
令和３年３月２４日

第７０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３年３月２日（火）に開催された第７０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 青山 光生（電話番号011-611-0192 ダイヤルイン）
あおやま こ う き

契約企画課長 山田 泰史（電話番号011-611-0309 ダイヤルイン）
やま だ やす し

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



第７０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３年３月２日（火） 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 、佐藤典子（弁護士 、中村浩士（弁護） ）
委 員 士 、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２年７月１日～令和２年９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

【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】

【指名競争入札方式による工事契約】
「滝野公園 給水用井戸さく井工事」について
の概要説明

（特になし）

【入札談合に関する情報等への対応状況】
公正入札調査委員会へ付議し調査を行った案

件についての概要説明

・調査を実施した案件については、その後の手 ・把握した事実関係については、警察庁及び公
続きはどうなるのか。 正取引委員会に通報することとなる。

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

道央圏連絡道路 江別市 南５線改良工事

。 、・入札に参加したほとんどの者が調査基準価格 ・工事内容は積算が容易なものと考える 歩掛
と同額となっているが積算しやすい工事なの 積算基準を公表していること、また、民間の積
か。 算ソフトが充実していることに加えて、競争参

加者からのかなり詳細な積算に関する質問に対
して回答していることも一因と推測する。



・受注者希望型の 活用対象工事としている ・現在、 が活用できる分野が土工などの工ICT ICT
が、現在では の活用は一般的なものではな 種に限られており、現場条件によっては専門のICT
いのか。 機械が使えない場合がある等のことから、受注

者希望型としている。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

北海地区 北海幹線用水路新生橋工区工
事

・チャレンジ型の技術者育成型は、小規模な会 ・工事の規模によって参加可能な等級が決まっ
社が不利となることはないのか。 ており、本工事は 等級及び 等級が対象で、A B

同種の工事実績があることが最低限の条件とな
る。
その上で、チャレンジ型の趣旨として監理技

術者としての実績のない若い技術者が参加しや
すいように、技術者や企業の実績等に係る評価
項目を除くこととし技術提案のみを評価対象と
している。

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

堰堤維持の内 漁川ダム放流警報設備設置
工事

・競争参加資格要件を満たす者は何社か また ・より同種工事の実績がある者は８社確認して。 、
一者応札となった要因は何か。 いる。

一者応札となった要因は、工事に占める機器
単体費の割合が約７５％となっており、利益が
上がりづらいと判断したためと推測する。あわ
せて工事規模が小さいことも要因と考える。

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

堰堤維持の内 定山渓ダム管理用トンネル
補修外工事

・より同種工事の実績を有する者が２７者との ・各者の受注状況等はわからないが、本工事は
ことだが２者のみの参加となっている。他の者 結果として２者のみの参加であった。
は別の工事を受注したのか。

【一般競争入札方式】

一般国道４５２号 芦別市 盤の沢道路用
地調査等業務

・大規模な業務内容に感じるが、その割に予定 ・約３ヶ月を要する。本調査業務の現地の状況
価格が少額である。作業期間はどの程度要する は、すべての箇所に立木が密集している訳では
ものとしているのか。 なく、畳１枚に１本程度植生しているものを調

査するイメージである。



【簡易公募型入札方式】

堰堤維持の内 金山ダム堆砂測量業務

・測量の積算は比較的容易であることが一因と・落札者を含む４者が同額となっているが要
推測する。過去の応札状況は様々で、今回はた因は何か。
またま４者同額となったものである。
入札に参加する者が多い業種であるため、調

査基準価格ギリギリとなる事例が多く見受けら
れる。

【一般競争入札方式】

総合水防演習運営計画作成

・実績がある者でなければ参加しづらい内容と ・各開発建設部の過去の応札状況では、参加者
考えるが、過去の実績はどうなっているのか。 が１者であったり２者参加した事例もある。

今年度及び昨年度は今回の落札者が、その前
は別の者が受注している。

・提案を策定できる者は少ないのか。 ・水防演習は関係機関等の参加が多く大規模イ
ベントであるため、しっかりした企画を提案で
きる者は少ないものと推測する。

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

道央圏連絡道路　江別市　南５線改良工事
一般競争入札方
式（WTO対象外）

一般土木 19 15 R2.7.31 （株）玉川組 225,720 89.6%

北海地区　北海幹線用水路新生橋工区工事
一般競争入札方
式（WTO対象外）

一般土木 6 5 R2.7.27 （株）泰進建設 402,490 90.7%

堰堤維持の内　漁川ダム放流警報設備設置工事
一般競争入札方
式（WTO対象外）

電気 1 1 R2.8.7 （株）シーエーブイ 53,130 99.1%

堰堤維持の内　定山渓ダム管理用トンネル補修外工事
一般競争入札方
式（WTO対象外）

一般土木 2 2 R2.9.28 武ダ技建創（株） 90,299 89.4%

【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

一般国道４５２号　芦別市　盤の沢道路用地調査等業務 一般競争入札 補償関係コンサルタント 4 4 R2.7.30 （株）森林テクニクス 2,288 96.3%

堰堤維持の内　金山ダム堆砂測量業務 簡易公募型競争入札 測量 11 11 R2.9.18 （株）北海道朝日航洋 19,712 79.7%

【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

総合水防演習運営計画作成
随意契約
（企画競争）

役務の提供等 1 1 R2.8.18 一般財団法人北海道河川財団 11,858 100.0%

※　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。


