
E036

１　入札状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和5年3月20日

法人番号

1430001010268 - - 予定価格超過 -

3430001027723 29.738 -1.557 予定価格超過 -0.065

2430001032014 - - 予定価格超過 -

9011001012710 - - 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４年７月１５日落札決定

入札・契約状況調書 １／２

千歳外（４）格納庫改修等設備設計

業務内容

【千歳基地】
①格納庫Ａ改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造平屋建
規模：延べ面積約560㎡
②格納庫Ｂ改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造平屋建
規模：延べ面積約560㎡
③隊舎Ａ解体に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造３階建
規模：延べ面積約2,600㎡
④隊舎Ｂ解体に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造３階建
規模：延べ面積約2,600㎡
【東千歳駐屯地】
①隊庁舎改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造２階建
規模：延べ面積約3,100㎡（内改修面積約200㎡）
②ボイラー更新に伴う付帯電気及び機械に係る設備設計
【当別分屯基地】
鉄塔（３基約18～33ｍ）解体に伴う通信設計
【長沼分屯基地】
鉄塔（２基約20ｍ～45ｍ）解体に伴う通信設計

一般競争入札（総合評価方式）

令和4年7月13日 北海道千歳市外 履行期間 令和4年7月26日

業　　者　　名
（商号又は名称等）

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

（株）北日本技術コンサル 20,910,000 19,900,000 予定価格超過

（株）エイト設計 22,600,000 辞退 -

価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

（株）田中建築設備事務所 22,000,000 辞退 -

（株）総合設備コンサルタント 22,000,000 辞退 -

¥21,866,099.- ¥19,878,272-.

¥17,046,810.- ¥15,497,100-.

価格と技術等の割合 １：２

契約業者名
名称等 株式会社北日本技術コンサル 

住　所 北海道札幌市豊平区中の島二条三丁目１番３号

¥20,790,000.- ¥18,900,000-.



E036

１　入札状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和5年3月20日

法人番号

1430001010268 -

3430001027723 29.738 1.476 31.214  総合評価 落札 

2430001032014 -

9011001012710 -

#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４年７月１５日落札決定

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）

入札・契約状況調書　２／２

千歳外（４）格納庫改修等設備設計

業務内容

【千歳基地】
①格納庫Ａ改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造平屋建
規模：延べ面積約560㎡
②格納庫Ｂ改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造平屋建
規模：延べ面積約560㎡
③隊舎Ａ解体に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造３階建
規模：延べ面積約2,600㎡
④隊舎Ｂ解体に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造３階建
規模：延べ面積約2,600㎡
【東千歳駐屯地】
①隊庁舎改修に伴う付帯電気、機械及び通信に係る設備設計
構造：鉄筋コンクリート造２階建
規模：延べ面積約3,100㎡（内改修面積約200㎡）
②ボイラー更新に伴う付帯電気及び機械に係る設備設計
【当別分屯基地】
鉄塔（３基約18～33ｍ）解体に伴う通信設計
【長沼分屯基地】
鉄塔（２基約20ｍ～45ｍ）解体に伴う通信設計

一般競争入札（総合評価方式）

令和4年7月13日 北海道千歳市外 履行期間 令和4年7月26日

（株）エイト設計

（株）総合設備コンサルタント

評価値
（A＋B）

（株）田中建築設備事務所

（株）北日本技術コンサル 18,900,000

業　　者　　名
（商号又は名称等）

技術
評価点
（A）

第３回入札

契約業者名
名称等 株式会社北日本技術コンサル 

住　所 北海道札幌市豊平区中の島二条三丁目１番３号

価格と技術等の割合 １：２

¥20,790,000.- ¥18,900,000-.

¥21,866,099.- ¥19,878,272-.

¥17,046,810.- ¥15,497,100-.



業務の名称：千歳外（４）格納庫改修等設備設計

企業の
実績及び能力

予定技術者の
経験及び能力

その他

業務の実施方
針・実施フ

ロー・工程計
画・その他

評価テーマに対
する技術提案

賃上げの実施に
対する評価

a b c d e f ｇ 60*(h/i)

60 65 5 50 40 12 1.00 232 i 60

31.00 34.00 1.00 26.66 16.00 0.00 1.00 -

28.00 24.00 1.00 28.66 21.33 12.00 1.00 29.738

30.00 20.00 2.00 27.99 17.32 0.00 1.00 -

26.00 20.00 0.00 29.33 19.32 12.00 1.00 -

評価点の内訳

業　　者　　名
（商号又は名称等）

技術評価点の内訳

履行確実性度 技術評価点合計 技術評価点(A) 備    考

h=(a+b+c+d+e+f)*g

技術評価の配点

（株）田中建築設備事務所 108.66

（株）北日本技術コンサル 114.99

（株）エイト設計 97.31

（株）総合設備コンサルタント 106.65


