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平成２９年６月１５日に開催された第５５回（平成２９年度の第１回目）帯広開発建設部入札監視

委員会について、その審議概要を別紙のとおりお知らせします。 
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第５５回帯広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２９年６月１５日（木） 帯広開発建設部 第３・４会議室

金山紀久（帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター センター
委 員 長）、後藤政則（税理士）、髙橋勝坦（帯広商工会議所会頭）、竹川博之（公認

会計士）、松浦 護（弁護士）（五十音順・敬称略）

審議対象期間 平成２８年１０月１日～平成２８年１２月３１日

議 事
（１）部局等が発注した工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札・契約手続の

運用状況等に関する報告
（２）その他報告事項
（３）抽出工事及び建設コンサルタント業務等に関する当番委員の報告
（４）抽出工事及び建設コンサルタント業務等に係る競争参加資格の設定の理由、

経緯等に関する説明並びに審議

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見・質 問 回 答

◇部局等が発注した工事及び建設コンサルタン
ト業務等に係る入札・契約手続の運用状況等に
関する報告
・意見・質問なし

◇その他の報告事項
30％を超える契約変更工事等
・災害対応関連で金額の大きな契約変更があ ・契約変更に当たっては、受注業者に変更内容
る。工期延長を行っていないが、受注業者は、 について協議して確認をとった上で行ってお
体制も含め、きちんと対応できたのか。 り、しっかり対応出来ていた。

・災害復旧関連で、契約変更で対応する案件と、 ・被災場所、被災状況や被災規模等を考慮して、
緊急随意契約で対応する案件の違いは何か。 既発注の維持工事で対応可能かどうか判断し、

対応できない場合は緊急随意契約を行ってい
る。

・緊急随意契約で受注した業者は本復旧工事も ・本復旧工事は、別途、通常の入札手続きによ
そのまま受注するのか。 り発注している。

◇抽出案件に関する説明及び審議
【一般国道３３６号 広尾町

泉浜越波防止柵設置外一連工事】
・評価値がかなり近接している。小数点以下何 ・総合評価の順位付けのため細かく算出してお
位まで算出するのか、全道統一か。 り、小数点以下４位まで計算している。全道同

じである。

別紙
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委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見・質 問 回 答

【札内川左岸大正橋下流地先災害復旧工事】
・「より同種工事」の実績の点数が大きな差と ・当該工事は樋門が重要な施設であることか
なっているが、「より同種工事」の実績のない ら、施工実績を「より同種工事」に設定し、評
者は、他の者が書面による施工計画で低い点数 価している。
を取らない限り、総合評価では受注できない。
「より同種工事」の実績評価は必要なのか。

・より同種工事の施工実績を作るにはどうした ・北海道発注工事で実績を作る方法や、若手技
らいいのか。 術者育成型、チャレンジ型などの開発局が行っ

ている各種試行工事で実績を作る方法がある。

・この工事は実績がないと受注が難しい工事と ・技術者を育成する観点から同種実績を求めな
いうことになるのか。 い工事や、きちんとした品質を確保することが

必要な工事があり、使い分けながら発注してい
る。この工事は品質を確保する必要がある工事
だった。

・「Ａ・Ｂ等級工事」だが、等級は全国統一か、 ・開発局に参加を希望する者の会社の規模等か
本州の大企業が参加したら勝負にならないので ら開発局が決めている等級である。発注する工
はないか。 事の規模等によって、参加等級や地域要件を設

定するので、規模の大きい工事を除いて、本州
資本の大企業と道内の中堅企業が同じ工事に参
加することは基本的にない。

・河川の災害復旧工事が数本発注されているが ・災害復旧工事においても、発注規模、施工場
一括審査方式は行っているのか。 所及び工事内容等を考慮して、可能な工事は一

括審査方式を行っている。

・書面による施工計画で満点の者がいないが、 ・設定はそれほど難しくないと考えている。一
設定が難しかったのではないか。 般的な施工方法では加点されず、現地に合わせ

た具体的な提案等は加点対象となる。道路、河
川等の事業、工種により、参加者の得意、不得
意もあるかと思われる。

【音更川左岸中士幌地先災害復旧工事】
・調査基準価格を積算してぎりぎりで入札して ・書面による施工計画評価のない工事や技術者
おり、書面による施工計画の点数差で勝負が決 評価を行わない試行工事、施工計画重視型は書
まっている。配点を変えることは考えてないの 面による施工計画の点数が倍なので企業評価等
か。 の点数を一気に逆転できる発注も行っており、

工事内容により発注方法を検討している。

・施工計画の評価プロセスはどうなっているの ・３人の職員で評価を行い、結果を担当次長を
か 委員長とする技術審査会で審議し、その結果を

部長を委員長とする入札・契約手続運営委員会
に諮り、決定している

別紙
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別紙

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見・質 問 回 答

【札内川左岸中島町地先緊急復旧工事】
・緊急随意契約の相手方の選定はどのように決 ・災害協定を締結している者の中から、緊急工
めるのか。 事の場所、規模等を考慮して、業者側に施工が

可能か確認したうえで選定している。

・予定価格積算に当たっての数量等の確認はど ・工事を施工していく中で数量を確認してお
のように行っているのか。 り、その数量により積算している。

【北海道横断自動車道 陸別町
陸別工区用地測量業務】

・この業務は総合評価ではなく、価格のみの競 ・１０者選定して指名する際に企業等の評価を
争か。 行うが、入札は価格競争である。

・２８者競争参加申請したうち１０者を選定し ・他に誰が指名されているかは分からない。
て指名しているが、指名された者は他に誰が指
名されたか、分かるのか。

【堤防天端縦横断図作成】
・落札率が低いが、成果品、体制等に問題はな ・履行にあたっての体制、成果品等問題なく完
かったのか。 了した。

・安く受注しているが、次の展開につながるメ ・役務の受注実績は役務発注に関わる実績のみ
リットはあるのか。 であるが、国発注案件を受注したというセール

スポイントになるかもしれない。

・落札率がかなり低いが、予定価格の積算はど ・歩掛がないものは参考見積もりをとって積算
のようにやったのか。 している。

【委員会による意見の具申又は勧告の内容】

なし



〔工事〕

案件名称 入札方式 区分
競争参加資格を
確認した者の数

入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）
備考

一般国道３３６号　広尾町
　　　　泉浜越波防止柵設置外一連工事

一般競争入札（ＷＴ
Ｏ対象工事以外）

一般土木 4 4 2016.10.17 (株)ネクサス 176,904 88.92%

札内川左岸大正橋下流地先災害復旧工事
一般競争入札（ＷＴ
Ｏ対象工事以外）

一般土木 5 5 2016.12.28 宮坂建設工業（株） 372,168 89.89%

音更川左岸中士幌地先災害復旧工事
一般競争入札（ＷＴ
Ｏ対象工事以外）

一般土木 11 11 2016.12.28
村上土建開発工業
（株）

349,920 89.83%

札内川左岸中島町地先緊急復旧工事 随意契約（緊急） 一般土木 1 1 2016.10.11 宮坂建設工業（株） 259,200 99.64%

〔業務〕

案件名称 入札方式 区分

手続への参加資
格及び業務実施
上条件を満たす
参加表明書の提

出者数

入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）
備考

北海道横断自動車道　陸別町
　　　　陸別工区用地測量業務

簡易公募型競争入札 測量 28 10 2016.10.13
（株）土木技術コンサ
ルタント

42,239 82.95%

〔物品・役務〕

案件名称 入札方式 区分
競争参加資格を
確認した者の数

入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）
備考

堤防天端縦横断図作成 一般競争入札 役務の提供 8 8 2016.12.7 株式会社ＧＩＳ北海道 1,555 39.02%

抽出案件の入札・契約情報


