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第５４回函館開発建設部入札監視委員会の

審議概要について

函館開発建設部では、第５４回函館開発建設部入札監視委員会を平成２８年１２

月１６日に開催しましたので、審議概要についてお知らせします。

当部では、入札・契約の過程や契約内容の透明性を確保するため、外部の学識経

験者５名を委員とする入札監視委員会を年４回開催しており、今回は今年度３回目

の開催となります。

今回の委員会では、平成２８年４月１日から６月３０日までに契約した工事、業

務、役務の提供等から６件を対象に一般競争入札等参加資格の設定の理由、経緯等

に関する審議を行いました。

（対象工事等）

・八雲道路事務所管内 道路区画線設置工事

・函館空港滑走路老朽化対策工事

・函館新外環状道路 函館市 東山中央改良工事

・函館新外環状道路 函館市 見晴橋下部工事

・函館江差自動車道 北斗市外 茂辺地木古内道路環境調査業務

・函館港湾事務所 管内標識灯外保守点検

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

契約課 課長 長瀬 隆之 (0138)42-7525 (内線241)

函館開発建設部ホームページ http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/
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第５４回函館開発建設部入札監視委員会審議概要

開催日及び場所 平成２８年１２月１６日（金） 函館開発建設部 地下会議室

酒井 康次（函館商工会議所専務理事）

委 員 佐野 佶房（函館工業高等専門学校名誉教授）

田中 綾太郎（弁護士）

宮武 誠（函館工業高等専門学校准教授）

若山 弘（税理士） （五十音順）

審 議 対 象 期 間 平成２８年４月１日～平成２８年６月３０日

議 事

１ 工事・建設コンサルタント業務等・役務の提供等及び物品製造等に係る入札・契約

手続の運用状況等に関する報告

２ 抽出案件に関する当番委員の報告

３ 抽出案件に係る一般競争等参加資格の設定の理由、経緯等に関する説明及び審議

（６件）

委員からの主な意見・質問、それに対する回答等

意 見・質 問 回 答

議事１について

物品製造等の随意契約１件とは、どのよ 業界紙の購入契約で、販売が発行元の新聞

うな契約か。 社に限られるため随意契約したものである。

議事２について

特になし。

議事３について

【一般競争（拡大）】

八雲道路事務所管内 道路区画線設置工事

・入札参加者全社が同じ入札価格となって ・本工事は単価・歩掛りが公表されている

おり、しかも調査基準価格と同額であるが こと、調査基準価格の項目毎の率を公示し

どうしてか。 ていること、及び業者の積算能力の向上か

ら同額になったものと思われる。

・同時に公告している他の２件の道路区画 ・２件とも本工事と同様に、全社調査基準

線設置工事の入札結果はどうか。 価格と同額の入札価格であった。



- 2 -

・本工事の入札参加者は１４社だが、一括 ・１５社のうち１社は同時に公告している

審査方式の参加申請者は１５社となってお 他の工事のみに参加申請しており、本工事

り、その違いは何故か。 には参加申請していないための違いである。

・地域貢献度はどの様な内容で評価してい ・地域貢献度は２項目あり、一つは災害協

るのか。 定の締結の有無で、締結機関が国か地方公

共団体等の区分により評価している。もう

一つは災害活動の実績またはボランティア

活動の実績で、活動の内容により評価して

いる。

【一般競争（拡大）】

函館空港滑走路老朽化対策工事

・資料の中で関連工事とあるが、これは何 ・この記載の意味は、本工事と工事場所が

を意味するものか。 近接している工事について記載したもので

る。

・技術提案の評価の仕方はどのようなもの ・提出された技術提案の内容を、５段階の

か。また、その評価に恣意性が入る余地は 絶対評価により審査している。また、評価

あるのか。 に際しては会社名をマスキングした資料に

より行っており、会社名が分からない状態

で審査しているので恣意性が入る余地はな

い。

【一般競争（拡大）】

函館新外環状道路 函館市 東山中央改良

工事

・ＩＣＴ試行工事について、具体的に実施 ・測量からの３次元データを、ＧＰＳを搭

した内容を説明してほしい。 載した建設機械のモニターに表示をさせな

がらオペレーターが施工し、出来高管理を

行っている。

・評価結果に減点されている業者がいるが、 ・施工中の工事での死亡事故による指名停

何による減点なのか。 止措置の減点である。

・評価項目の中に施工管理能力の確認があ ・施工管理能力の確認は、施工計画に関し

るが、減点事項と関係するのか。 て留意する事項としてテーマを示し、提出

された書面の内容に対して評価しており、

減点事項とは関係しない。
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・地域要件が道内本店となっているが、道 ・同種工事の設定において、予め施工実績

内本店とするか道内本支店にするかは何を が何社あるかを調査し、その地域要件で競

基準としているのか。 争性が確保できるかにより設定している。

【一般競争（拡大）】

函館新外環状道路 函館市 見晴橋下部工

事

・地域要件が管内本店の設定で入札参加者 ・５月に公告し６月開札の工事であるが、

数が５者と少数に感じられるが、如何か。 その前段のゼロ国工事等の受注などにより

配置できる技術者が限られたことが考えら

れる。

・施工計画の留意事項の評価で、ある者の ・施工計画の留意事項についてテーマを示

の点数が他社と比べ低い評価点となってい し、提出された書面の内容に対して評価し

るが、どうしてか。 ているが、当該参加者の提案内容が仕様書

で示されてるような一般的な内容であった

ため、評価が低かったものでる。

【簡易公募型プロポーザル方式】

函館江差自動車道 北斗市外 茂辺地木古

内道路環境調査業務

・技術提案書に対するヒアリングは行うの ・本業務においては、ヒアリングを行って

か。 いる。

・予定管理技術者の評価項目は、５者選定 ・同じ評価項目で審査している。

時と特定するときは同じなのか。

・業務内容の中のモニタリング調査に保全 ・動植物で移植を必要とする場合があるが、

対策の効果について検証するとあるが、こ 過年度の調査で移植し保全対策をしたもの

れはどういうことか。 が、きちんと生息しているか確認を行うも

のである。

【一般競争入札方式】

函館港湾事務所 管内標識灯外保守点検

・役務の内容が定期的な保守点検など単純 ・標識灯等は特殊な機器であり、その保守

作業であると思われるが、地元の業者も入 点検については熟練した技術者が必要であ

札に参加しているが、この様な業務こそ地 ることから、地元に限った公募は行ってい

元の業者に絞った手法で公募ができないの ない。

か。 なお、受注した業者は全国的に標識灯や

観測ブイ等を製造・販売しており、保守点

検についても精通している。



- 4 -

・１年間の履行期間だが、保守点検は年に ・普通の電池の場合、電池が約３ヶ月しか

何回行っているのか。 持たないので年４回交換作業をしているが、

太陽電池の箇所については年１回である。

委員会による意見の具申又は勧告の内容

なし



抽出案件の入札・契約情報

【工事】

【業務】

【物品・役務】

3,780 67.63

※１　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。指名競争においては指名業者数、企画競争においては
　　企画提案書の提出者数、参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式で企画競争へ移行したものにお
　　いては応募要件を満たす参加意思確認書の提出者数と読み替える。

※２　入札者数は競争入札の場合。企画競争においては企画競争参加資格要件を満たす企画提案書の提出者数、
　　参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式で企画競争方式へ移行したものにおいては企画提案書の
　　提出者数と読み替える。

落札率
(単位：%)

備　考

函館港湾事務所
管内標識灯外保守
点検

一般競争入
札方式

役務
の提
供等

3 3 H28.4.1
（株）ゼニライト
ブイ

※１　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。公募型競争、簡易公募型競争及びプロポーザル方式に
　　おいては手続への参加資格及び業務実施上の条件を満たす参加表明書の提出者数、通常指名競争においては
　　指名業者数、参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式でプロポーザル方式へ移行したものにおい
　　ては応募要件を満たす参加意思確認書の提出者数と読み替える。

※２　入札者数は競争入札の場合。プロポーザル方式及び参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式で
　　プロポーザル方式へ移行したものにおいては技術提案書の提出者数と読み替える。

契　約　件　名 入札方式
業務
分類

競争参加
資格を確
認した者
の数※1

入札
者数
※2

契約締結日 契約の相手方
契約金額
(単位：千円)

H28.4.14 （株）長大 36,720 99.97

契約の相手方
契約金額
(単位：千円)

落札率
(単位：%)

備　考

函館江差自動車道
北斗市外　茂辺地
木古内道路環境調
査業務

簡易公募型
プロポーザ
ル方式

土木関
係コン
サルタ
ント

9 5

業　務　名 入札方式
業種
区分

競争参加
資格を確
認した者
の数※1

入札
者数
※2

契約締結日

（株）シンオシ
マ

146,016 99.51

※　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。工事希望型においては技術資料の提出を要請した者の
　数、工事希望型以外の指名競争においては指名業者数と読み替える。

函館新外環状道路
函館市　見晴橋下
部工事

一般競争入
札方式（Ｗ
ＴＯ対象工
事以外）

一般
土木

5 5 H28.6.13

H28.6.14 （株）田中組 224,046 89.32

大林道路（株） 326,160 90.25

函館新外環状道路
函館市　東山中央
改良工事

一般競争入
札方式（Ｗ
ＴＯ対象工
事以外）

一般
土木

11 11

函館空港滑走路老
朽化対策工事

一般競争入
札方式（Ｗ
ＴＯ対象工
事以外）

舗装 6 6 H28.6.15

H28.4.1
（株）保工北海
道

42,498 85.34

契約の相手方
契約金額
(単位：千円)

落札率
(単位：%)

備　考契約締結日

八雲道路事務所管
内　道路区画線設
置工事

一般競争入
札方式（Ｗ
ＴＯ対象工
事以外）

塗装 14 14

工　事　名 入札方式
工事
区分

競争参加
資格を確
認した者
の数　※

入札
者数


