
令和２年９月２４日

第６７・６８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、令和元年７月１日から令和元年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８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２７６号 倶知安町 八幡舗装補修外一連工事

・尻別川岩間樋門機械設備更新外工事

・美国漁港 －４．０ｍ岸壁改良その他工事

・尻別川 河川防災情報等検討業務

・一般国道５号 倶知安町 第３硫黄川橋詳細設計業務

・一般国道５号倶知安余市道路（共和～余市）仁木町 南町８丁目用地調査業務

・小樽開発建設部管内 トンネル外で使用する電気（高圧）

・石狩湾新港 みなとカメラ購入及び据付調整

令和２年７月３１日に開催されました「第６７・６８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 若山 良伸 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

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



第６７・６８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２年７月３１日（金） 小樽開発建設部 第１会議室

委 員 穴沢 眞 （小樽商科大学学長）
石橋 八千代 （小樽観光協会理事)
鹿角 健太 （弁護士）
亀山 修一 （北海道科学大学教授）
椎野 雅之 （税理士）

(五十音順)

審 議 対象期 間 令和元年７月１日～令和元年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の報告
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の報告】
・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）］
一般国道２７６号 倶知安町 八幡舗装補修

外一連工事
・入札参加者が２者しかなかったのはどうして ・工事箇所が点在していること、また、工事
か。 規模が小さいことが敬遠された要因であるも

のと推察する。

・入札参加者が限られているということはない ・本工事の入札参加条件では、参加可能者数
か。 として道内で１００社ほどある。

・施工体制確認の審査で、該当の業者はなぜ資 ・調査基準価格を下回ったことにより提出を
料を提出しなかったのか。 求める追加資料が多いことなどから、資料提

出を辞退されたのではと推察する。

［簡易公募型プロポーザル方式］
尻別川 河川防災情報等検討業務

・参加表明したのが１者のみであったのはどう ・業務内容として、具体的なデータに基づき
してか。 予測シミュレ－ションを行うといった高度な

技術力を求められること、また、同時期に道
内の他水系でも同種の業務発注があったこと
から、応募が少なかったものと推察する。

・プロポーザル方式に標準プロポーザルと簡易 ・業務内容や難易度を勘案し、方式を決めて
公募型とがあるが、違いは何か。 いるが、一般的に業務規模が大きいものは簡

易公募型、小さいものは標準型である。

・参加者が１者のみの場合は、追加の公募をす ・簡易公募型の場合は１者でも手続きは有効
ることがあるのか。 であり、追加の公募は必要ない。一方、標準

プロポーザルは技術提案書の提出者が３者に



満たない場合、追加の要請を行うことにな
る。

［一般競争入札方式］
小樽開発建設部管内 トンネル外で使用する

電気（高圧）
・辞退した企業があるが、どの時点でどういっ ・入札書提出までの期間に辞退がなされた。
た理由で辞退したのか。 また、その期間までにおける辞退は参加者の

自由であることから、辞退理由を参加者に聞
いていない。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
尻別川岩間樋門機械設備更新外工事

・より同種性が高い工事とはどういう意味か。 ・今回の工事では、同種工事については、水
門機械設備に関する工事実績と幅広く設定し
ている。また、より同種性の高い工事につい
ては、本工事と同様のラック式水門機械設備
に関する工事実績と設定している。その上
で、より同種性の高い工事の実績がある者に
は、より高い評価を与えている。

・参加者が１者しかないのは、工事内容が専門 ・同種工事の実績を有する企業は１０社程度
的なことが要因なのか。 あるが、そのうち道内企業は４社程度である

こと、また、今回の工事については発注時期
が遅く、規模が小さかったこともあり、結果
的に１者のみの参加になったものと推察す
る。

［一般競争入札方式］
石狩湾新港 みなとカメラ購入及び据付調整

・消費税は８％で契約しているのか。 ・契約時は消費税８％で契約したが、納期が
消費税１０％税率改正施行後なので、後に消
費税２％分の契約変更を行っている。

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

・入札参加者の積算精度が向上していると聞い ・本工事には営繕工事が含まれており、資材
ていたが、予定価格超過の１者は、なぜ超過と 購入の積算など、会社の取引等の事情によ
なったのか。 り、予定価格を超過したのではないかと推察

する。

［標準プロポーザル方式］
一般国道５号 倶知安町 第３硫黄川橋詳細

設計業務
・技術提案書の評価はどういう体制で行ってい ・複数名で評価し、建設コンサルタント委員
るのか。 会、さらに入札・契約手続運営委員会で評価

の妥当性を審査している。

［一般競争入札方式］
一般国道５号倶知安余市道路（共和～余市）

仁木町 南町８丁目用地調査業務
・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】

競争参加
工 事 名 入札方式 工事 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 (単位:千円) (単位:％)

一般国道２７ 一般競争 舗装 ２ ２ 1. 7.26 三道工業(株) 70,761 88.91
６号 倶知安 入札方式
町 八幡舗装 (WTO対象
補修外一連工 工事以外)
事

尻別川岩間樋 一般競争 機械 １ １ 1.10.28 (株)表鉄工所 31,350 98.86
門機械設備更 入札方式 装置
新外工事 (WTO対象

工事以外)

美国漁港 － 一般競争 一般 ２ ２ 1. 8. 7 近藤工業(株) 345,400 99.73
４．０ｍ岸壁 入札方式 土木
改良その他工 (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
の数 ※1 ※2 (単位:千円) (単位:％)

尻別川 河川防 簡易公募 土木関 １ １ 1.10.2 (株)ドーコン 13,750 99.21
災情報等検討業 型プロポ 係コン
務 ーザル方 サルタ

式 ント

一般国道５号 標準プロ 土木関 ５ ５ 1.9.18 中央コンサル 38,940 100.00
倶知安町 第３ ポーザル 係コン タンツ(株)
硫黄川橋詳細設 方式 サルタ
計業務 ント

一般国道５号倶 一般競争 補償関 １８ １８ 1.7.31 (株)補償セミ 16,280 91.98
知 安 余 市道 路 入札方式 係コン ナリー
（共和～余市） サルタ
仁木町 南町８ ント
丁目用地調査業
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 入札方式 業務 資格を確 入 札 契 約 契約の相手方 契約金額 落札率 備 考

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

小樽開発建設部 一般競争 物品の ６ ６ 1.12. 5 (株)エネット 77,142 90.39
管内 トンネル 入札方式 販売
外で使用する電

気（高圧）

石狩湾新港 み 一般競争 物品の ３ ３ 1. 7.11 ＮＥＣネッツ 37,584 93.83
なとカメラ購入 入札方式 製造又 エスアイ(株)
及び据付調整 は物品

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。


