
B040

１　入札状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和2年8月31日

法人番号

9430001005500 - - 予定価格超過 -

8430001012472 35.481 - 予定価格超過 -

8430001020228 - - -

5120001111309 - - 予定価格超過 -

4430001012501 - - -

3430001010308 - - 予定価格超過 -

#VALUE!

契約金額 （ (税込)( (税抜))

予定価格 （ (税込)( (税抜))

調査基準価格 （ (税込)( (税抜))
令和元年７月２６日付落札決定

入札・契約状況調書１／２

千歳試験場外（元）試験計測棟外壁改修等建築設計

業務内容

【千歳試験場】
　①試験計測棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄骨鉄筋コンクリート造5階建
　　規模：延べ面積約6,900㎡
　②排気棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄骨鉄筋コンクリート造7階建
　　規模：延べ面積約3,500㎡
　③高圧空気源棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造5階建
　　規模：延べ面積約3,000㎡
　④給気棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造3階建
　　規模：延べ面積約1,500㎡
　⑤計測制御棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造2階建
　　規模：延べ面積約1,000㎡
【東千歳駐屯地】
　①アンテナ基礎新設に伴う建築設計
　　構造：鉄筋コンクリート造
　　規模：延べ面積約230㎡
　➁計画通知手続き業務一式

一般競争入札（総合評価方式）

令和1年7月19日 北海道千歳市 履行期間 令和元年8月1日

技術
評価点
（A）

第１回入札 第２回入札

備    考
入札金額

価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

入札金額
価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

27,000,000 辞退 -

（株）西塚構造事務所 19,243,000 12,550,000 予定価格超過

業　　者　　名
（商号又は名称等）

（株）札幌日総建 無効

コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株） 13,956,000 辞退 -

（株）建築工房

（株）西村建築設計事務所 辞退

（株）田辺構造設計 16,900,000 13,000,000 予定価格超過

契約業者名
名称等 株式会社西塚構造事務所 

住　所 北海道札幌市中央区北１条西９丁目３番地２７号

¥10,167,300.- ¥9,243,000-.

¥10,967,666.- ¥9,970,606-.

¥8,411,102.- ¥7,646,457-.

価格と技術等の割合 １：１



B040

１　入札状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和2年8月31日

法人番号

9430001005500 -

8430001012472 35.481 - 予定価格超過 4.378  総合評価 落札 

8430001020228 -

5120001111309 -

4430001012501 -

3430001010308 - - -

契約金額 （ (税込)( (税抜))

予定価格 （ (税込)( (税抜))

調査基準価格 （ (税込)( (税抜))
令和元年７月２６日付落札決定

入札・契約状況調書２／２

千歳試験場外（元）試験計測棟外壁改修等建築設計

業務内容

【千歳試験場】
　①試験計測棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄骨鉄筋コンクリート造5階建
　　規模：延べ面積約6,900㎡
　②排気棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄骨鉄筋コンクリート造7階建
　　規模：延べ面積約3,500㎡
　③高圧空気源棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造5階建
　　規模：延べ面積約3,000㎡
　④給気棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造3階建
　　規模：延べ面積約1,500㎡
　⑤計測制御棟改修に伴う建築設計（外壁・屋根改修）
　　構造：鉄筋コンクリート造2階建
　　規模：延べ面積約1,000㎡
【東千歳駐屯地】
　①アンテナ基礎新設に伴う建築設計
　　構造：鉄筋コンクリート造
　　規模：延べ面積約230㎡
　➁計画通知手続き業務一式

一般競争入札（総合評価方式）

令和1年7月19日 北海道千歳市 履行期間 令和元年8月1日

業　　者　　名
（商号又は名称等）

技術
評価点
（A）

第３回入札 第４回入札

備    考
入札金額

価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

入札金額
価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

（株）建築工房

（株）西塚構造事務所 12,106,000 9,243,000 39.859

（株）札幌日総建

コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株）

（株）西村建築設計事務所

（株）田辺構造設計 辞退

契約業者名
名称等 株式会社西塚構造事務所 

住　所 北海道札幌市中央区北１条西９丁目３番地２７号

価格と技術等の割合 １：１

¥10,167,300.- ¥9,243,000-.

¥10,967,666.- ¥9,970,606-.

¥8,411,102.- ¥7,646,457-.



企業の
実績及び能力

予定技術者の
経験及び能力

業務の実施方
針・実施フ

ロー・工程計
画・その他

a b c 60*(d/e)

55 50 50 155 e

38 35 21.32 －

35 30 26.66 35.481

38 15 28.00 －

28 25 25.33 －

18 15 25.33 －

38 35 25.33 －

業務の名称： 千歳試験場外（元）試験計測棟外壁改修等建築設計

81.00

78.33

58.33

98.33

業　　者　　名
（商号又は名称等）

（株）建築工房

技術評価点の内訳

技術評価の配点

91.66

技術評価点(A)技術評価点合計

d=a+b+c

94.32

評価点の内訳

（株）西塚構造事務所

コンストラクションインベストメン
トマネージャーズ（株）

（株）西村建築設計事務所

（株）田辺構造設計

（株）札幌日総建

備    考


