
［参考様式例３］ 

低入札価格調査の実施概要 

 

 工事名称  函館工業高専Ｇ棟２階内部改修その他工事 

 

 調査を実施した業者名、住所：小泉建設株式会社、北海道函館市昭和３丁目３６番１３号 

 

項     目 内        容 

１．その価格により入札した理由 

  （※） 

 昨年度Ｇ棟（福利施設）内部改修工事を施工したことにより当該建物の現

状を把握していることにより、効率的かつ経済的に施工が可能。 

２．契約対象工事附近における手 

  持工事の状況 

北海道函館盲学校大規模改造工事 

 工事場所：函館市田家町19番12号 

コメリパワー函館西桔梗店新築工事 

 工事場所：函館市西桔梗町246番地 

３．契約対象工事に関連する手持 

  工事の状況 

特にありません。 

 

４．契約対象工事箇所と入札者の 

  事業所、倉庫等の関連 

  （地理的条件） 

本社住所 函館市昭和3丁目36番13号 

工事場所との距離は約8km 

添付地図参照 

５．手持資材の状況 ありません。 

６．資材購入先及び購入先と入札 

  者との関係 

協力業者一覧表添付 

 

７．手持機械数の状況 ありません。 

８．労務者の具体的供給見通し 添付した協力業者一覧表により労務者の確保が可能。 

９．過去に施工した公共工事名及 

  び発注者（過去10年間） 

官庁工事経歴添付 

 

10．１から９までの事情聴取した 

  結果についての調査検討 

施工実績、現在の手持ち工事の状況、工事場所との距離等を勘案した結果、

本光寺の施工は可能と判断いたします。 

11．９のうち文部科学省関係工事 

  の成績の状況 

函館工業高専Ｇ棟（福利施設）内部改修工事・・・８５点 

北海道教育大学附属函館中学校教育実践研究棟新営工事・・・８２点 

12．経営状況 （非公表） 

13．信用状態 

 

 

 

①建設業法違反の有無      無 

②賃金不払いの状況       無 

③下請け代金の支払遅延状況   無 

④その他 

14．その他の必要な事項 

 

建設副産物の搬出予定は適切です。 

   ※必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。 

  ＊本様式は調査に適した形式に変更してよい。 
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小泉建設株式会社小泉いずみ会・小泉安全衛生協力会会員名簿

（順不同、敬称略）

企業名 代表者 氏名 住所・泡話番号・ FAX

会長 開司建設 代表取締役 一家 長市
仙 川01I函館市桔梗1刊

7立話（引叫下3636 I FAX (0附 475085 

副会長 成田塗装工業側 代表取締役 成 回 誠
叶附｜函館市北美原同地l号

協（仰似6-6115 I FAX (0138)46-6117 

副会長 （制トータルエンシ’ニアリングヒライ 代表取締役 平 井 勇
叫 1-0制｜函館市西桔梗町857番地8

'/Li:話（0138)48－臼50 I FAX (0附 48-6452

会計監査 開プロテック 代表取締役 富 1警 孝樹
049 0101 i北斗市追分巾6番9号

相（目的少4550 I FAX （引3山一4577

幹事長 開ヤマトイシハタ 代表取締役 石畑 手口先
040-0062 I函館市大純rnr噛 3号

T闘（0138)43-2663 I FAX （叩 制日683

幹事 附カネス杉湖’＇W健所 代表取締役 杉 j’事 光雄
悦 l側｜函食付西桔梗附3制 l

'i'tt話（凹附－5573 I FAX (0138)48一組8

幹・11: 側．長谷川左官工業 代表取締役 泉 政 幸
041 os12 I函館市昭和四川10

踊 （01制 42-0363 I FAX (0138)45 

幹’l正 附田近組 代表取締役 国近 武寿
04川 52 1 函館市刈松i韓関係88号

'o'tt話（山川一2300 I FAX (0138) 57-5238 

幹 •Jド 閥的i松工業 代表取締役 萩 沢 正
04川 52I函館市山川番2号

・,・tt話（叩制7-3169 I FAX (0138)5月 907

041-08 
幹オ1・ フッタ設耐II技研附 代表取締役 弗田 和則

幌 （0附 5日 695 I FAX （ 仰向－6鵬

041-0262 函館市古川lllf474番l号
J1飯間 側イズミ鉄筋工業 代表取締役 泉 市3

I FAX (0138)58-3961 'o'tt話（0138)58-3954 

側アイビーエス 代表取締役 五十 JJ,l 幸雄
山脳｜函館市西桔梗附

'/It話（0138)48-7031 I FAX (01抑制035

04川
倒五十JJ！工業所 代表取締役 五十 JJ,l 努

電 話 （ 叩8)46-5497 I FAX (0138)47 4135 

池田媛房工業側函館支店 支店長 中三 本 辰
叶 0812I函館市昭和問3曜日

1＠：話（出叫日506 I FAX (01叫叩90

岡井上木工 代表取締役 井 上 誠
04川 22I函館市亀田港叩番8号

電話（凹38)41-13

聞大竹商店 代表取締役 大竹 昌尚
凶 0812 1 函館市昭和目雄l号

電話（0附 450887 I FAX (0138)45-0889 

山
（荷大谷石材 代表取締役 大谷 隆司

電話（01州日996 I FAX (0138)5日制

山
開カナモト函館営業所 所長 荒町 貴弘

篭話（0138)65－凶3 I FAX (0138)65-6355 

小泉建設株式会社小泉いずみ会・小泉安全衛生協力会会員名簿



（順不同、敬称略）

企業名 代表者 氏名 住所・ 7位話番号・ FAX

開クワザワ工業函館支店 支店長 丸山 博之
山側｜函館市西桔梗告側番49号

','fl話 （ 凹 叫 叩50 I FAX (0138)49-110 

嗣坂下!Jo!！業 代表取締役 坂 下 晃
山 841I函館市日吉町田28番44号

・,・fl話（0138)31 

秋栄商・，下閥函館支店 代表取締役 秋村 裕
041-1213 ｜北斗市！附6-1

,'fl言苦 (0138) 77-0700 I FAX （山8)77-0701

側朔大鋼業 代表取締役 中村 圭物Ii
昨 0915I函館市西酬叩丁目24番地4

,'fl:話（ 旧 制 シ2572 I FAX (0138)83-2749 

同新営7低気設備 代表取締役 石川｜ 昭信
山 os12I函館市昭和田60番5号

7［話（ω 山一8011 I FAX (0捌 45-7133

岡総合士.I¥装 代表取締役 長谷川定幸
町四｜函由師昭和目噛O

相 （0138)45-6200 I FAX (0川 45-4883

04川
大一興業（鮒 代表取締役 大越 信幸

泡話（0138)41-4141 I FAX （問8）山14

山
附ダイワウッド、工業 代表取締役 l竹山 大知

？闘（0138)55-8111 I FAX (0138) 55-8166 

（有）jl/j倉建設 代表 1 I~ /j 倉 政利
04川 03 1 函附州刑ゆ7号

聞 （0138)58-4095 I FAX (0138)5 

側テーオーフォレスト 代表取締役社長 福岡 孝夫
04川 21I函館市山IIT3T§ 18-13 

T［話（附

附，It[栄T低気工業 代表取締役 斉藤 立，11 雄
04川 37 1 函館市隙川附帯5附

悩 （0138)56-2763 I FAX （ 凹制

東』H！アイテック欄 代表取締役 朝倉 友和
04川 24I函館市西桔桜町862番地5

7臨（0附 49 8571 I FAX (0138)49 8572 

04問
都市7眠気附 代表取締役 若林 俊男

相 （0138)52-2627 I FAX （仰向 一 回86

巴クレーン運輸糊 代表取締役 日下部博久
041-os12 1 函館市昭和目23fffll

臨 （013制～2321 I FAX (0138)41-2353 

側日神機械販売 代表取締役 J 11 北 正樹
04少川｜北斗市追分巾ト

電話（0138)49-8851 I FAX (0138)49-8855 

側函館圧接工業 代表取締役 小室 正雄
041-0824 I函館市西桔梗町503番地19

祇話（0138)49刊 o I FAX （ 白山チ7631

04川
開北海カーへ＠ットクリーニングサービス 代表取締役 藤田 俊幸

電話（0138)48-7966 I FAX (0138)48 7991 

山
備jカネ7／レ北伸工業 代表取締役 小笠原靖彦

＇，＇［話（ 0附 32-2456 I FAX (0138) 32-2457 

小泉建設株式会社小泉いずみ会・小泉安全衛生協力会会員名簿



（順不同、敬称略）

企業名 代表者 氏名 住所・官話番号・ FAX

前田道路樹函館営業所 所長 坂田 正之
049-0121 I北斗市久根駅

慣れ0138)73-5126 I FAX (0138)7シ5186

名美興業開 代表取締役 阿相 博志
040-0015 I函館市梁JI[ I日

7断言（凹制 5389 I FAX （旧 制日801

041-12 
側メタノレアート安藤 代表取締役 安 Ji事 春樹

T闘（0138)49-0246 I FAX （山山ー0227

側ライズ工業 代表取締役 務藤 義幸
叶附｜函館市美原3丁目24番26号

？芭話 (0138)47 -48731 FAX (0138)47羽 77

開リホーム 代表取締役 水戸 光春
側 0111I北 斗 市 七 相7丁目1日

7臨（0138)492887 I FAX (0捌 49-2884

合計 41社



◎　官庁工事経歴

H.23 函館市 函館市縄文文化交流センター新築主体その他工事

H.25 北海道 北海道函館工業高等学校大規模改造第２期工事

H.25 函館市 市立函館病院ｼﾈｱﾝｷﾞｵ棟新築建築主体その他工事

H.27 函館市 函館アリーナ新築主体その他工事

H.27 北海道 木古内町道営住宅新築工事（であえーる駅前団地A-2）

H.27 函館市 戸井西部総合センター新築主体その他工事

R.02 函館市 統合児童館（金堀町）新築主体工事

R.02 厚生労働省 独立行政法人国立病院機構函館病院病棟等新築整備工事

R.02 文科省 北海道大学(函館）学生用倉庫等とりこわし工事

R.03 文科省 函館工業高専Ｇ棟（福利施設）内部改修工事

R.03 北海道 北海道函館盲学校大規模改造工事

R.03 文科省 北海道教育大学附属函館中学校教育実践研究棟新営工事


