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令和３年度第３回（通算第７２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４年３月１日（火）に開催した令和３年度第３回（通算第７２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７２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４年３月１日（火） 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７月１日～令和３年９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
◇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））
【一般国道３３６号 広尾町 豊似路肩補修外
一連工事】
・工事内容が別々で施工箇所が点在する工事と ・工事をまとめ、ある程度の工事規模を確保す
なっているが、まとめて発注するのはなぜか。 ることで入札参加者が多くなることを想定し

た。

・参加企業に管内の者がいないのはなぜか。 ・工事区分が舗装のＡ等級であるため、管内で
単体での参加できる者はいないが、管内のＢ等
級の者が他工事ではあるが共同企業体で参加し
た実績はある。

・施工監理能力の確認（書面）による差が大き ・当該工事での留意事項を２問設定し、あらか
くなっているが、どのように評価しているのか。 じめ決めた基準に従って評価している。

（一般競争入札方式（WTO対象工事以外））
【十勝川改修工事の内 南士幌築堤外工事】
・競争参加者が７者あったが、結果的に入札者 ・７者のうち３者については、入札前の辞退で
が１者となったのは、どのような理由が考えら あるため理由についてはわからないが、外の３
れるのか。 者については技術者が重複したことによる辞退

となっている。



- 2 -

・技術者育成型の試行工事にしては、施工計画 ・施工監理能力については、技術者が作成する
重視型で先ほどの工事よりも施工監理能力の確 のではなく会社で作成しているものと思われ
認の配点が高くなっていて、技術者を育てるよ る。
うな配点になっていないと思うがどうか。

・限られた技術者を配置するためには、企業に ・年度当初の４月１日の時点で発注の見通しを
おいても発注情報などが重要になると考えられ 公表している。
るが、この工事であればいつの時期に行われて
いるのか。

（一般競争入札方式（WTO対象工事以外））
【帯広広尾自動車道 帯広市 高規格道路維持
除雪外一連工事】
・維持工事で再度入札となっているが、昨年と ・入札参加者は昨年と同じであるが、工事内容
比べて大きく変わることがあったのか。 にも大きな変更はない。

・地域維持型建設共同企業体とは、地域の維持 ・道路の維持除雪工事に特化しているものであ
管理に不可欠な除雪など、担い手の確保が困難 り、一者で長い延長を持つのは難しいと考える
な事業でも地域の建設企業とＪＶを組んで工事 者もいると想定されるので、できるだけ応札者
を行ってもらうという意図があるのか。 も増やしたいという思いもある。

・維持は単体での参加が多いと思われるが、実 ・管内の二つの工事ではＪＶでの受注がされて
際にＪＶで参加しているものもあるのか。 いる。

（通常指名競争入札方式）
【広尾道路事務所屋上防水改修外設計業務】
・指名業者１５者のうち１０者が応札に応じな ・今回の業務規模は６００万円で小さいという
かった理由は何か。 ことから人気がなかったのではと考えられる。

・それでは業務規模を大きくして発注すること ・過去には業務規模が小さく不落不調となった
ができないのか。 こともあることから、できるだけまとめて規模

を大きくして発注している。

（一般競争入札方式（ＷＴＯ））
【凍結防止剤（塩化ナトリウム）購入（単価契
約）】
・入札結果を見ると３者応札となっており、管 ・エリアで一括購入することは平成２６年度か
内の参加者も見受けられない。発注ロッドをま ら全道的に試行として行っている。凍結防止剤
とめて一括購入することにより参加資格可能な を取り扱っているかの確認はできておらず、ま
等級であるＡ等級からＡ～Ｃ等級に拡大して、 た、入札参加しなかった理由は不明であるもの
多くの参加者数を確保したいということはわか の、管内での参加資格可能者数は９９者である。
るが、発注ロッドを分割してみてはどうか。

・この購入の予定価格の算定にあたっては直接 ・本局において市場調査を行った単価を使用し
業者から聞き取って作成しているのか。 ており、ホームページで公表されている。

【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

一般国道３３６号　広尾町　豊似路肩
補修外一連工事

一般競争
（WTO以外）

舗装 8 5 R3.7.2 道路建設（株） 165,110 89.53% 　

十勝川改修工事の内　南士幌築堤外
工事

一般競争
（WTO以外）

一般土木 7 1 R3.8.25
村上土建開発工
業（株）

211,739 89.81%

帯広広尾自動車道　帯広市　高規格
道路維持除雪外一連工事

一般競争
（WTO以外）

維持 1 1 R3.9.9 永井工業（株） 117,700 98.35%

【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

広尾道路事務所屋上防水改修外設
計業務

通常指名競争
建築関係コン
サルタント

15 5 R3.7.16 （株）ノア設計 5,390 91.93% 　

【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

凍結防止剤（塩化ナトリウム）購入（単
価契約）

一般競争
（WTO）

物品の販売 3 3 R3.8.25 道東塩業（株） 236,405 98.31% 　

※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。


