
平成３１年１月１７日

第６２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３０年１２月１７日（月）に開催された第６２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 藤田 成人（電話番号011-611-0192 ダイヤルイン）
ふじ た なるひと

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６２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３０年１２月１７日（月） 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 萩原亨（北海道大学大学院教授）、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・弁護士）<五十音順>

審議対象期間 平成３０年４月１日～平成３０年６月３０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）】

新千歳空港 誘導路アンダーパス外工事

・規模の大きな工事で、技術的にも難しいので、 ・本件については、ＷＴＯ対象工事であるため、
段階的選抜方式を採用しているのか。 段階的選抜方式を実施した。

・技術力に加えてワークライフバランスを評価 ・ワークライフバランスの推進は全国的な取組
項目にしているのはなぜか。 であり、建設業界においても環境改善に繋がる

ことを期待しているものである。

・総合評価でのワークライフバランスの加点条 ・女性活躍、育児との両立、若者採用に関し、
件はなにか。 厚生労働省からそれぞれ「えるぼし」、「くるみ

ん」、「ユースエール」認定を受けている企業に
ついて等しく取り扱い、いずれかの認定を受け
ていれば１点加点することとしている。

・ワークライフバランスの加点は１点となって ・共同企業体の場合、各構成員の加点合計を構
いる。０．５点や０．６点の者がいるのはなぜ 成員数で除した平均値を加点している。
か。

・インターンシップ支援の取組とはなにか。 ・受注者がインターンシップを受け入れた際に
は、これに要する経費を設計変更で計上できる
もので、建設業における担い手確保を目的とし
たものである。



【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修工事の内 北島遊水地南８号周
囲堤外工事

・これだけ多くの者の入札価格が同額なのはな ・難しい工事内容ではなく、一部積算項目につ
ぜか。 いては参加者から見積を徴収し、その結果も公

示しているため、積算が比較的容易であり、入
札参加者の受注意欲も高かったので、調査基準
価格と同額での入札を行った者が多くなったと
考えられる。

・「若手技術者育成型（チャレンジ型）」試行工 ・企業及び技術者の実績等を評価項目とせず、
事を採用した理由はなにか。 技術提案のみを評価項目とすることで、実績は

ないが高い技術力を有する技術者に参加の門戸
を拡げたいと考えたものである。

・「若手技術者育成型」の取組成果は出てきて ・配置された技術者に若い技術者が占める割合
いるのか。 が若干増えてきているが、若い技術者自体が少

ない状況にあると考えている。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

一般国道２３１号 札幌市 麻生道路維持
除雪外一連工事

・参加が１者なのはなぜか。 ・地域要件、実績要件など参加要件を緩和して
いるが、工事内容から、年間を通して２４時間
体制が求められ、除雪や災害に伴う対応も必要
となり、作業員や建設機械のオペレーターの確
保が難しくなってきているものと考えられる。
維持工事は全国的にも入札参加者が少ない状況
にあり、インフラの維持管理をしていくうえで、
担い手をどのように確保していくかが課題とな
っている。

・この業者が過去から落札しているのか。 ・同じ企業が落札している。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

南長沼地区 西南幹線用水路第４工区工事

・評価値１位と２位は入札価格が５万円違うだ ・総合評価落札方式を採用しており、標準点プ
け。例えば、１億円の工事ならこの範囲の価格 ラス加算点を入札価格で除した評価値が最も高
差は同じ扱い、というような仕組みはないのか。 い者を落札者としている。質問のような仕組み

はない。



【通常指名競争入札方式】

国立民族共生公園 建築施設新築工事監
理業務

・入札価格に大きな差があるのは、個々の参加 ・積算内容はほぼ人件費で歩掛も公表している
者の事情によるものか。 ので、積算は比較的容易と考えられる。履行期

間が比較的長いなどの条件も踏まえて、参加者
が個々に入札価格を決定した結果と考えてい
る。

【簡易公募型プロポーザル方式】

幾春別川総合開発事業 三笠ぽんべつダム
端部処理工基礎岩盤評価業務

・この業務を行う技術があるのは１者しかいな ・同種業務の実績を有する者が７者、類似業務
かったのか。 の実績を有する者は１１者確認しており、数は

多くはないが、１者ではない。

【一般競争入札方式】

図面作成外業務（単価契約）（札幌開発建設
部本部）

・このような業務を外部委託にしたのはいつ頃 ・平成５年度頃と記憶している。
からなのか。

・落札率がかなり低いが、過去から同じ者が落 ・毎年度異なる業者が落札しており、公共機関
札しているのか。 が発注する規模の大きい案件の受注を目指して

中小企業が集まって結成した協同組合が落札し
ている場合もある。当部管内は業者数も多く、
競争率が高い傾向にあると考えられる。

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

新千歳空港　誘導路アンダーパ
ス外工事

一般競争入札
（政府調達）

一般土木 9 9 2018年6月7日

新千歳空港誘導路
アンダーパス外工
事　大成・伊藤・菱
中　特定ＪＶ

1,722,578 90.2%

石狩川改修工事の内　北島遊
水地南８号周囲堤外工事

一般競争入札 一般土木 15 15 2018年6月20日 （株）田中組 579,874 90.0%

一般国道２３１号　札幌市　麻生
道路維持除雪外一連工事

一般競争入札 維持 1 1 2018年4月2日 一二三北路（株） 290,520 99.9%

南長沼地区　西南幹線用水路
第４工区工事

一般競争入札 一般土木 14 14 2018年6月21日
（株）田端本堂カン
パニー 148,338 89.8%

【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　建築施設
新築工事監理業務

通常指名競争
入札

建築関係コン
サルタント 21 15 2018年4月23日 北電総合設計（株） 18,360 78.2%

幾春別川総合開発事業　三笠
ぽんべつダム端部処理工基礎
岩盤評価業務

簡易公募型プ
ロポーザル

土木関係コン
サルタント 1 1 2018年4月25日 （株）ドーコン 22,982 98.2%

【物品・役務】

業務名 契約方式 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

図面作成外業務（単価契約）（札
幌開発建設部本部）

一般競争入札 役務の提供等 2 2 2018年4月2日 （株）青工 33,459 10.8%

※　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。


