
令和４年１月１４日

第７４回小樽開発建設部入札監視委員会の審議概要

小樽開発建設部では、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、今回は令和３年度２回目の開

催となります。（昨年９月に予定していた第７３回の開催については、緊急事態宣言発令の

ため中止としました。）

今回の委員会では、令和３年１月１日から令和３年６月３０日までに契約した工事、建設コ

ンサルタント業務等、役務の提供等から７件を対象に、一般競争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）

・尻別川改修工事の内 蘭越河道掘削外工事

・一般国道２３０号 喜茂別町 白樺橋拡幅外一連工事

・小樽港 岸壁（－１０ｍ）改良工事

・ニセコ地区 豊里工区区画整理工事

・後志地域 農業用ダム管理設備工事

・尻別川 水辺現況（鳥類）調査業務

・一般国道５号 仁木町 水野川橋詳細設計業務

令和３年１２月２０日に開催されました「第７４回小樽開発建設部入札監視委員会」の

審議概要について、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 小樽開発建設部

契 約 課 長 千葉 哲理 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

契約課長補佐 若山 良伸 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

小樽開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/



第７４回小樽開発建設部入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所 令和３年１２月２０日（月） 小樽開発建設部 第１会議室

委 員 穴沢 眞 （小樽商科大学学長）
石橋 八千代 （小樽観光協会理事)
鹿角 健太 （弁護士）
亀山 修一 （北海道科学大学教授）
椎野 雅之 （税理士）

(五十音順)

審 議 対象期 間 令和３年１月１日～令和３年６月３０日

議 事
１ 入札・契約手続きの運用状況等の報告
２ 審議工事等に係る一般競争(指名競争)参加資格の設定理由、経緯等に関する説明及び
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

【入札・契約手続きの運用状況等の報告】
・一者応札の発生状況について､落札率が高いよ ・一者応札の案件は維持工事など手間は掛か
うだが、どうしてか。 るが利益が出にくい工事が多く、落札率が高

い傾向にある。

【審議対象工事等に関する説明及び審議】
［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
尻別川改修工事の内 蘭越河道掘削外工事

・特になし

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
一般国道２３０号 喜茂別町 白樺橋拡幅外

一連工事
・特になし

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
小樽港 岸壁（－１０ｍ）改良工事

・特になし

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
ニセコ地区 豊里工区区画整理工事

・一括審査方式の工事とのことであるが、１本 ・一括審査方式の工事では、１本目の工事を
目の工事と次の工事では入札参加者数が１者少 落札した者は次の工事を辞退し入札無効とす
ないのはなぜか。 ることとなるため、次の工事ではこの者を除

いた参加者により入札することになる。



［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
後志地域 農業用ダム管理設備工事

・施工計画が適正かどうかの審査はどのように ・参加者から提出された施工計画について、
行っているのか。 担当者が評価案を作成し、技術審査会と入契

委員会で評価内容について審査を行い評価し
ている。

・本工事の様に規模が大きい電気設備工事にお ・本工事の工事内容は設備更新に係る資機材
いては、全国的な企業が落札する傾向にあるの 調達が大部分となっており、設備製造メーカ
か。 ー企業に有利な面があることが考えられる。

［簡易公募型競争入札方式］
尻別川 水辺現況（鳥類）調査業務

・特になし

［簡易公募型プロポーザル方式］
一般国道５号 仁木町 水野川橋詳細設計業

務
・特になし

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】

競争参加
工 事 名 入札方式 工事 資格を確 入札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

区分 認した者 者数 締結日
の数 ※1 (単位:千円) (単位:％)

尻別川改修工 一般競争 一般 ４ ４ 3. 3.25 (株)佐々木 161,590 93.07
事の内 蘭越 入札方式 土木 組
河道掘削外工 (WTO対象
事 工事以外)

一般国道２３ 一般競争 一般 １ １ 3. 2.10 藤 信 建 設 158,400 99.07
０号 喜茂別 入札方式 土木 (株)
町 白樺橋拡 (WTO対象
幅外一連工事 工事以外)

小樽港 岸壁 一般競争 一般 ５ ５ 3. 3.16 近藤・勇 492,800 91.53
（－１０ｍ） 入札方式 土木 経常ＪＶ
改良工事 (WTO対象

工事以外)

ニセコ地区 一般競争 一般 ４ ４ 3. 2. 8 白木建設工 280,720 93.75
豊里工区区画 入札方式 土木 業(株)
整理工事 (WTO対象

工事以外)

後志地域 農 一般競争 一般 １ １ 3. 5.10 富士通ネッ 420,200 99.12
業用ダム管理 入札方式 土木 トワークソ
設備工事 (WTO対象 リューショ

工事以外) ンズ(株)

※１ 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。

【業務】

競争参加
業 務 名 入札方式 業種 資格を確 入札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

区分 認した者 者数 締結日
の数 ※1 ※2 (単位:千円) (単位:％)

尻別川 水辺 簡易公募 土木関 ７ ７ 3. 3.22 (株)北開水 16,060 79.95
現況（鳥類） 型競争入 係コン 工コンサル
調査業務 札方式 サルタ タント

ント

一般国道５号 簡易公募 土木関 ７ ５ 3. 3.10 パシフィッ 74,470 98.24
仁木町 水 型プロポ 係コン クコンサル

野川橋詳細設 ーザル方 サルタ タンツ(株)
計業務 式 ント

※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。

【物品・役務】

競争参加
業 務 名 入札方式 業務 資格を確 入 札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備 考

分類 認した者 者数 締結日
の数 ※1 ※２ (単位:千円) (単位:％)

※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。


