
株式会社弘新建設

弘和建設株式会社 辞退

丸勘建設株式会社 辞退

4

辞退

東洋重機建設有限会社 11.5

株式会社西村組 8.5 ¥32,743,000 81.773 90.273

株式会社弘前水道 9.0 ¥32,743,000 81.773 90.773 3

¥32,743,000 81.773 93.273 2

（技術評価点＋価格評価点）

決定株式会社花田建設 10.5 ¥31,500,000 85 95.500 1

入 札 業 者 技術評価点 入札価格（税抜）（円） 価格評価点
評価値

落札順位

総合評価落札方式に
よる入札を行った理由

価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。

落札者決定基準

評価基準は、入札公告５－（１）「評価基準」のとおりとする。
評価方法は加算方式とする。
落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。
①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

落札者決定理由 評価値が最も高い者を落札者とした。

対 象 土木一式工事Ａ等級

入 札 保 証 金 無 契約保証金
有

（契約金額の１／１０の額）

予 定 価 格 ¥32,743,000 (税抜)

配点基準価格 ¥31,500,000 (税抜) 基準数値 ¥28,061,003 （税抜）

入札及び開札 平成27年8月18日 午前 9時30分 市役所新館５階入札室

工 事 概 要

施工延長　L=134.0m
防雪柵（吹き止め柵 H=4.0m）　L=134.0m
防雪柵基礎杭　N=35.0本
（建設リサイクル法対象建設工事）

工 種 土木一式工事 発 注 担 当 課 道路維持課 設 計 担 当 課 道路維持課

一般競争入札執行書
区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工 事 名 称 平成２７年度　小友笹舘線防雪柵設置工事

工 事 場 所 弘前市大字小友地内



備考

　　　　　「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

有限会社丸二建設

株式会社三上重機建設 辞退

辞退

株式会社永澤興業

猪股建設株式会社 辞退

有限会社弘前重機 辞退

株式会社佐藤惣建設 辞退

辞退

クリエイトテクノ株式会社

太田建設株式会社 辞退

株式会社長谷川建設 辞退

株式会社マル長 辞退

辞退

株式会社相馬土木 辞退



技術評価点の評価内訳一覧

【技術評価点配点基準】

【技術評価点の評価結果】

0.5 0.0

1.0 0.0

0.0 2.0 0.5

0.5 1.0 1.0

0.5 0.5 1.0 0.0 0.0

0.5 0.5 1.0 1.0 0.0

技術者の雇用状況
品質・環境マネジメントシステムの

認証取得状況

技術評価点に係る評価項目

2.0

地域貢献 その他

防災協定等の締結状況
及び弘前市消防団協力
事業所制度の認定状況

除雪業務委託契約の
締結状況

災害復旧に係る
請負契約の締結状況

技術者の雇用状況
品質・環境マネジメントシステムの

認証取得状況工事成績 優良工事表彰

1.0 0.5 1.0 2.0 1.0

保有資格

技術評価点に係る評価項目

地域貢献 その他

防災協定等の締結状況
及び弘前市消防団協力
事業所制度の認定状況

除雪業務委託契約の
締結状況

災害復旧に係る
請負契約の締結状況

株式会社弘新建設

丸勘建設株式会社

弘和建設株式会社

株式会社相馬土木

クリエイトテクノ株式会社

株式会社マル長

株式会社長谷川建設

1.5 3.0 0.0 2.0

太田建設株式会社

2.0

株式会社佐藤惣建設

東洋重機建設有限会社 11.5

株式会社花田建設 10.5 1.5 3.0 1.0 1.0 2.0

株式会社永澤興業

株式会社弘前水道 9.0 1.5 3.0 0.0 0.0 1.0

有限会社弘前重機

猪股建設株式会社

株式会社西村組

株式会社三上重機建設

有限会社丸二建設

8.5 1.5 1.0 0.0 1.0 2.0

施工実績 保有資格

入札者

15.0 1.5 3.0 1.0 2.0

工事成績 優良工事表彰

工事名称 平成２７年度　小友笹舘線防雪柵設置工事

技術評価点

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

施工実績 施工実績

技術評価点

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

施工実績



午前 9 時 30 分 

名称 役職 氏名 入札参加資格 無い場合の理由

1 丸勘建設株式会社 代表取締役 一戸　利光 有

2 株式会社弘新建設 代表取締役 工藤　武 有

3 弘和建設株式会社 取締役社長 阿保　徹刀 有

4 株式会社相馬土木 代表取締役 相馬　正 有

5 株式会社マル長 代表取締役 長見　範孝 有

6 クリエイトテクノ株式会社 代表取締役 町田　八重子 有

7 株式会社長谷川建設 代表取締役 小山内　一雅 有

8 太田建設株式会社 代表取締役 太田　宏明 有

9 東洋重機建設有限会社 代表取締役 町田　啓倫 有

10 株式会社佐藤惣建設 代表取締役 佐藤　隆 有

11 株式会社花田建設 代表取締役 花田　實 有

12 株式会社永澤興業 代表取締役 永澤　弘夫 有

13 有限会社弘前重機 代表取締役 須藤　廣光 有

14 株式会社弘前水道 代表取締役 阿保　秀樹 有

15 猪股建設株式会社 代表取締役 舘山　昭光 有

16 株式会社西村組 代表取締役 西村　昭紘 有

17 株式会社三上重機建設 代表取締役 三上　秀美 有

18 有限会社丸二建設 代表取締役 成田　由己 有

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称

工事場所

入札日時

平成２７年度　小友笹舘線防雪柵設置工事

弘前市大字小友地内

平成27年8月18日


