
 

           平成３１年１月１７日       

帯 広 開 発 建 設 部 

 

 

 

第６１回帯広開発建設部入札監視委員会の審議概要について 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月１８日に開催された第６１回（平成３０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  池
いけ

﨑
ざき

  敬
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 
 



- 1 -

別紙

第６１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３０年１２月１８日（火） 道新ビル Ａ・Ｂ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）（五十音順・敬称略）

審議対象期間 平成３０年 ４月 １日～平成３０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

【十勝川改修工事の内 上札内築堤外工事】
・若手育成、年齢評価型の試行工事だが、入札 ・参加申請書を提出した１３者のうち、配点
結果を見ると年齢による配点の加点の差が反映 が加点される技術者を配置予定技術者とした者
されていないように見えるが、配点の０．５点 は１２者もいたため結果として反映されていな
や１点は適切なのか。 いように見えるが、技術者の実績、成績、表彰

での評価を行わず年齢による加点だけのため、
０．５点や１点の配点でも大きなウエイトを占
めていると考えている。

・４５歳以下の技術者に加点することとしてい ・全道の技術者の年齢構成等を検討して判断し
るが、根拠は何か。 ており、全道統一の考え方である。

・ＩＣＴ活用工事の対象工事であるが、どのよ ・受注者が ＩＣＴを活用して施工した場合、
うな内容なのか。 それらに掛かる費用を設計変更で計上する工事

である。
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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

【上士幌北地区 上士幌北２号排水路工事】
・最終的に１者入札となったが、公平な入札が ・参加申請者は５者いたが、辞退者や技術者重
行われたと言えるのか。 複で結果的に入札参加者が１者となった。

一般競争方式で広く参加者を募っていること
から競争性は確保されており、適切、公平な入
札が行われたと考えている。

・外国人労働者の受け入れ拡大について議論さ ・現段階で外国人労働者についての基準等改正
れているが、今後、一定数の外国人労働者を採 の話はない。
用した場合による加点など基準の変更はあるの
か。

【札内川地区 札内川導水路９工区工事】
・発注者指定の新技術活用工事となっているが ・施工場所等を考慮した上で、耐久性やコスト
どのような工事か。 的に優れている鋳鉄管を発注者が指定して布設

させる工事である。

・一括審査方式の場合、一括発注された全ての ・３件の工事の一括発注であるが、１件の工事
工事に参加しなければならないのか。 の参加でも良いことになっている。

・評価点の一番高い者は１番目の工事を予定価 ・現場条件等を踏まえた中で、参加各者の考え
格付近で入札して落札者とならず、２番目の工 で入札金額を決めていると思われる。当該者が
事を調査基準価格直近で入札して落札した。２ ３件の工事の応札額をどのように考えたか、当
番目の工事を落札するために、わざと１番目の 局としては承知していない。
工事の入札額を高くしたように思われるが。

・連続する導水路の工事を、工区分けして一括 ・現場条件や作工物の種類、数量、作業量など
審査方式で発注しているが、各工区分けは、ど を考慮して工区を分けている。
のような考えで決めているのか。

・施工管理能力の評価で点数の差がついておら ・総合評価落札方式は、企業の表彰の加点だけ
ず、企業の表彰の加点の差で落札者が決まって ではなく、配置予定技術者の成績や表彰の有無、
いるという結果が顕著となっている。２年間も 施工管理能力の評価等総合的に評価しており、
優良工事表彰の加点を有効とするのではなく、 施工管理能力で評価された項目が１つ違うだけ
加点を申請出来る工事の本数を決めるなど是正 で表彰の加点は逆転できるので、企業の表彰の
を図るべきではないか。 有無の加点だけで落札者が決まっているわけで

はない。
優秀な企業に受注してもらうことも有効な判

断基準であり、企業のモチベーションからも表
彰の有無を加点項目とすることは、今後も必要
と考える。
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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

【一般国道242号 足寄町 足寄橋上部工事】
・参加者が少ないが、同種工事、より同種工事 ・北海道内に本店、支店または営業所を有し、
の施工実績を持つ参加可能者は何者あるのか。 同種工事の施工実績のある者は５４者、より同

種工事の施工実績のある者は７者である。

・一般的に、橋梁上部のＰＣコンポ桁橋は自社 ・通常、自社工場を有する場合は自社で製作、
で製作するのか。 自社工場を有しない場合は他社から調達するこ

とになると思われる。

【広尾道路事務所管内 橋梁点検業務】
・意見・質問なし

【帯広道路事務所外
維持・除雪機械修繕（単価契約）】

・入札参加者は機械メンテナンス協同組合の１ ・一般競争入札方式で広く参加者を募ってお
者である。協同組合が参加した場合、協同組合 り、協同組合加入者以外の単体や数者が共同体
加入者は単体では参加できないとされているこ となって参加することは可能であるため、競争
とから１者入札となっていると思われるが、こ 性は確保されていると考えている。
の状況で競争性が確保されていると言えるの
か。

・協同組合加入者は何者か。 ・１２者加入している。

・同様の役務で、過去に単体での受注はあった ・平成２１年頃までは単体企業での受注実績が
のか。 あるが、それ以降は協同組合の受注が続いてい

る。

・調査基準価格はどのように算出しているの ・予定価格の６０％と決められている。
か。

【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

十勝川改修工事の内　上札内築堤外工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 13 10 平成30年5月21日 宮坂建設工業（株） 232,805 90.00%

上士幌北地区　上士幌北２号排水路工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 5 1 平成30年6月6日 萩原建設工業（株） 321,667 90.59%

札内川地区　札内川導水路９工区工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 7 6 平成30年6月15日 （株）山内組 173,880 90.38%

一般国道２４２号　足寄町　足寄橋上部工事
一般競争入札（ＷＴＯ対
象工事以外）

一般土木 3 3 平成30年6月28日 日本高圧・萩原　経常ＪＶ 554,904 90.25%

〔業務〕

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

広尾道路事務所管内　橋梁点検業務
簡易公募型競争入札
総合評価（簡易型）

土木関係コンサ
ルタント

7 6 平成30年4月2日 （株）構研エンジニアリング 24,840 83.33%

〔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

帯広道路事務所外維持・除雪機械修繕（単価契約） 一般競争入札 物品の購入 1 1 平成30年4月11日
十勝機械メンテナンス協
同組合

86,402 99.95%

抽出案件の入札・契約情報


