
令和５年１月１９日

第７８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３回目の

開催となります。

今回の委員会では、令和４年４月１日から令和４年６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）

・尻別川改修工事の内 蘭越築堤河道掘削工事

・一般国道２２９号 島牧村 栄浜改良外一連工事

・古平漁港外１港 東防波堤改良その他工事

・ニセコ地区 相馬西工区区画整理工事

・一般国道５号 倶知安町 第２硫黄川橋詳細設計業務

・小樽開発建設部管内 道路テレメータ装置製造及び据付調整

令和４年１２月１２日に開催しました「第７８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/

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


第７８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１２月１２日（月） 小樽開発建設部 第１会議室

委 員 長 穴沢 眞 （小樽商科大学学長）

委 員 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）【欠席】

(敬称略・五十音順)

審 議 対 象 期 間 令和４年４月１日～令和４年６月３０日

議 事

１ 入札・契約手続きの運用状況等の報告

２ 審議対象工事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・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）］

尻別川改修工事の内 蘭越築堤河道掘削工事

・賃上げの評価について、中小企業では１．５ ・賃上げ幅を含めた賃上げ評価の実施につい

％以上の賃上げ表明で加点されているが、１． ては、財務省が決定している。なお、総合評

５％の根拠は何か。 価における賃上げの評価は、国土交通省だけ

ではなく全省庁で行われているものである。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］

一般国道２２９号 島牧村 栄浜改良外一連

工事

・技術者の評価に加点がない者がいるが、その ・同種工事の実績が、担当技術者によるもの

理由は何か。 であったため、加算点が０点となったもので

ある。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］

古平漁港外１港 東防波堤改良その他工事

・ＮＥＴＩＳ登録技術の活用やＩＣＴ活用工事 ・確認している。

で加点された場合、実際に工事で実施している

かを確認しているのか。



［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］

ニセコ地区 相馬西工区区画整理工事

・入札に参加した企業は、自分の評価点がわか ・評価点を含めた入札結果を、北海道開発局

るのか。 のホームページで公表している。

［簡易公募型プロポーザル方式］

一般国道５号 倶知安町 第２硫黄川橋詳細

設計業務

・特になし。

［一般競争入札方式］

小樽開発建設部管内 道路テレメータ装置製

造及び据付調整

・一者応札となっているが、理由として考えら ・道路テレメータ装置全体のうち、テレメー

れるものは何か。 タ観測装置、雨量計、風向風速計を更新する

ものであり、更新した観測装置等を道路テレ

メータシステムへ接続する際、システム全体

に関する知識が必要になることも、入札参加

者が少なくなった要因ではないかと考える。

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
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 備考

区分 認した者 者数 締結日 方
の数※1 (単位:千円) (単位:％)

尻別川改修工 一般競争 一般 ５ ５ R4.6.29 ㈱佐々木組 138,380 93.11
事の内 蘭越 入札方式 土木
築堤河道掘削 (WTO対象
工事 工事以外)

一般国道２２ 一般競争 一般 ６ ６ R4.6.29 ㈱長組 251,350 94.16
９号 島牧村 入札方式 土木
栄浜改良外一 (WTO対象
連工事 工事以外)

古平漁港外１ 一般競争 一般 ３ ３ R4.5.26 ㈱吉本組 377,300 93.40
港 東防波堤 入札方式 土木
改良その他工 (WTO対象
事 工事以外)

ニセコ地区 一般競争 一般 ４ ４ R4.4.13 白木建設工 363,550 94.67
相馬西工区区 入札方式 土木 業㈱
画整理工事 (WTO対象

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 契約金額 落札率 備考

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

一般国道５号 簡易公募 土木関 ７ ５ R4.5.11 ㈱開発工営 106,700 99.93
倶知安町 第 型プロポ 係コン 社
２硫黄川橋詳 ーザル方 サルタ
細設計業務 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
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 備考

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

小樽開発建設 一般競争 物品の １ １ R4.6.2 北海道三菱 22,990 99.76
部管内 道路 入札方式 製造等 電機販売㈱
テレメータ装
置製造及び据
付調整

※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。


