
平成２８年１０月１３日

第５３回札幌開発建設部入札監視委員会の審議概要について

平成２８年９月２７日（火）に開催された第５３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 松浦 淳（電話番号 011-641-8614 ダイヤルイン）
まつうら じゆん

技術管理官 梛野 浩（電話番号 011-614-0273 ダイヤルイン）
なぎ の ひろし

契約企画課長 正城 仁志（電話番号 011-611-0309 ダイヤルイン）
ま さ き ひと し



第５３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２８年９月２７日（火） 札幌開発建設部４Ｆ会議室

太田明子（太田明子ビジネス工房代表）、佐藤典子（弁護士）、中村浩士（弁護
委 員 士）、萩原 亨（北海道大学大学院教授）、平野陽子（北海道中小企業診断士会

代表理事）、向田直範（北海学園大学名誉教授兼弁護士）（五十音順）

審議対象期間 平成２８年１月１日～平成２８年３月３１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）】

幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム右
岸斜面対策外工事

・参加者が多いが、参加しやすい工事なのか。 ・近傍の企業に参加要件に設定した工事の施工
実績のある者が多かったので、参加者が多くな
ったのではないかと推測されます。

・２社が技術者重複により辞退となっているが ・同じ技術者を複数の工事に申請しており、他
どういうことか。 工事を受注したことにより、当該工事について

辞退してきたものです。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管
内堤防維持工事

・見積もりは何社から取っているのか。 ・この工事では歩掛かりがあるので見積もりは
取っていません。

・参加者が１社なのはなぜか。 ・河川の維持工事は、施工場所が広範囲に及ん
でいることと、各事務所単位で発注しており、
施工時期も集中することなどから参加者が少な
くなっていると推測されます。



・毎年同じ業者が受注しているのか。 ・毎年同じではありませんが、前年度は同一の
業者が受注しています。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

一般国道5号 札幌市 新発寒橋補修外一
連工事

・地域精通度の配点が他工事と違うのはなぜ ・施工能力評価型のⅠ型とⅡ型で配点が違うた
か。 めです。

・低入札となった業者が２社いるが、積算がし ・この工事では、参加者から予定価格作成の参
づらい工事なのか。 考とする見積書の提出を求めていますが、参加

者は、他社の見積額はわからず、自社の見積額
に基づき積算するため、見積額の低い社が低入
札になったと推測されます。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

道央用水（三期）農業水利事業 付帯施設
清水沢工区外一連建設工事

・参加者が少ない理由はなにか。 ・当該工事には、ゲートなどの撤去工が含まれ
ており、撤去工事自体が会社としての利益が上
がりにくいことと、クレーン付台船での作業で
レアな工事のため、ノウハウを有している社が
あまり多くないことなどが参加者が少なかった
要因ではないかと推測されます。

【通常指名競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

美唄茶志内地区 茶志内第２揚水機場設計
業務

・業者選定に当たり、開発局における揚水機場 ・道営事業でもありますが、国と比べると規模
の実施設計の実績を有する者としているが、実 は小さいと思われます。このため、開発局にお
施設計業務は、北海道での発注はないのか。 ける実績をもって業者を選定しております。

【通常指名競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

嶮淵川右岸測量業務

・予定価格はどのように積算するのか。 ・特段変わっている業務ではないので、標準歩
掛かりで積算しています。

・入札参加者は、予定価格は大体わかるのか。 ・ほぼ同様の積算が可能だと思います。



【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

Ｈ２８－３１国営滝野すずらん丘陵公園運営
維持管理業務

・受注者は共同体となっているが、構成員は何 ・２社です。札幌の財団が主体で、東京の財団
社か。 がサブとなっています。

・この入札は今回が初めてか。 ・３回目です。１回目が平成２２年から２４年、
２回目が２５年から２７年です。

・これまで３回の受注者は同一か。また、それ ・受注者は同じです。参加者数は、１回目が共
ぞれ入札参加者数はどうなっているのか。 同体２社、２回目と３回目が共同体１社となっ

ています。

・受注者のこれまでの業務の履行状況はどうな ・利用者数や満足度などの受注者が達成すべき
っているのか。 目標値を設定し、毎年度その目標値に達してい

るかチェックしていますが、これまで受注者は
その数値をクリアしており、履行状況は良好で
す。

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

幾春別川総合開発事業の内　新桂
沢ダム右岸斜面対策外工事

一般競争入札 一般土木 22 20 2016年3月28日 伊藤組土建（株） 312,660 88.08%

石狩川維持工事の内　札幌河川事
務所管内堤防維持工事

一般競争入札 維持 1 1 2016年3月11日 日吉建設（株） 181,980 97.91%

一般国道５号　札幌市　新発寒橋補
修外一連工事

一般競争入札 一般土木 6 5 2016年3月30日 （株）岸本組 161,892 96.19%

道央用水（三期）農業水利事業　付
帯施設清水沢工区外一連建設工事

一般競争入札 一般土木 3 3 2016年3月28日 新谷建設（株） 249,156 87.62%

【業務】

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

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

美唄茶志内地区　茶志内第２揚水機
場設計業務

通常指名競争
入札

土木関係コン
サルタント 10 10 2016年2月18日 （株）三祐コンサルタンツ 18,144 87.87%

嶮淵川右岸測量業務
通常指名競争
入札

測量 10 10 2016年1月6日 スミセキ・ジオテクノ（株） 4,720 74.57%

【物品・役務】

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

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

Ｈ２８－３１国営滝野すずらん丘陵公
園運営維持管理業務

一般競争入札 役務の提供等 1 1 2016年1月21日
公益財団法人　札
幌市公園緑化協会 2,710,800 96.94%

※　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。


