
令和４年１２月２２日

第７６回札幌開発建設部入札監視委員会審議概要について

令和４年１２月５日（月）に開催された第７６回札幌開発建設部入札監視委員会の審議

概要を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 札幌開発建設部

技術管理官 白井 裕昭（電話番号011-611-0192 ダイヤルイン）
しら い ひろあき

契約企画課長 鈴木 千成（電話番号011-611-0309 ダイヤルイン）
すず き かずなり

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/



第７６回札幌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５日（月） 札幌開発建設部４階１号会議室

太田明子（太田明子ビジネス工房代表）、芳賀広健（弁護士）、萩原亨（北海道
委 員 大学大学院工学研究院教授）、平野陽子（中小企業診断士）、向田直範（北海学

園大学名誉教授）<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 工事、建設コンサルタント業務等に係る入札・契約手続の運用状況等に関する報告
２ 抽出工事、建設コンサルタント業務等に係る一般競争（指名競争）参加資格の決定の理由、
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

【工事、建設コンサルタント業務等に係る入札
・契約手続の運用状況等に関する報告】

・特になし。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象）】

幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつ
ダム水位低下設備外機械設備新設工事

・入札に参加している業者は、全て道外の業者 ・道内にはいない。
だが、この工事に対応できる技術を持った業者
は、道内にいないのか。

・今後、設備の補修などは、この落札業者が請 ・設備の補修や改修の工事には、落札業者以外
け負うことになるのか。 の業者も入札に参加することができる。

・週休２日は、どこで評価されるのか。 ・工事成績評定点に反映される。

・賃上げの実施は、どのように確認するのか。 ・賃上げ表明期間終了後に、法人事業概況説明
書又は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計
表の提出を受けて確認を行うが、これらの書類
で確認することができない場合には、税理士又
は公認会計士等の第三者により「賃上げ実績を
確認することができる書類であると認められ
る」ことが明記された書面を賃上げを行ったこ
とを示す書類と共に提出を受けて確認を行うこ
ととなる。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】
堰堤改良の内 豊平峡ダム堤体補強工事



・２者しか応札していないが、難しい工事なの ・応札者が少ない理由としては、ダム天端上の
か。 狭い施工ヤードでクレーン作業などを行う現場

条件や、観光地であることから資材等の搬入、
搬出時間が制限されることなどが考えられる。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】
道央圏連絡道路 長沼町 東３線函渠設置工

事

・入札参加者のほとんどが調査基準価格と同額 ・歩掛や単価を公表しており、工事内容から積
で入札しているが、理由として考えられること 算がしやすかったと考えられる。
は何か。

・専任補助者制度とは、若手技術者を育成する ・若手監理技術者に加え専任補助者を追加配置
制度なのか。 した場合に、入札時の評価対象を専任補助者に

する制度であり、経験の少ない若手技術者を監
理技術者に配置しやすくなる。工事完了時には
施工実績及び工事成績は監理技術者に付与され
る。

・技術者重複により無効となったのは、どのよ ・入札参加者が、他の工事を落札したことによ
うにしてわかるのか。 り、参加中の入札に技術者を配置できなくなっ

た場合、申し出ることになっている。

・施工計画について、何が足りなくて点数が低 ・開発局のホームページで、入札の過程等を公
くなったのかは、入札参加者でわかるのか。 表しているが、点数のみで、評価内容の詳細は

公表していない。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】
篠津青山地区 青山ダム仮締切工外一連工事

・調査基準価格ではなく、予定価格に近い金額 ・供用中であるダムの落水や出水に伴う工期の
で入札されているが、理由として考えられるこ 制約、冬期間における作業効率の低下などを踏
とは何か。 まえ、必要な経費を積み上げ、間接経費を圧縮

できなかったものと推察される。

・北海道インフラゼロカーボンの試行対象工事 ・工事成績評定点に反映される。
であるが、どこで評価されるのか。

【簡易公募型競争入札方式】
堰堤維持の内 滝里ダム水辺現地調査（ダム

湖環境基図作成外）業務

・特になし

【通常指名競争入札方式】
札幌開発建設部管内 交通実態調査業務

・特になし



【一般競争入札方式】
路上放置自転車対策業務（札幌道路事務所）

・入札金額に差があるが、自転車の撤去回数な ・作業量は、仕様書において撤去回数を明示し
どの作業量は、入札参加者の裁量によるものな ており、入札参加者の裁量によるものではない。
のか。

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】

案件名 入札方式 工事区分

競争参
加資格
を確認
した者
の数※

入札
者数

契約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム水位低下設
備外機械設備新設工事

一般競争
（WTO対象）

機械装置 4 4 R4.6.29
（株）丸島アクアシ
ステム

1,835,900 87.6%

堰堤改良の内 豊平峡ダム堤体補強工事
一般競争

（WTO対象外）
一般土木 2 2 R4.5.9 （株）玉川組 235,477 90.2%

道央圏連絡道路 長沼町 東３線函渠設置工事
一般競争

（WTO対象外）
一般土木 16 16 R4.5.27 岩田地崎建設（株） 479,589 89.9%

篠津青山地区 青山ダム仮締切工外一連工事
一般競争

（WTO対象外）
一般土木 5 5 R4.6.23 こぶし建設（株） 173,932 95.9%

【業務】

案件名 入札方式 業務区分

競争参
加資格
を確認
した者
の数
※1

入札
者数
※2

契約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

堰堤維持の内 滝里ダム水辺現地調査（ダム湖環境基図作成
外）業務

簡易公募型競争
土木関係
コンサルタント

8 8 R4.5.9
（株）福田水文セン
ター

31,361 79.7%

札幌開発建設部管内 交通実態調査業務 通常指名競争
土木関係
コンサルタント

11 10 R4.4.21
北海道道路エンジ
ニアリング（株）

20,460 85.5%

【物品・役務】

案件名 入札方式 区分

競争参
加資格
を確認
した者
の数
※1

入札
者数
※2

契約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

路上放置自転車対策業務（札幌道路事務所） 一般競争 役務の提供等 5 5 R4.4.6 （株）栄商 6,490 68.4%

※ 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。

※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。

※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。

※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。


