
令和５年３月１４日

第７９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４回目の

開催となります。

今回の委員会では、令和４年７月１日から令和４年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）

・一般国道３３７号 小樽市 小樽道路維持除雪外一連工事

・一般国道５号 仁木町 大黒川橋下部工事

・石狩湾新港 用地護岸建設その他工事

・尻別川樋門ゲート改良設計業務

・小樽開発建設部管内 漁港工事実施資料作成業務

・車載用映像鮮明化装置購入取付

令和５年２月１３日に開催しました「第７９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７９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５年２月１３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７月１日～令和４年９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）］

一般国道３３７号 小樽市 小樽道路維持除

雪外一連工事

・道路除雪について、降雪量が当初の予想を上 ・工事発注時には過去の平均的な降雪を考慮

回るあるいは下回る場合があると思うが、その して数量を設計しており、増減が発生した場

ような場合はどのように調整しているか。 合には設計変更を行うことで対応している。

・一者応札となっているが、理由として考えら ・維持除雪工事では除雪機械等のオペレータ

れるものは何があるか。 ーや作業員を確保する必要があるが、昨今の

人手不足の中でも、自社でオペレーターや作

業員を確保することができた企業が入札に参

加したものと考えている。

・落札率が高い理由は何が考えられるか。 ・工事の特性上、工事費の大半が労務費であ

ることも、落札率が高い要因ではないかと考

える。



［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］

一般国道５号 仁木町 大黒川橋下部工事

・上位３者と下位２者の評価値に開きがある ・配置予定技術者の同種工事の実績、工事成

が、その理由は何か。 績及び表彰の有無を評価した結果、上位と下

位の者に評価値の差が生じたものである。

［一般競争入札方式（ＷＴＯ対象工事以外）］

石狩湾新港 用地護岸建設その他工事

・評価項目の「環境性能の高い作業船の使用、 ・本工事で使用する作業船を保有しているか

または新造船の評価」は、企業が所有する船を を評価するということである。

評価するということか。

・作業船を自社で所有する企業はある程度規模 ・作業船の評価は総合評価項目のひとつであ

の大きな企業であると思われるが、この評価項 り、評価項目には作業船の評価以外の項目も

目があることにより入札への参加が狭められる あるので、これにより入札への参加が狭めら

といった可能性はないか。 れるといったことはないと考えている。

・入札参加者の入札金額にあまり差が無く、調 ・積算条件を仕様書等で明示していること、

査基準価格に非常に近い金額となっているが、 入札参加者が使用する市販の積算ソフトの精

このようなことはよくあるのか。 度が高いことなどにより、入札参加者は高い

精度で調査基準価格を類推することが可能と

なっている。

［簡易公募型競争入札方式］

尻別川樋門ゲート改良設計業務

・最高評価値の者が複数いる場合、落札者はど ・落札者は電子入札システムの電子くじで決

のように決定するのか。 定する。

・入札参加者の入札金額が全て調査基準価格と ・本業務では歩掛を公表しているため、入札

同額となっているが、考えられる理由は何があ 参加者が高い精度で積算することが可能なこ

るか。 とが要因として考えられる。

［簡易公募型競争入札方式］

小樽開発建設部管内 漁港工事実施資料作成

業務

・一者応札となっているが、理由として考えら ・入札参加条件の緩和等を行い、競争性の確

れるものは何か。 保を図っているところであるが、結果として

一者応札となったものである。



［一般競争入札方式］

車載用映像鮮明化装置購入取付

・本件で入札に参加することが可能な企業は、 ・映像鮮明化装置を製作している９社が参加

何社いるのか。 可能であると考える。

・一者応札となった理由として考えられるもの ・同時期に他開発建設部でも同様の調達を行

は何か。 っていることから、まとまった数量の装置を

納入可能な業者が入札に参加したものと考え

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:％)

一般国道３３ 一般競争 維持 １ １ R4.9.15 都市開発㈱ 149,600 99.86
７号 小樽市 入札方式
小樽道路維持 (WTO対象
除雪外一連工 工事以外)
事

一般国道５号 一般競争 一般 ５ ５ R4.9.6 和田建設工 178,750 95.16
仁木町 大黒 入札方式 土木 業㈱
川橋下部工事 (WTO対象

工事以外)

石狩湾新港 一般競争 一般 ４ ４ R4.7.4 岩倉建設㈱ 407,220 91.80
用地護岸建設 入札方式 土木
その他工事 (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:％)

尻別川樋門ゲ 簡易公募 土木関 ５ ５ R4.7.13 ㈱ドーコン 24,145 79.61
ート改良設計 型競争入 係コン
業務 札方式 サルタ

ント

小樽開発建設 簡易公募 土木関 １ １ R4.9.14 ㈱クマシロ 11,550 93.49
部管内 漁港 型競争入 係コン システム設
工事実施資料 札方式 サルタ 計
作成業務 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:％)

車載用映像鮮 一般競争 物品の １ １ R4.8.4 ㈱岩崎 14,300 99.23
明化装置購入 入札方式 製造等
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。
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