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平成２９年１２月７日に開催された第５７回（平成２９年度の第３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。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部   

  契約課  課長      米田
よ ね た

 雅己
ま さ み

   電話 0155-24-2903（内線 241） 

  契約課  課長補佐  平間
ひ ら ま

 孝志
た か し

    電話 0155-24-2903（内線 242） 
 

帯広開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html 
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第５７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１２月 ７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２９年 ４月 １日～平成２９年 ６月３０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
・意見・質問なし

◇抽出案件に関する説明及び審議
【一般国道２７４号 清水町 日勝峠改良工事】

・総合評価の評価点で逆転した入札だが、優良 ・原則として前年度に完成した工事等件数に応
工事表彰の有無、工事成績優秀企業の有無が点 じた推薦枠が本局から示され、それに基づき推
数に大きく影響している。優良工事表彰はどの 薦した案件を本局で審査し、決定される。昨年
ように決まるのか、受賞した者は何者あるのか。 の帯広開発建設部で推薦した工事での受賞は局

長表彰３者、部長表彰６者である。

・優良工事表彰は、受賞者が一定の者に偏らな ・特段調整はなく、前年度に完成した工事のう
いような調整をするのか。 ち、困難な現場条件を克服したなど、表彰する

にふさわしい成績優秀な工事を推薦して決定さ
れる。

・調査基準価格から５３０千円の範囲に参加し ・工種毎の数量が公示されており、かなり高い
た４者の入札金額が集まっている。積算ソフト 精度で積算できると思われる。
の積算能力はそんなに高いのか。
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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

【一般国道３８号 清水町 小林橋下部工事】

・入札順位証明書に記載されている法定福利費 ・法定福利費概算額は、現場管理費及び直接
概算額とはなにか、また、入札順位証明書に表 工事費に含まれる法定福利費について、予定
示しているのはなぜか。 価格の額に、工種別の「予定価格に占める法

定福利費の平均割合」を乗じて算出したもの
である。なお、実際に事業主及び本人が負担
する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応
じて決定される。
予定価格に所定の法定福利費の事業主負担

額（概算額）が含まれていることを、より容
易な形で明らかにする観点から表示すること
にした。

・企業の地域要件評価について、同じ参加者で ・申請のあった活動を証明するための添付書類
ありながら、一つ前に審議した工事では、社 に不備があったので「否」評価となった。
会資本の維持管理に関するボランティア活動
の実態が「有」で加点されているが、この工
事では「否」となっているのはなぜか。

・発注者側で事前に災害活動やボランティア活 ・当局が主体である優良工事表彰等の実績以外
動の実態を把握して添付ミスを防ぐなどの改善 は入札参加者からの申請に基づいて審査してお
を諮るべきではないか。 り、審査に当たっては参加者名が分からないよ

うにマスキングしたうえで行っているため活動
実態に関する資料の添付が必要となる。

【札内川地区 札内川導水路３工区工事】

・総合評価落札方式のうち、一般的な施工能力 ・一般的な施工能力評価型の施工計画の配点は
評価型と、この工事で採用された施工計画重視 １０点であるが、施工計画重視型では施工計画
型の違いは何か。 の配点を２０点と高くしているため、施工監理

能力を重視する入札方式となっている。

・一般的な施工能力評価型と施工計画重視型の ・施工計画重視型は企業評価、技術者評価の配
技術評価の合計点数はそれほど変わらないが具 点を低くして施工計画の配点を高くしており、
体的にどう違うのか。 施工監理能力を重視する配点となっている。

・入札方式で施工計画重視型を採用する工事の ・具体的な数値等で示すような基準はないが、
基準はあるのか。 現場条件が厳しい工事など現場に適した工事を

行ってもらう必要がある場合に、施工監理能力
を重視する施工計画重視型を採用している。

・一つ前に審議した工事と同じ参加者の優良工 ・河川、道路、農業などの部門別の工事での受
事表彰の加点に相違があるがなぜか。 賞が対象となるため、同じ参加者でも参加した

工事部門が違えば表彰の加点に違いが出る。
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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

・部長表彰を何回か受賞した者は、次は局長表 ・過去の受賞歴に拘わらず、前年度に完成した
彰を受賞出来るという制度か。 工事の中から、成績優秀など局長表彰にふさわ

しい工事を毎年推薦して決定される。

・施工監理能力を重視する施工計画重視型とし ・現場条件を踏まえた上で施工計画重視型を採
て発注したが、結果として、技術評価点の差は 用したが、施工計画の提案に対する評価点が１
企業評価の地域貢献の有無だった。入札方式は ５点で同点だったため、結果としてこのような
これで良かったのか。 評価結果になった。技術評価点で満点の者がい

れば大きく差がついたと思われる。

・この３工区工事の他に、同日開札の５工区工 ・現場代理人は専任制なのでそれぞれ別人であ
事も同一業者が落札している、現場代理人も同 る。
一の者か。

【一般国道３８号 浦幌町
浦幌トンネル補修工事】

・意見・質問なし

【足寄道路事務所管内 足寄町外
工事監督支援業務】

・工事監督支援業務の発注は多いのか。このよ ・各事務所毎に発注している。職員の工事監督
うな業務を発注しなければ工事に支障が出るの 検査のうち、数量確認等の作業を行っており、
か。 現場をスムーズに動かすために必要な業務であ

る。

・配置される社員の技術力は高いのか。 ・管理する立場の者にはレベルの高い資格を求
めている。

【（９０１）複合機２１式の借入及び保守
（単価契約）】

・落札率がかなり低い。調査基準価格をダンピ ・積算単価の設定がないものは、参考見積を取
ングした価格にあわすのが現実的ではないか。 って予定価格を積算している。予定価格は物品
調査基準価格はどのように決めているのか。 のリースと保守に分かれており、保守契約に係

る金額のみを調査基準価格の対象としている。

【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
申請した者の数

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２７４号 清水町 日勝峠改良工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 4 4 2017.4.14 宮坂建設工業（株） 450,554 89.97%

一般国道３８号 清水町 小林橋下部工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 3 2 2017.5.24 萩原建設工業(株) 299,970 90.12%

札内川地区 札内川導水路３工区工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 6 5 2017.6.21 斉藤井出建設（株） 237,935 90.08%

一般国道３８号 浦幌町 浦幌トンネル補修工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 1 1 2017. 6.30 (株)三島組 90,504 99.70%

〔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

足寄道路事務所管内　足寄町外 工事監督支援業務 一般競争入札
土木関係コンサ
ルタント

3 3 2017.4.3 （株）ティーネットジャパン 95,904 80.25%

〔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

（９０１）複合機２１式の借入及び保守（単価契約） 一般競争入札 物品の購入等 2 2 201７.4.20 十勝事務機販売（株） 38,927 23.25%

抽出案件の入札・契約情報


