
B026

工事件名

入札方式 工事場所

入  札  日 種　　別 工　　期 ～

8430001001830 23.334 30.000 153.334 704,000,000 21.780 ○

8430001001789 28.566 30.000 158.566 691,000,000 22.947 ○

2430001043936 9.333 30.000 139.333 677,000,000 20.580 ○

4010401010452 31.133 30.000 161.133 674,300,000 23.896 ○

37.066 30.000 167.066 671,000,000 24.898 ○

6010001034874 35.667 30.000 165.667 713,500,000 23.218 ○

8010001008703 - - - 838,000,000 - 予定価格超過

8010401021454 29.700 30.000 159.700 680,000,000 23.485 ○

1010001008742 - - - 無効 - -

4010001008789 33.733 30.000 163.733 665,528,000 24.601 ○

1010001000006 32.667 30.000 162.667 680,000,000 23.921 ○

2010001131477 - - - 無効 - -

3011101055078 - - - 729,000,000 - 予定価格超過

9011001040166 27.000 30.000 157.000 665,900,000 23.577 ○

2010401051696 32.100 30.000 162.100 710,000,000 22.830 ○

（税込）　　　　（ （税抜））

（税込）　　　　（ （税抜））

（税込）　　　　（ （税抜））調査基準価格 ¥728,273,547.- ¥662,066,861.- 令和４年８月３１日落札決定

基準評価値 13.895

契　約　金　額 ¥738,100,000.- ¥671,000,000.-

予　定　価　格 ¥791,601,682.- ¥719,637,893.-

（株）安藤・間

契 約 業 者 名
名称等 東千歳（４）宿舎新設建築工事　鉄建建設・宮坂建設工業建設共同企業体

住   所 北海道札幌市中央区北５条西２丁目５番地

東亜建設工業（株）

東急建設（株）

五洋建設（株）

三井住友建設（株）

（株）ピーエス三菱

前田建設工業（株）

飛島建設（株）

西松建設（株）

東千歳（４）宿舎新設建築工事　鉄建建設・宮坂建設工業建設共同企業体 総合評価 落札

戸田建設（株）

評価値≧
基準評価値

伊藤組土建（株）

岩田地崎建設（株）

施工体制
評価点

入札金額（Ｂ）
評価値

（Ａ）/（Ｂ）
評価値≧

基準評価値
入札金額（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式ＷＴＯ標準型）　１／２

東千歳（４）宿舎新設建築工事（１工区）

工事概要

【東千歳宿舎】
ア 宿舎新設の杭工事、基礎工事、躯体工事の一部（ １ 階～ ５ 階部
分）、建具工事（ＡＷ）
・構造：鉄筋コンクリート造５階建
・規模：延べ面積 約4,900 ㎡
（残りの躯体工事（屋上階部分）、建具工事（ＡＷ以外）、及び内外
装工事については後工事とする。）
イ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約50 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
ウ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約40 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
エ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約5 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
オ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約5 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
カ 電波障害調査（事前・中間）

一般競争入札（ＷＴＯ） 北海道千歳市

令和4年8月26日 建築 令和4年9月13日 令和6年3月20日

業者名

  価格以外の入札項目 標準点＋
加算点＋施工
体制評価点

（Ａ）

第１回入札 第２回入札

備考法人番号

加算点

アイグステック（株）

青木あすなろ建設（株）



B026

工事件名

入札方式 工事場所

入  札  日 種　　別 工　　期 ～

8120001022651 31.733 30.000 161.733 699,000,000 23.137 ○

7010401088742 - - - 800,000,000 - 予定価格超過

7120001004931 - - - 無効 - -

5120001026309 - - - 辞退 - -

1210001001082 26.767 30.000 156.767 715,800,000 21.900 ○

6290801012011 26.333 30.000 156.333 707,000,000 22.112 ○

（税込）　　　　（ （税抜））

（税込）　　　　（ （税抜））

（税込）　　　　（ （税抜））調査基準価格 ¥728,273,547.- ¥662,066,861.- 令和４年８月３１日落札決定

基準評価値 13.895

契　約　金　額 ¥738,100,000.- ¥671,000,000.-

予　定　価　格 ¥791,601,682.- ¥719,637,893.-

契 約 業 者 名
名称等 東千歳（４）宿舎新設建築工事　鉄建建設・宮坂建設工業建設共同企業体

住   所 北海道札幌市中央区北５条西２丁目５番地

（株）熊谷組

若築建設（株）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

（株）淺沼組

（株）大林組

加算点
施工体制
評価点

入札金額（Ｂ）
評価値

（Ａ）/（Ｂ）
評価値≧

基準評価値
入札金額（Ｂ）

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式ＷＴＯ標準型）　２／２

東千歳（４）宿舎新設建築工事（１工区）

工事概要

【東千歳宿舎】
ア 宿舎新設の杭工事、基礎工事、躯体工事の一部（ １ 階～ ５ 階部
分）、建具工事（ＡＷ）
・構造：鉄筋コンクリート造５階建
・規模：延べ面積 約4,900 ㎡
（残りの躯体工事（屋上階部分）、建具工事（ＡＷ以外）、及び内外
装工事については後工事とする。）
イ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約50 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
ウ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約40 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
エ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約5 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
オ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約5 ㎡
（上屋部分については後工事とする。）
カ 電波障害調査（事前・中間）

一般競争入札（ＷＴＯ） 北海道千歳市

令和4年8月26日 建築 令和4年9月13日 令和6年3月20日

業者名

  価格以外の入札項目 標準点＋
加算点＋施工
体制評価点

（Ａ）

第１回入札 第２回入札

備考法人番号

（株）奥村組

（株）鴻池組



工事件名 東千歳（４）宿舎新設建築工事（１工区）

技術提案①
工事全般の
施工計画

ワークライ
フバランス

配点 30 9 1 3 43 43

11.334 9.000 0.000 3.000 23.334 23.334

18.666 6.900 0.000 3.000 28.566 28.566

3.333 3.000 0.000 3.000 9.333 9.333

19.333 7.800 1.000 3.000 31.133 31.133

24.666 8.400 1.000 3.000 37.066 37.066

22.667 9.000 1.000 3.000 35.667 35.667

19.334 9.000 1.000 3.000 32.334 -

18.000 8.700 0.000 3.000 29.700 29.700

22.667 9.000 0.000 3.000 34.667 -

21.333 8.400 1.000 3.000 33.733 33.733

20.667 9.000 0.000 3.000 32.667 32.667

20.000 8.700 0.000 3.000 31.700 -

22.666 9.000 1.000 3.000 35.666 -

14.000 9.000 1.000 3.000 27.000 27.000

20.000 8.100 1.000 3.000 32.100 32.100

19.333 8.400 1.000 3.000 31.733 31.733

16.667 8.100 0.000 3.000 27.767 -

14.000 9.000 1.000 3.000 27.000 -

17.999 8.700 1.000 3.000 30.699 -

14.667 8.100 1.000 3.000 26.767 26.767

13.333 9.000 1.000 3.000 26.333 26.333

西松建設（株）

賃上げ実施
に関する評

価

伊藤組土建（株）

岩田地崎建設（株）

三井住友建設（株）

アイグステック（株）

青木あすなろ建設（株）

東千歳（４）宿舎新設建築工事　鉄建建設・宮坂建設工業建設共同企業体

戸田建設（株）

（株）ピーエス三菱

前田建設工業（株）

五洋建設（株）

（株）奥村組

評価点の内訳

会社名

企業による技術提案

評価点の得
点（合計）

加算点 備    考

若築建設（株）

（株）鴻池組

（株）熊谷組

飛島建設（株）

東亜建設工業（株）

東急建設（株）

（株）安藤・間

（株）淺沼組

（株）大林組


