
令 和 元 年 ８ 月 ２ 日

第６４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、今回は今年度１回目の開催

となります。

今回の委員会では、平成３０年１０月１日から１２月３１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６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）

・尻別川右岸 三和地先護岸災害復旧工事

・一般国道５号 余市町 登川大橋（Ａ橋）上部工事

・美国漁港 －４．０ｍ岸壁改良工事

・一般国道２２９号 岩内町 雷電擁壁補修設計外一連業務

・一般国道５号 共和町冬期状況調査業務

・小樽開発建設部管内 光伝送装置購入及び据付調整

小樽開発建設部ホームペ－ジ https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/

令和元年６月２７日に開催されました「第６４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）

https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/


第６４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 令和元年６月２７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）
椎野雅之（税理士会小樽支部副支部長）
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１０月 １日～平成３０年１２月３１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】
・特になし

【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）］
尻別川右岸 三和地先護岸災害復旧工事

・事業費が増加する小樽開発建設部において、 ・ある企業の優秀な技術者を他者がスカウト
円滑に事業を執行するために技術者育成型を取 するというのはあり得ることで、指摘にある
り入れるなどして企業の参画機会を広げたこと ようなことも理論上は起こりえると思われ
は理解したが、技術者の評価に重きを置き過ぎ る。
ると、力のある企業が評価の高いベテラン技術
者を他者から引き抜いて集め、入札で優位とな
るようなことがあるのではないか。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事）］
一般国道５号 余市町 登川大橋（Ａ橋）上

部工事
・特になし

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
美国漁港 －４．０ｍ岸壁改良工事

・入札参加者の入札金額に開差が生じた原因は ・高い金額で入札した者は、施工に手間がか
何か。 かり利益が薄いととらえた一方、低い金額で

入札した者は、施工現場が地元であるため、
現場管理上も有利であり受注意欲が高かった
のではないかと推測する。

・総合評価の配点の内施工管理能力の確認の配 ・施工能力評価型の配点の一般的な考え方と
点を１０点としているが、配点全体の中でウェ しては、企業の能力と技術者の能力にそれぞ
イトはどの程度になるのか。１０点とすること れ２０点配点している。その技術者の配点
の根拠は何かあるのか。 ２０点の内、施工実績や成績、表彰の有無と

いった項目に評価点が固定化しないよう、半



分の１０点を施工管理能力の確認に配点して
いる。

［通常指名競争入札方式］
一般国道２２９号 岩内町 雷電擁壁補修設

計外一連業務
・指名する業者を１０者選定する考え方につい ・実施箇所の地理や環境などに知見を有して
て、北海道開発局の競争参加資格の総合審査数 いる方が品質の高い成果を期待できると考
値が選定された１０者より高くても選定から外 え、当部発注の設計業務をより多く受注して
れている場合があるが、なぜか。 いる者を優先した。

［通常指名競争入札方式］
一般国道５号 共和町 冬期状況調査業務

・特になし

［一般競争入札方式］
小樽開発建設部管内 光伝送装置購入及び据

付調整
・落札率が低くなった理由について、どのよう ・本業務の予定価格の積算に当たっては、複
なことが考えられるか。 数者から事前に参考見積をとり、それを基に

予定価格としている。低入札価格調査での落
札者からの説明によれば、参考見積について
は標準的な価格で提示しているが、実際の入
札価格は企業として受注意欲に応じた価格に
より入札しているとのことであり、落札価格
と予定価格に開差が生じたものである。

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
(単位:％)の数 ※1 (単位:千円)

尻別川右岸 一般競争 一般 ２ ２ 30.11.13 (株)佐々木組 235,332 95.00
三和地先護 入札方式 土木
岸災害復旧 (WTO対象
工事 工事以外)

一般国道５ 一般競争 鋼橋 １５ １１ 30.11.17 日立造船(株) 1,057,212 90.49
号 余市町 入札方式 上部
登川大橋 (WTO対象

（Ａ橋）上 工事)
部工事

美国漁港 一般競争 一般 ３ ３ 30.11.5 (株)福津組 129,168 94.29
－４．０ｍ 入札方式 土木
岸壁改良工 (WTO対象
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
(単位:％)の数 ※1 ※2 (単位:千円)

一般国道２ 通常指名 土木関 １０ １０ 30.10.17 (株)土木技術 11,610 81.32
２９号 岩 競争入札 係コン コンサルタン
内町 雷電 方式 サルタ ト
擁壁補修設 ント
計外一連業
務

一般国道５ 通常指名 土木関 １０ １０ 30.10.24 (株)雪研スノ 6,912 94.81
号 共和町 競争入札 係コン ーイーターズ
冬期状況調 方式 サルタ
査業務 ント

※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
(単位:％)の数 ※1 ※２ (単位:千円)

小樽開発建設部 一般競 物品の ３ ３ 30.11.7 富士通(株) 24,840 56.83
管内 光伝送装 争入札 製造又
置購入及び据付 方式 は物品
調整 の販売

※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。


