
平成３１年４月５日

第６３回小樽開発建設部入札監視委員会の審議概要

小樽開発建設部では、入札・契約の過程や契約内容の透明性を確保するため、外部の学識

経験者５名を委員とする入札監視委員会を年４回開催しており、今回は平成３０年度４回目の

開催となります。

今回の委員会では、平成３０年７月１日から９月３０日までに契約した工事、建設コンサル

タント業務等、役務の提供等から５件を対象に、一般競争等参加資格の設定の理由、経緯等に

関する審議を行いました。

（対象工事等）

・一般国道２２９号 島牧村 中の川橋補修外一連工事

・一般国道２３０号 喜茂別町 楓橋上部工事

・一般国道５号 仁木町 長堀川１号橋予備設計外一連業務

・倶知安開発事務所管内 交通安全対策調査設計外一連業務

・小樽開発建設部管内 道路附属物で使用する電気（低圧）

小樽開発建設部ホームペ－ジアドレス http://www.hkd.mlit.go.jp/ot/

平成３１年３月７日に開催されました「第６３回小樽開発建設部入札監視委員会」の審

議概要について、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 小樽開発建設部

契 約 課 長 中本 敦浩 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

契約課長補佐 富田 直樹 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

 



第６３回小樽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３１年３月７日（木） 小樽開発建設部 第１会議室

委 員 石橋八千代（小樽観光協会理事）
鹿角健太（札幌弁護士会所属弁護士）
和田健夫（小樽商科大学学長）

(五十音順)

審 議 対象期 間 平成３０年 ７月 １日～平成３０年 ９月３０日

議 事
１ 入札談合防止対策に関する報告
２ 入札・契約手続きの運用状況等に関する報告
３ 工事等の抽出結果に関する当番委員の報告
４ 審議工事等に係る一般競争(指名競争)参加資格の設定理由、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

【入札談合防止対策に関する報告】
・特になし

【入札・契約手続きの運用状況等に関する報
告】
・指名停止の理由が、最低入札者が低入札価格 ・当該企業は民間からの受注を主軸としてい
調査を拒否したことによるものとのことである るところにあって、当局の建築コンサルタン
が、調査を拒否する理由は何が考えられるか。 ト業務の発注件数がそれほど多くないため、

低入札価格調査を受けた上で業務量に見合わ
ない価格で請け負う必要はないと判断したと
思われる。

【審議対象工事等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２２９号 島牧村 中の川橋補修外

一連工事
・応札者が１者しかいない理由は何が考えられ ・補修する３つの橋梁がそれぞれ離れた箇所
るか。 にある工事であるため、施工を管理する技術

者の配置が難しいこと、発注時期としては遅
い時期となったこと等から既に他の工事を受
注している者から敬遠されたのではないかと
推測している。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
一般国道２３０号 喜茂別町 楓橋上部工事

・技術提案は図表等を枠内に含めた上で１０行 ・様式への記載方法を制限したのは複数提案
以内で記載するなどとしているが、応札者側は の防止等を目的としたためである。受注者と
提案書作成に苦労するのではないか。 なった際には全ての提案を履行しなければな

らないため、企業側にも負担抑制のメリット
がある。また簡潔な提案書作成には技術力を
要するため、差が出やすい面もある。

［簡易公募型競争入札方式］
一般国道５号 仁木町 長堀川１号橋予備設

計外一連業務
・特になし



［通常指名競争入札方式］
倶知安開発事務所管内 交通安全対策調査設

計外一連業務
・発注方式を公募型にした方がより多くの参加 ・発注する業務の内容や規模によっては公募
が見込めたのではないか。 型を採用しても必ずしも入札参加者が多くな

るとは言えないと考えており、業務の難易度
が低く、概算額が小さい業務については通常
指名競争入札により発注することとしてい
る。

［一般競争入札方式］
小樽開発建設部管内 道路附属物で使用する

電気（低圧）
・特になし

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 競争参加
工 事 名 入札方式 区分 資格を確 入札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

認した者 者数 締結日
の数 ※1 (単位:千円) (単位:％)

一般国道２ 一般競争 一般 ２ １ 3 0 . 7 . 4 佐藤建設(株) 64,044 98.05
２９号 島 入札方式 土木
牧村 中の (WTO対象
川橋補修外 工事以外)
一連工事

一般国道２ 一般競争 鋼橋 ５ ５ 30.8.13 (株)楢崎製作 485,460 90.17
３０号 喜 入札方式 上部 所
茂別町 楓 (WTO対象
橋上部工事 工事以外)

※１ 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。

【業務】

競争参加
業 務 名 入札方式 業種 資格を確 入札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備 考

区分 認した者 者数 締結日
の数 ※1 ※2 (単位:千円) (単位:％)

一般国道５号 簡易公募 土木関 １０ １０ 30.7.18 (株)開発工営 15,120 80.88
仁木町 長 型競争入 係コン 社
堀川１号橋 札方式 サルタ
予備設計外 ント
一連業務

倶知安開発 通常指名 土木関 １０ １０ 30.9.26 北海道道路エ 14,007 96.07
事務所管内 競争入札 係コン ンジニアリン
交通安全対 方式 サルタ グ(株)
策調査設計 ント
外一連業務

※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。

【物品・役務】

競争参加
業 務 名 入 札 業務 資格を確 入札 契 約 契 約 の 契約金額 落札率 備 考

方 式 分類 認した者 者数 締結日 相 手 方
の数 ※1 ※２ (単位:千円) (単位:％)

小樽開発建設部 一般競 物品の ５ ４ 30.7.12 (株)ＳＥウ 30,315 81.80
管内 道路附属 争入札 販売 ィングズ
物で使用する電 方式
気（低圧）

※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。


