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令和３年度第２回（通算第７１回） 

帯広開発建設部入札監視委員会の審議概要について 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 伊藤 昌克（電話番号 0155-24-2903 内線 241） 

契約課 課長補佐 鈴木 千成（電話番号 0155-24-2903 内線 242） 

     帯広開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/ 

令和３年１１月２９日（月）に開催した令和３年度第２回（通算第７１回）帯広開発建設部入札

監視委員会審議概要について、別紙のとおりお知らせします。 
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第７１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 令和３年１１月２９日（月） 帯広第２地方合同庁舎共用第１･２･３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長）
委 員 後藤 政則（税理士）

竹川 博之（公認会計士）
野村 文吾（帯広商工会議所副会頭）
松浦 護（弁護士）

（五十音順・敬称略）

審議対象期間 令和３年４月１日～令和３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
・５５件中高落札となった工事は９件あり、昨 ・そのとおりです。
年同時期に比べて少なくなったのは、発注する
工事区分に応じてこのような結果になったとの
ことでよろしいか。

◇その他の報告事項
・質問・意見なし

◇抽出案件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））
【帯広道路事務所管内 区画線設置工事】
・管内企業の評価点は２点となっているが、本 ・評価点については、全道統一の評価基準とな
工事の総合評価点数について、帯広管内の地元 っており、地域性を考慮した配点とされている。
企業に配慮した配点にできないのか。

・技術審査の評価項目は重要だと思うが、項目 ・この工事は３件を一括審査する方式を採用し
数も多く点数も差がつかなくなっているのであ 申請書類の作成も軽減を図っており、品質確保
れば、評価を行う事務作業も大変だと思われる 等の観点から総合評価としている。
ので、価格競争としてはどうか。

・生産性向上チャレンジの試行対象工事とは、 ・受注者が工事契約後の施工段階で、生産性を
具体的にどのようなものか。 高めるために施工手順の工夫等を行い、その取

組の効果が確認されると工事成績評定で加点す
るものである。
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（一般競争入札方式（WTO対象工事以外））
【帯広広尾自動車道 芽室町 士狩大橋耐震補
強工事】
・参考見積書の提出を求める工事と発注者から ・参考見積書の提出を求める工事とは、予定価
工事費内訳書を配布する試行工事とは、入札価 格を算出するに当たり単価等が定められていな
格にどのように関連するのか。 いものについて、入札前に参加者から見積書の

提出を求める工事である。また、発注者から工
事費内訳書を配布する試行工事とは、入札価格
の内訳を工種や区分ごとに記載する工事費内訳
書の様式を、電子ファイルで入札参加者に提供
する工事である。

・入札参加者４者の内、１者の評価が低く明ら ・入札参加者は、他に誰が参加しているか分か
かに落札できないような状況でも参加するのは らないこと、橋梁補修工事は一般的に入札参加
なぜか。 者が少なくなる傾向にあることなどが理由であ

ると推察している。

（一般競争入札方式（WTO対象工事以外））
【芽室川西地区 帯広かわにし導水路伏美２１
線工区工事】
・入札結果を見ると配置予定技術者の施工管理 ・評価基準をあらかじめ決めて、その基準に沿
能力の確認（書面）で大きく差が付いているが、 って評価しており、評価は職員が行っている。
どのように評価しているのか。また、評価は第
三者に委託しているのか。

・２者の入札価格が調査基準価格以下となって ・２者とも調査基準価格以下となっている。
いるが、一括審査のもう一つの工事の入札価格
はどうだったのか。

（簡易公募型競争入札方式）
【十勝川水系 水文観測データ品質管理業務】
・入札参加者は１者となっているが、それに対 ・入札参加者を増やす対策として、地域要件の
する認識はどうか。 緩和や同種業務の実績を幅広く設定するほか

に、発注時期を早めるなどの入札に参加しやす
い環境作りを行っているが、観測所の数が多い
ことから人員の確保が難しいことなど、管外か
らの参加は難しいのではないかと推測してい
る。

・毎年観測所のデータ観測が必要であれば、複 ・複数年での契約も考えられるため、今後検討
数年での契約もあるのではないか。 していきたい。

（一般競争入札方式）
【車両管理業務（帯広河川事務所・池田河川事
務所）（単価契約）】
・車両管理員の勤務経験年数や無事故・無違反 ・事故に関する減点は設けているが、車両管理
の年数による評価項目があるが、年数が長くな 員の運転経験年数に関する制限は設けていな
るほど有利であることから、年齢が６０歳を超 い。
えたら減点するような制度はないのか。

・「企業の業務実績」、「適正な連絡・履行体制 ・車両管理業務については、過去の経緯から現
の確保」、「運転業務の質の向上」、「ワークラ 在の評価方法となっているが、評価における委
イフ・バランス等の推進に関する指標」、それ 員からのご意見があったことは参考にして参り
ぞれの評価項目の中でも評価点が高く配点され たい。
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ている項目が設定されているが、いずれの項目
も加点されている者がいない状況。受注者を育
成したいという意図は理解できるが、実態が伴
っていないとすれば、評価項目など工夫する必
要があるのではないか。

【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

帯広道路事務所管内　区画線設置工
事

一般競争
（WTO以外）

一般土木 13 8 R3.4.1
北海道道路整備
（株）

52,701 88.25% 　

帯広広尾自動車道　芽室町　士狩大
橋耐震補強工事

一般競争
（WTO以外）

一般土木 4 4 R3.6.17 宮坂建設工業（株） 435,380 91.19%

芽室川西地区　帯広かわにし導水路
伏美２１線工区工事

一般競争
（WTO以外）

一般土木 6 6 R3.5.31 斉藤井出建設（株） 341,110 90.64%

【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

※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

十勝川水系水文観測データ品質管理
業務

簡易公募型
競争

測量 1 1 R3.4.8
（株）北開水工コン
サルタント

57,640 95.22% 　

【物品・役務】

案件名称 入札方式 区分

競争参加
資格を申請
した者の数

※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

車両管理業務（帯広河川事務所・池
田河川事務所）（単価契約）

一般競争
（WTO以外）

役務の提供等 3 3 R3.4.1 株式会社セノン 45,738 66.88% 　

※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。

抽出案件の入札・契約情報

　

※　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。

※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。

※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。


