
令和４年１０月２８日

第７７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、今回は令和４年度２回目の

開催となります。

今回の委員会では、令和４年１月１日から令和４年３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）

・尻別川維持工事の内 維持補修工事

・一般国道５号 小樽市 見晴改良外一連工事

・美国漁港 船揚場改良外工事

・ニセコ地区 近藤中央工区区画整理工事

・尻別川河道計画検討外業務

・除雪トラックエッジ簡易脱着装置購入取付

令和４年１０月３日に開催しました「第７７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 千葉 哲理 0134-23-5129（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

契約課長補佐 菅生 啓介 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７７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４年１０月３日（月） 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４年１月１日～令和４年３月３１日

議 事
１ 入札・契約手続きの運用状況等の報告
２ 審議工事等に関する審議

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・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）］
尻別川維持工事の内 維持補修外工事

・応札者が２者と少ないが、その理由は何が考 ・河川維持工事の場合、広範囲に点在する小
えられるか。 規模作業や緊急的な対応など手間がかかる内

容が多く、応札者が少ない傾向にある。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
一般国道５号 小樽市 見晴改良外一連工事

・工事現場が離れている工事を１件の工事とし ・明確な基準はないが、同一路線上にある現
てまとめて発注する際の基準はあるのか。 場や隣接市町村の現場の工事を１件の工事に

まとめて発注することがある。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
船揚場改良外工事美国漁港

・ＪＶの評価はどのように行っているか。 ・「総合評価落札方式の運用ガイドラインに
ついて」に基づき、構成員毎の評価点を算出
し、その平均点を評価点としている。

・評価に当たって、構成企業の出資割合は考慮 ・考慮していない。
しないのか。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］
ニセコ地区 近藤中央工区区画整理工事

・落札率が高い要因として考えられるものは何 ・本工事は、地元関係者との細かい調整が必
があるか。 要になること、天候による工事への影響が大

きいことなど手間と経費がかかるため、落札
率が高くなったものと思われる。



［簡易公募型プロポーザル方式］
尻別川河道計画検討外業務

・技術的に難しい業務では参加できる企業が限 ・結果的に入札への参加は道内企業２者のみ
られてしまうが、入札参加者を増やすような対 となったが、道外の企業に対しても入札への
策は行っているか。 参加機会は確保している。

［一般競争入札方式］
除雪トラックエッジ簡易脱着装置購入取付

・一者応札となっているが、考えられる理由は ・除雪トラックへの装置の取付けには、相応
何があるか。 の広さの作業ピットが必要になることから、

作業ピットに余裕のある企業が入札に参加し
たものと推測する。

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】

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

区分 認した者 者数 締結日 方
(単位:％)の数※1 (単位:千円)

尻別川維持工 一般競争 維持 ２ ２ R4.3.28 ㈱菅原組 99,000 98.23
事の内 維持 入札方式

WTO対象補修工事 (
)工事以外

一般国道５号 一般競争 一般 ４ ４ R4.3.17 瀬尾建設工 148,500 94.75
小樽市 見晴 入札方式 土木 業㈱

WTO対象改良外一連工 (
事 )工事以外

美国漁港 船 一般競争 一般 ３ ３ R4.3.24 近藤・勇 330,000 94.75
揚場改良外工 入札方式 土木 経常ＪＶ

WTO対象事 (
)工事以外

ニセコ地区 一般競争 一般 ５ ５ R4.3. 1 白木建設工 325,930 94.55
近藤中央工区 入札方式 土木 業㈱

WTO対象区画整理工事 (
)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
備考業 務 名 入札方式 業種 資格を確 入札 契 約 契約の相手 契約金額 落札率

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

尻別川河道計 簡易公募 土木関 ２ ２ R4.3.23 ㈱ドーコン 41,030 99.86
画検討外業務 型プロポ 係コン

ーザル方 サルタ
式 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
備考業 務 名 入札方式 業務 資格を確 入札 契 約 契約の相手 契約金額 落札率

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

除雪トラック 一般競争 物品の １ １ R4.2.10 ㈱信菱自工 9,075 98.90
エッジ簡易脱 入札方式 販売
着装置購入取
付

※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。


