
平成２８年７月１３日

第５２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６月２８日（火）に開催された第５２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５２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６月２８日（火） 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 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兼弁護士）（五

十音順）

審議対象期間 平成２７年１０月１日～平成２７年１２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）】

恵庭北島農業水利事業 北島排水機場機
械設備建設工事

・特になし

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

堰堤維持の内 滝里ダム主放流設備外修繕
工事

・１社しか参加していないが、難しい要件があ ・この工事が技術的に高度ということではあり
るのか。 ません。一般的に機械装置に関しては、過去に

元々の設備を施工した業者でなければわかりに
くい部分があり、応札者が少ない傾向にありま
す。このため、幅広く参加して頂けるように同
種工事等の設定で配慮しておりますが、結果と
して１社となったものです。



【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修工事の内 千歳上流地区掘削
工事

・この工事を若手技術者育成型にした理由は何 ・特段高度な技術を要さず、若手技術者でも会
か。 社のバックアップがあれば十分実施できる工事

であることから若手技術者育成型の試行工事と
したところです。

・若手の定義はどうなっているのか。 ・現時点で明確な定めはなく、年齢による制限
も設けておりません。若手技術者育成型といっ
ても５０代や６０代のベテランの技術者を排除
しているわけではなく参加は可能ですが、評価
項目に技術者の過去の成績や表彰の有無などを
盛り込むと若手技術者はベテランにはかなわな
いので、そういった項目を外して門戸を広げて
おります。

・参加者がかなり多いのは、若手技術者育成型 ・時期的に技術者に余力がある会社が多かった
にしたからなのか。 ことと、業界からも若手技術者育成型で、若手

技術者に経験を積ませたいという要望も高いこ
とから、参加者の増につながったのではないか
と推測されます。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

篠津中央二期地区 旧石狩川頭首工導水
路埋戻外一連工事

・多くの参加者の応札額が調査基準価格にかな ・標準歩掛かりをオープンにしており、民間の
り近い額になっているが、どこまで正確に算定 積算システムで、かなりの精度で調査基準価格
できるのか。 の積算ができると思われます。

・各社は自社の総合評価点数はわかるのか。 ・この工事は施工能力評価Ⅱ型なので自社分に
ついてはほぼわかっていると思います。

【簡易公募型競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

堰堤維持の内 滝里ダム堆砂測量業務

・参加者が多いが、技術的に難しくないという ・技術的に特段難しいということはなく、船と
ことか。 測量をするための機械があれば履行できます。



【通常指名競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

一般国道２３１号 石狩市 濃昼法面補修
用地測量業務

・なぜこの業務は落札率が低いのか。 ・この業務の落札率は約６８％ですが、同様の
業務と比較してこの率が飛び抜けて低いという
ことはありません。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

構内外除排雪等業務（単価契約）（滝川河川
事務所）

・前年はどこが受注しているのか。 ・同じ社が受注しています。

・積算するための参考見積りは毎年同じ業者か ・除排雪なので近隣で施工可能な業者が限られ
ら徴収しているのか。 るため、例年同じ３社から徴収しています。

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

恵庭北島農業水利事業　北島排水
機場機械設備建設工事

一般競争入札 機械装置 6 5 2015年11月11日 （株）酉島製作所 1,164,240 91.99%

堰堤維持の内　滝里ダム主放流設
備外修繕工事

一般競争入札 機械装置 1 1 2015年10月13日 （株）ＩＨＩインフラ建設 55,944 99.50%

石狩川改修工事の内　千歳上流地
区掘削工事

一般競争入札 一般土木 30 29 2015年11月11日 植村建設（株） 163,296 87.46%

篠津中央二期地区　旧石狩川頭首
工導水路埋戻外一連工事

一般競争入札 一般土木 17 17 2015年10月7日 開発工建（株） 61,560 86.19%

【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

堰堤維持の内　滝里ダム堆砂測量
業務

簡易公募型競
争入札

測量 25 21 2015年10月7日 （株）及川土木設計 10,519 78.99%

一般国道231号　石狩市　濃昼法面
補修用地測量業務

通常指名競争
入札

測量 10 10 2015年10月22日 大東測地（株） 2,106 67.94%

【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

構内外除排雪等業務（単価契約）
（滝川河川事務所）

一般競争入札 役務の提供等 2 2 2015年10月27日
（株）道環リサイク
ル 3,850 100.00%

※　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。


