案件番号（削
除）

案件番号（修
正）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
室津島灯台改良改修工事ほか1件

契約担当官等の氏名並びにその所属する部
局の名称及び所在地

支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
宝津島灯台（北海道奥尻郡奥尻町）ほか１箇所
部長 坂野 公治
平成28年4月28日～平成28年8月31日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
小樽港北副防波堤灯台改良改修工事ほか2件
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
小樽港北副防波堤灯台（北海道小樽港第三区）ほか２箇所
部長 坂野 公治
平成28年4月28日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
目梨泊港北防波堤灯台改良改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道枝幸郡枝幸町（目梨泊港北防波堤外端）
部長 坂野 公治
平成28年5月26日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
函館保安部ほか6箇所ＰＢＸ換装工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道函館市（函館海上保安部）ほか６箇所 部長 坂野 公治
平成28年6月3日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
電気通信工事
北海道小樽市港町５－２
江差円山宿舎屋外電灯設備改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道檜山郡江差町円山299-48
部長 坂野 公治
平成28年6月14日～平成28年7月29日
第一管区海上保安本部
土木工事及び電気工事
北海道小樽市港町５－２
陸上多重無線回線網改良改修調査設計
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
第一管区海上保安本部
部長 坂野 公治
平成28年7月1日～平成28年8月3日
第一管区海上保安本部
建設コンサルタント
北海道小樽市港町５－２
函館港七重浜沖灯浮標改良改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道函館市（函館港）
部長 坂野 公治
平成28年6月27日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
土木工事
北海道小樽市港町５－２
江良港島防波堤灯台改良改修工事ほか１件 支出負担行為担当官代理 第一管区海上保
北海道松前郡松前町
安本部次長 星 澄男
平成28年6月29日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
広尾（署）船艇基地改修工事（受電設備）
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道広尾郡広尾町十勝港
部長 坂野 公治
平成28年7月1日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
電気工事
北海道小樽市港町５－２
小樽（部）船艇基地改修工事（受電設備）
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道小樽市小樽港 小樽海上保安部船艇基地 部長 坂野 公治
平成28年7月1日～平成28年9月30日
第一管区海上保安本部
電気工事
北海道小樽市港町５－２
沓形港西外防波堤灯台改良改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道利尻郡利尻町
部長 岩﨑 俊一
平成28年7月12日～平成28年10月14日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
根室(部)明治町宿舎浴室改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道根室市（明治町宿舎）
部長 岩﨑 俊一
平成28年8月8日～平成28年12月22日
第一管区海上保安本部
建築工事
北海道小樽市港町５－２
根室（部)大正町南宿舎給湯設備改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道根室市（大正町南宿舎）
部長 岩﨑 俊一
平成28年8月8日～平成28年12月22日
第一管区海上保安本部
管工事
北海道小樽市港町５－２
根室(部)幸町宿舎屋根等修繕工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道根室市（幸町宿舎）
部長 岩﨑 俊一
平成28年8月9日～平成28年12月22日
第一管区海上保安本部
建築工事
北海道小樽市港町５－２
香深港北島防波堤灯台改良改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道礼文郡礼文町
部長 岩﨑 俊一
平成28年8月30日～平成28年11月30日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
旧香深灯台敷地測量
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ825-2
部長 岩﨑 俊一
平成28年8月30日～平成29年2月28日
第一管区海上保安本部
測量
北海道小樽市港町５－２
恵山泊港西防波堤灯台改良改修工事
支出負担行為担当官代理 第一管区海上保
北海道稚内市（恵山泊港西防波堤外端）
安本部次長 星 澄男
平成28年9月9日～平成28年11月30日
第一管区海上保安本部
土木工事及び建築工事
北海道小樽市港町５－２
江差(署)円山宿舎浴室改修工事
支出負担行為担当官代理 第一管区海上保
北海道檜山郡江差町字円山（円山宿舎）
安本部次長 星 澄男
平成28年9月9日～平成28年12月20日
第一管区海上保安本部
建築工事
北海道小樽市港町５－２

一般競争入札・指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格

2016/4/27 株式会社石井組
北海道函館市千代台町１－９

01：一般競争入札

23,903,487

落札率（小数点第
3位を四捨五入）
※自動計算
23,652,000 98.95

2016/4/28 株式会社三栄工業
北海道小樽市色内３丁目１２番１号

01：一般競争入札

19,170,065

18,900,000 98.59

2016/5/25 藤建設株式会社
北海道稚内市港５－５－１５

01：一般競争入札

6,882,533

6,804,000 98.86

2016/6/3 北第百通信電気株式会社
01：一般競争入札
北海道札幌市中央区南五条西２２－２－１２

25,935,865

7,538,400 29.07

01：一般競争入札

2,699,347

1,371,600 50.81

2016/6/20 株式会社通電技術
01：一般競争入札
北海道札幌市白石区平和通２丁目北１１番２
０号

4,599,464

4,428,000 96.27

2016/6/27 株式会社富士サルベージ
北海道函館市大町８－２５

01：一般競争入札

3,785,381

3,758,400 99.29

2016/6/29 株式会社石井組
北海道函館市千代台町１－９

01：一般競争入札

10,769,279

10,044,000 93.27

2016/6/30 三和電設株式会社
北海道広尾郡広尾町東１条５－１

01：一般競争入札

1,563,051

1,177,200 75.31

2016/6/30 株式会社中島電気
北海道小樽市色内２－１４－１２

01：一般競争入札

9,529,323

7,527,600 78.99

2016/7/7 藤建設株式会社
北海道稚内市港５－５－１５

01：一般競争入札

11,664,000

11,099,858 95.16

2016/8/8 株式会社テラジマ
北海道根室市光洋町２－３０

01：一般競争入札

13,048,959

11,880,000 91.04

2016/8/8 株式会社親星コスモ
01：一般競争入札
北海道札幌市厚別区厚別西３条１－１－１６

11,698,188

10,673,640 91.24

2016/8/9 三ッ輪エンジニアリング株式会社
釧路市鳥取南６丁目２番２４号

01：一般競争入札

19,890,779

18,036,000 90.68

2016/8/29 藤建設株式会社
北海道稚内市港５－５－１５

01：一般競争入札

9,774,819

9,774,000 99.99

2016/8/30 株式会社北都測量社
北海道旭川市流通団地２条５丁目３６番地

01：一般競争入札

1,970,208

1,047,600 53.17

01：一般競争入札

4,529,796

4,482,000 98.94

01：一般競争入札

31,002,093

27,864,000 89.88

契約を締結した日

契約の相手方の称号又は名称及び住所

2016/6/13 株式会社東福電機工業
北海道函館市日ノ浜町１３６－２

2016/9/8 藤建設株式会社

契約金額

北海道稚内市港５－５－１５
2016/9/9 株式会社久末建設工業

北海道檜山郡上ノ国町字中須田３６４－３

備考

案件番号（削
除）

案件番号（修
正）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
サロマ湖口灯台機械改良改修工事ほか１件
北海道湧別郡湧別町・常呂郡佐呂間町
平成28年9月20日～平成28年11月22日
電気工事
金比羅岬灯台機械改良改修工事ほか１件
北海道苫前郡初山別村・留萌郡小平町
平成28年9月30日～平成28年12月22日
電気工事
仙法志埼灯台機械改良改修工事ほか２件
北海道利尻郡利尻町・礼文郡礼文町
平成28年9月30日～平成28年12月22日
電気工事
小樽(部)船艇基地渡橋改修工事
北海道小樽市港町４番地先 小樽港内
平成28年10月28日～平成29年3月31日
土木工事

契約担当官等の氏名並びにその所属する部
局の名称及び所在地

支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
部長 岩﨑 俊一
第一管区海上保安本部
北海道小樽市港町５－２
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
部長 岩﨑 俊一
第一管区海上保安本部
北海道小樽市港町５－２
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
部長 岩﨑 俊一
第一管区海上保安本部
北海道小樽市港町５－２
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
部長 岩﨑 俊一
第一管区海上保安本部
北海道小樽市港町５－２
釧路（部）船艇基地改修工事
支出負担行為担当官代理 第一管区海上保
北海道釧路市港町２３の内 釧路海上保安部船艇基地 安本部次長 星 澄男
平成28年11月1日～平成29年3月28日
第一管区海上保安本部
建築工事
北海道小樽市港町５－２
陸上多重無線回線網等改良改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
第一管区海上保安本部ほか12箇所
部長 岩﨑 俊一
平成28年11月16日～平成29年3月24日
第一管区海上保安本部
電気通信工事
北海道小樽市港町５－２
巡視船そうやレーダ２台換装工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
巡視船そうや係留地（釧路港）
部長 岩﨑 俊一
平成28年12月2日～平成29年1月27日
第一管区海上保安本部
電気通信工事
北海道小樽市港町５－２
巡視船つがる臨時修理（格納庫暖房用蒸気管他）
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
巡視船つがる
部長 岩﨑 俊一
平成28年12月9日～平成29年3月1日
第一管区海上保安本部
役務の提供等(船舶整備)
北海道小樽市港町５－２
浦河(署)大通･常磐町宿舎改修工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
①北海道浦河郡浦河町大通５丁目８６番地４ 大通宿舎
部長 岩﨑 俊一
②北海道浦河郡浦河町常盤町２５番地２ 常盤町宿舎
平成29年1月17日～平成29年3月31日
第一管区海上保安本部
建設工事
北海道小樽市港町５－２
苫小牧船舶給油取扱所整備工事
支出負担行為担当官 第一管区海上保安本
北海道苫小牧市汐見町１丁目１７番２号
部長 岩﨑 俊一
平成29年1月19日～平成29年3月31日
第一管区海上保安本部
土木工事業若しくは建築工事業
北海道小樽市港町５－２

契約を締結した日

契約の相手方の称号又は名称及び住所

2016/9/20 山本電子工業株式会社

01：一般競争入札

7,845,626

落札率（小数点第
3位を四捨五入）
※自動計算
7,560,000 96.36

01：一般競争入札

3,080,566

3,078,000 99.92

01：一般競争入札

6,768,415

6,296,400 93.03

01：一般競争入札

6,949,137

6,804,000 97.91

01：一般競争入札

23,893,754

22,464,000 94.02

01：一般競争入札

165,294,713

96,336,000 58.28

01：一般競争入札

4,991,445

4,536,000 90.88

01：一般競争入札

3,434,146

3,348,000 97.49

01：一般競争入札

34,735,033

25,704,000 74.00

01：一般競争入札

8,719,789

7,992,000 91.65

一般競争入札・指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格

契約金額

北海道網走市駒場南７－５－１１
2016/9/30 有限会社立花電設工業

北海道留萌市礼受町２４－１５
2016/9/30 利尻電業株式会社

北海道利尻郡利尻町沓形字富士見町５６
－４
2016/10/28 近藤工業株式会社

北海道小樽市若竹町３－１
2016/11/1 西興建設株式会社

北海道釧路市興津２－２４－１４
2016/11/16 ＮＥＣネッツエスアイ（株）北海道支店

北海道札幌市中央区大通西４－１
2016/12/2 株式会社中島電気

北海道小樽市色内２－１４－１２
2016/12/9 有限会社半田造船鉄工所

北海道函館市浅野町１－４
2017/1/17 大谷建設工業株式会社

北海道浦河郡浦河町大通１－１３
2017/1/18 （株）三栄工業

北海道小樽市色内３丁目１２番１号

備考

