察本部　会計課　】
入札方式 技術評価型意向確認方式指名競争入札方式
発注機関 福島県警察本部
入札年月日 平成18年8月22日
工事名 会津若松警察署大規模改修(建築)工事
工事種別 建築工事

工事概要
鉄筋コンクリート造３階建て　建築面積1,263.13㎡　延床面積2,997.26
㎡
既存庁舎大規模改修　内外装改修工事、耐震補強工事

(業者名)　　　　　　　　(所在地)
㈱加地和組　　　　　　いわき市平字小太郎町４－１１
堀江工業㈱　　　　　　いわき市平字尼子町６０－１
菅野建設㈱　　　　　　福島市新町６－３３
? 山建設㈱　　　　　　郡山市石渕町１－９
㈱安藤組　　　　　　　 福島市浜田町３－２８
福浜・大一建設㈱　　 いわき市小名浜字中原１６－１
庄司建設工業㈱　　　南相馬市原町区青葉町１丁目１
㈱白鳳社　　　　　　　 郡山市本町２丁目１７－５
㈱オオバ工務店　　　郡山市富田町字権現林３－４
滝谷建設工業㈱　　　大沼郡三島町大字宮下字宮下１７７
田中建設工業㈱　　　会津若松市南町３－９
武田土建工業㈱　　　会津若松市中央３－３－２２
㈱東條建設工業　　　会津若松市蚕養町９－１３
木村建設㈱　　　　　　会津若松市徒之町４－１２
入谷建設工業㈱　　　河沼郡会津坂下町字沢ノ目１７１７
１　設計金額が２億円以上１５億円未満のため、技術評価型意向確認方式
　指名競争入札とした。
２　建築工事のＡランクの業者とした。
３　地区要件は県内全域とした。
４　福島県発注の建築工事で実績がある業者とした。
５　意向確認対象者として２５社選定、通知後入札参加申込があった２３
　社の申込書記載の実施計画等を評価基準表の審査項目により点数化
　し、合計点で順位付けを行い、審査部会実施後、上位１５社を本庁指名
　委員会で選定した。

予定価格（税込：円） ２９６,７４０,５００円
　上記入札日に県庁東分庁舎５階警察本部入札室において入札を実施。

　入札辞退者はなく、委任状を確認のうえ入札を行った結果、木村建設(株)

が落札した。

　なお、開札に先立ち福島県技術評価型意向確認方式指名競争入札

方式指名競争入札実施要領第１２条に基づき見積内訳書を確認した後

業者へ返却した。
当初契約金額（税込：円） ２８３,５００,０００円

請負業者名 木村建設㈱　　　　　　

備考

6

入札の経緯及び結果

抽出事案説明書

指名業者

指名業者を選定した
考え方







別紙様式５（その１）Ａ４縦

【担当部局名：農林水産部】
入札方式 条件付き一般競争入札
発注機関 会津農林事務所
入札年月日 平成18年9月13日
工事名 農業集落排水統合補助事業（県営）　第１８０３号工事　新鶴地区
工事種別 上・下水道工事

工事概要
汚水処理機械設備工事
汚水処理設備機器の製作・据付　流入ポンプ　３台　外
電機設備機器の製作・据付　引込設備工（電線管）　一式　外
（１）「福島県平成１７・１８年度工事等請負有資格業者名簿」の上・下水道工事
に登録されている者であること。

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
（３）「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等
に関する要綱」第１３条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生
法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中の者でないこと。（工事請
負資格の再認定を受けた者又はこれと同等の資格を有する者と知事が認定し
た者を除く。）
（５）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

（６）「福島県平成１７・１８年度工事等請負有資格業者名簿」上・下水道工事の
客観点が８００点以上の者であること。

（７）元請（ＪＶの場合は、代表構成員に限る。また、受注工事は国、都道府県、
政令指定都市、市町村及び公団・公社等の特殊法人発注のものに限る。以下
(8)(9)も同じ。）として、過去１０年間に、下水処理施設にかかる機械及び電機
設備の製作・据付の工事経験（配置技術者としての経験）がある監理技術者
または主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。なお、配置技術者と
は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項で規定する主任技術
者及び同条第２項で規定する監理技術者をいう。
（８）元請として、過去１０年間に、（７）に挙げた工事実績があること。

（９）元請として、過去１０年間に、一件当たりの請負金額が当工事の予定価格
の５割以上の施工実績（ＪＶの場合は出資比率に相当する額）があること。た
だし、同一工事について、複数年度に渡って受注した場合は１件とみなす。
（１０）隣接県または県内に主たる営業所（本店）または支店・営業所を有する
こと。なお、隣接県とは宮城県、山形県、新潟県、群馬県、栃木県及び茨城県
の６県をいい、支店・営業所は「福島県平成１７・１８年度工事等請負有資格業
者名簿」に記載された委任先の支店・営業所をいう。本店とは商法（明治３２年
法律第４８号）上の本店をいう。

入札参加資格設定
の経緯及び理由

「福島県条件付き一般競争入札実施要領」及び「条件付き一般競争入札の選
択条件設定のガイドライン（処理場・機械設備工事）」に基づき設定した。
なお、客観点については、公共下水道が県外業者を前提として１,０００点とし
ているのに対し、規模が小さい農業集落排水事業においては、過去に県内業
者が施工した実績があることを踏まえ８００点とした。

入札参加資格確認申請
者
（無資格者は×印）

     （業者）　　　　　　　　　　　　　  　　　（所在地）
荏原実業㈱東北支社　　　　　　　　　　　仙台市
扶桑建設工業㈱仙台支店　　　　　　　　仙台市
水道機工㈱東北支社　　　　　　　　　　　仙台市
ドリコ㈱いわき営業所　　　　　　　　　　　いわき市
日立プラントテクノ㈱東北営業所　 　　　仙台市
共和化工㈱東北支店      　                仙台市
㈱ダイキアクシス東北支店   　            仙台市
古河産機システムズ㈱東北支店　　　　仙台市
ユニチカ㈱仙台営業所　　　　　 　　　　  仙台市
萱場工業㈱郡山営業所　 　　　　　　　　郡山市
㈱翼水エンジニア                    　       郡山市

無資格理由の説明
（無資格者がある場合）

該当社なし

予定価格（税込：円） ９４，５８１，９００円

入札の経緯及び結果
参加資格者１１社で入札を行った結果、全社が同額（７２，０６２，４００円）で
あったのでくじ引きを行い決定した。

当初契約金額（税込：円）７５，６６５，５２０円

請負業者名 萱場工業㈱郡山営業所

備考

※　入札（契約）結果表を添付のこと
※　条件付一般競争入札の場合は、条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

抽出事案説明書

入札参加資格
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【担当部局名：農林水産部】

契　約　方　式

発　注　機　関

工　事　名

工　事　種　別

決壊拡大防止工事　１式

随意契約の相手方 庄司建設工業（株）

予定価格（税込：円）

当初契約金額（税込：円）

備　考

　※　入札（契約）結果表を添付のこと
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別紙様式５（その３）Ａ４縦

抽出事案説明書

一般土木工事

¥4,620,000

¥4,515,000

随　意　契　約

　２第１項第５号により随意契約とした。

２　なお、下記の３社は県管理の農地海岸における海岸保全施設整備工事

　を実施しており、この工事に精通した技術者を有しているうえ、施工実績も

１　本工事は、平成18年10月6～8日発生の低気圧による異常波浪により、

随意契約の理由

相双農林事務所

海岸災害復旧（１８年災）第１８０１号工事　　村上地区

工　事　概　要

　傾斜型堤防前面の消波ブロックが454ｍにわたり沈下・流失したほか、越

　波によって傾斜型堤防においては121ｍ（崩壊51m、表法面クラック70m)

　が被災しており、台風等による高波で増破する危険性が非常に高いため、

　緊急に応急工事を実施する必要があるので地方自治法施行令第167条の

　　③　関場建設（株）　　　　　　　南相馬市原町区

　豊富な業者である。

３　見積人の選定

　　①　庄司建設工業（株）　　　　南相馬市原町区

　　②　石川建設工業（株）　　　　南相馬市原町区



様式2

入札執行機関

入  札  （  契  約  ）  結  果  書

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
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変更 平成18年10月13日
相双農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

平成18年10月13日
工事番号 06-063-0263 工 事 名 海岸災害復旧（１８年災）第1801号工事 着 工 平成18年10月13日
年  災 事  項

発 注 種 別 一般土木工事

契 約海岸災害復旧費

完 成 平成18年11月30日
審 議 番 号 公  所 本  庁 発 注 標 準 等 級 C
入札執行年月日 平成18年10月13日

路 線 ･ 河 川 名   村上地区 予  定  価  格
工 事 箇 所　 自   南相馬市小高区村上地内 4,620,000円
　　　　　　　至
工 事 概 要   決壊拡大防止工事　Ｎ＝1.0式

業  者  コ  ー  ド 指 名 理 由 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

107013118 3  南相馬市原町区青葉町１－１

庄司建設工業（株）
4,300,000

4,515,000

207066694 3  

石川建設工業（株）
4,400,000

107005284 3  

関場建設（株）
4,500,000


