
平成２９年１０月３日

第５７回札幌開発建設部入札監視委員会審議概要について

平成２９年９月１９日（火）に開催された第５７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 伊藤 久司（電話番号011-641-0273 ダイヤルイン）
い とう ひさ し

技術管理官 河上 聖典（電話番号011-641-8614 ダイヤルイン）
かわかみ きよのり

契約企画課長 川田 昭仁（電話番号011-611-0309 ダイヤルイン）
かわ た あきひと

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



第５７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 平成２９年９月１９日（火） 札幌開発建設部４Ｆ会議室

太田明子（太田ビジネス工房代表）、佐藤典子（弁護士）、中村浩士（弁護士）、
委 員 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・弁護士）<五

十音順>【欠席】萩原亨（北海道大学大学院教授）

審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日

議 事
１ 工事、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等並びに物品の製造等に係る入札・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及び役務の提供等並びに物品の製造等に関する当番
委員の報告

３ 抽出工事、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等並びに物品の製造等に係る指名等
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

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修工事の内 江別太遊水地撹拌
土造成外工事

・調査基準価格と同額の入札が３者ある。調査 ・調査基準価格の計算式は公表しているので、
基準価格は分かるものなのか。 工事価格が算出できれば、調査基準価格の算出

は難しくないと思われる。

・入札価格で差がつきにくいため、技術力で落 ・施工計画の評価が高く、企業の技術力や実績
札者が決まる傾向にあり、技術力の差は企業が の評価も高い者が落札者となったものである。
有している力の差に見える。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修補償工事の内 江別太遊水地
西１３号橋上部工製作架設工事

・入札辞退者もいて入札者数も少ないが、参加 ・鋼橋上部工事の発注自体が少なかった時期
者が少なくても落札率は低くなるものなのか。 で、競合する者がいると想定して落札率が低く

なることはあり得ると考える。

・鋼橋上部の参加者は少ない傾向にあるのか。 ・過去２か年、本件と同程度の工事では４～６
者程度の参加があった。



【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

道央圏連絡道路 南幌町 南８線改良工事

・調査基準価格と同額の入札が複数ある一方、 ・積算ソフトの普及もあり、調査基準価格を算
微妙に違うものも多くある。この違いはどう考 出すること自体は難しくないが、それでも、積
えたらよいか。 算に自信がなければ入札価格を調査基準価格よ

り若干高くすることも考えられる。また、技術
評価点に自信がなければ調査基準価格と同額で
入札することが考えられる。

・参加者が多いのは、技術的に難易度が高くな ・過去から近傍で同種工事を発注しており、実
いためか。 績のある者が多数いることも要因として考えら

れる。

・参加者にとっては資料作りも大変と考える ・本件では技術力を重視する施工計画重視型を
が、地域精通度や地域貢献度など過去の実績を 適用しているほか、他の工事では、過去の実績
評価する項目ではほとんど差がない。技術力の を評価対象としない若手技術者育成型、技術提
みを評価する方式などは検討しないのか。 案のみを評価するチャレンジ型、また、事務の

簡素化の視点から、簡易資料の評価により総合
評価で上位となった者にのみ技術資料の提出を
求める簡易確認型、と様々な試行工事を工事内
容に応じて適用しているところである。

・災害に関する実績等を地域貢献度として評価
しているが、企業が地域の若者を積極的に雇用
すること自体が地域貢献でもあり、地域貢献度
として評価することも可能ではないか、という
点を感想として申し上げたい。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

新千歳空港 エプロン舗装外工事

・参加者が少なかった理由として推測されるこ ・本件の発注期間中に、過年度に東日本高速道
とはなにか。 路が発注した舗装工事において独占禁止法違反

で告発された企業に対する営業停止処分が下さ
れたために、同種実績を持つ多くの企業が参加
できなくなったためと考えている。

・営業停止期間中であっても、工事は実施でき ・処分を受ける前に契約締結している工事の実
るのか。 施は可能である。

・落札率が高いのは競合する相手がいないこと ・処分を受けた者以外にも同種実績を有する者
を想定したためと考えられるか。 が数社おり、入札金額は工事内容を勘案して決

めているものと思われる。



【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

妹背牛地区 妹背牛山３線南工区区画整理
工事

・「若手技術者育成型」ということは、技術者 ・そのとおりである。
に工事成績がなくても参加が可能で、工事の難
易度も高くないということか。

【標準プロポーザル方式】

国立民族共生公園 構造物詳細設計業務

・業者選定において、実績件数より審査数値を ・業務の難易度が高く、高い知識が必要と考え
優先した理由はなにか。 たためである。

【一般競争入札方式】

札幌開発建設部 道路概況図作成

・落札率が高い理由として推察されることはな ・例年、業務内容はデータの微修正であるが、
にか。 今年度は修正データが増えたこと、また、本省

指示に伴う作業の増加もあったことから、比較
的高い入札価格となったのではないか、と推察
している。

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】

工事名 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

石狩川改修工事の内　江別太
遊水地撹拌土造成外工事

一般競争入札 一般土木 20 20 2017年3月8日 (株)中山組 411,393 89.7%

石狩川改修補償工事の内　江
別太遊水地西１３号橋上部工製
作架設工事

一般競争入札 鋼橋上部 2 2 2017年3月30日 五洋建設(株) 119,340 88.8%

道央圏連絡道路　南幌町　南８
線改良工事

一般競争入札 一般土木 23 22 2017年2月13日 (株)北英建設 165,175 88.6%

新千歳空港　エプロン舗装外工
事

一般競争入札 舗装 1 1 2017年2月14日 地崎道路(株) 302,400 97.2%

妹背牛地区　妹背牛山３線南工
区区画整理工事

一般競争入札 一般土木 6 6 2017年3月13日 (株)但野三興 212,652 90.3%

【業務】

業務名 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

国立民族共生公園　構造物詳
細設計業務

標準プロポーザ
ル方式

土木関係コン
サルタント 5 4 2017年1月26日 (株)ドーコン 26,946 99.8%

【物品・役務】

業務名 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

札幌開発建設部　道路概況図
作成

一般競争入札 役務の提供等 3 3 2017年2月28日 北海道地図(株) 3,240 95.5%

※　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。

※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。


