
平成２９年１２月２５日

第５８回札幌開発建設部入札監視委員会審議概要について

平成２９年１２月１１日（月）に開催された第５８回札幌開発建設部入札監視委員会の

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 札幌開発建設部

技術管理官 伊藤 久司（電話番号011-641-0273 ダイヤルイン）
い とう ひさ し

技術管理官 河上 聖典（電話番号011-641-8614 ダイヤルイン）
かわかみ きよのり

契約企画課長 川田 昭仁（電話番号011-611-0309 ダイヤルイン）
かわ た あきひと

札幌開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/



第５８回札幌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１１日（月） 札幌開発建設部４Ｆ会議室

太田明子（太田ビジネス工房代表）、佐藤典子（弁護士）、中村浩士（弁護士）、
委 員 萩原亨（北海道大学大学院教授）、平野陽子（中小企業診断士）、向田直範（北

海学園大学名誉教授・弁護士）<五十音順>

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 工事、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等並びに物品の製造等に係る入札・契約
手続の運用状況等に関する報告

２ 抽出工事、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等並びに物品の製造等に関する当番
委員の報告

３ 抽出工事、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等並びに物品の製造等に係る指名等
の理由、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

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川右岸深川市向陽橋下流地先災害復
旧工事

・入札価格に差がなく、総合評価１位と２位の ・前年度完了した工事等の中から、優秀な成果
差は局長表彰と部長表彰の加点差だけである。 を収めた工事等を優良工事等として表彰してお
局長表彰と部長表彰の違いは何か。 り、そのうち特に優秀であったものを局長表彰

としている。

・局長表彰の対象となる件数はどれくらいある ・優良工事として選考する工事は前年度に完了
のか。 したものの７．５％程度であり、そのうち局長

表彰として選考する工事は、前年度に完成した
ものの２％程度である。

・施工計画２０点満点中５点評価の場合、どう ・施工計画重視型で、１テーマにかかる配点を
いう評価であったと考えればよいか。 ５点としており、求めた４つのテーマのうち１

つについて評価できたものである。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象）】

新千歳空港 A滑走路舗装老朽化対策工事

・この工事の調査基準価格は若干高めか。 ・工事内容に応じた調査基準価格を算出した結
果、９０％となっている。



・東日本大震災の舗装災害復旧工事にかかる談 ・本工事への参加について当該処分の影響があ
合事案の処分の影響で参加者が少ないのか。 ったのは１者だけである。施工時間など制約が

多く、機械も多数手配する必要があること、施
工にあたって熟練した経験が必要であることな
どが参加者が少なかった要因と推察している。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

道央用水（三期）地区 穂栄幹線用水路漁
川左岸上流工区外一連工事

・入札辞退３者の辞退理由は何か。 ・技術者重複も含まれているものと推察してい
る。

・施工計画評価０点の者がいるのは、難易度を ・提出のあった内容がいずれも仕様書レベルの
上げたためか。 一般的な内容で加点評価には至らなかったもの

である。

・低入札の者もあれば、応札率の高い者もいる。 ・利益は一般管理費で計上しているものと思わ
参加者は、積算のどの部分で利益をみているも れるが、各企業は、現場条件、他の受注状況、
のなのか。 手持ち機械の状況などを総合的に勘案してそれ

ぞれの入札価格を決定しているものと思われ
る。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

一般国道１２号 江別市 江別野幌電線共
同溝設置工事

・参加者が少ない理由として調整の難しい工事 ・基準に基づき、煩雑さを考慮した経費率とな
であったことが推察されるとのことだが、いわ っている。
ゆる「手間暇」は積算に反映されているのか。

【一般競争入札方式】

H29国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管
理履行確認業務

・落札率が高い理由として推察されることは何 ・業務に必要となる人工はすべて明示してお
か。 り、精度の高い積算が可能である。技術評価点

に自信のある者は入札価格を高くすることも可
能と推察している。

・本業務は参加者が増えにくい案件か。 ・業務実績に関する要件は幅広に設定してお
り、参加可能な者も多数あるが、履行期間が長
い割には金額も高くないことが参加者が少ない
原因として考えられる。



【簡易公募型プロポーザル方式】

空知川河川事務所管内災害復旧事業監理
業務

・参加者が少ない理由として想定されることは ・参加資格要件として、中立・公平性の観点か
何か。 ら、本業務履行期間中は空知川河川事務所で発

注する関連業務に参加できないこととしている
ため、関連業務に参加意向を持つ者は本件の参
加を控えたものと推察している。

・随意契約であるプロポーザル方式を採用した ・同種業務の事例があまりなく、複数の災害復
理由は何か。 旧工事を監理する点から難易度も高いため、最

も優れた技術提案をした者を契約の相手方とし
たいと考えたものである。

【一般競争入札方式】

岩見沢河川事務所管内 樋門管点検

・毎年度実施する点検とのことだが、落札者や ・年度によって落札者は異なっている。予定価
予定価格に変動はあるのか。 格は年度によって若干異なる程度である。

・年度によって落札者が順番になっているよう ・毎年度落札率も低く、規則性など不審な点も
なことはないか。 見られない。

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】

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

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

石狩川右岸深川市向陽橋下流
地先災害復旧工事

一般競争入札 一般土木 13 13 2017年5月16日 (株)中山組 223,959 89.4%

新千歳空港　A滑走路舗装老朽
化対策工事

一般競争入札 舗装 3 3 2017年6月2日 (株)NIPPO 881,064 90.1%

道央用水（三期）　穂栄幹線用
水路漁川左岸上流工区外一連
工事

一般競争入札 一般土木 4 3 2017年6月1日 こぶし建設(株) 311,040 98.0%

一般国道１２号　江別市　江別
野幌電線共同構設置工事

一般競争入札 舗装 3 1 2017年6月15日 (株)ガイアート 108,432 98.5%

【業務】

業務名 入札方式 業務区分

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

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

H29国営滝野すずらん丘陵公園
運営維持管理履行確認業務

一般競争
土木関係コン
サルタント 1 1 2017年4月3日 (株)ドーコン 19,872 97.9%

空知川河川事務所管内災害復
旧事業監理業務

簡易公募型プ
ロポーザル

土木関係コン
サルタント 1 1 2017年5月10日

(株)構研エンジニア
リング 45,792 99.0%

【物品・役務】

業務名 入札方式 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

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

岩見沢河川事務所管内　樋門
管点検

一般競争入札 役務の提供等 3 3 2017年4月3日 (株)表鉄工所 7,020 68.2%

※　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。

※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。

※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。

※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。


