
令和３年１月２２日

第６９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２年１２月１４日（月）に開催された第６９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６９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２年１２月１４日（月） 札幌開発建設部分庁舎 会議室A

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 、萩原享（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）<五十音順>

審議対象期間 令和２年４月１日～令和２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】

意見・質問なし

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

深川留萌自動車道 深川市 深川西防護
柵設置外一連工事

・高速道路の防護柵等の整備方針について伺い ・ワイヤーロープ式防護柵設置については、高
たい。 速道路の安全対策上の施策として、試験施工の

結果を踏まえ昨年度から計画的に実施してい
る。
立入防止柵については、損傷の都度、補修を

実施することとしている。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象）】

雨竜川下流農地防災事業 八丁目頭首工
建設工事

・応札者の内の１者が、他者に比べ高い価格で ・公示している条件に基づき、予定価格、調査
入札しているが、要因として考えられることは 基準価格の積算は可能な工事であるが、この者
あるか。 は仮設費を高めに積算しているので、河川の出

水リスクなどを勘案したのではと推測する。



・技術提案に対して行うヒアリングの基準、趣 ・ 対象工事はヒアリングを実施することWTO
旨について伺いたい。 としている。

配置予定技術者が技術提案を理解し実際にど
のように施工体制を構築し施工内容の実現確実
性の向上につながるかを審査するものである。

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

空知地域 金子排水機場外機械設備製作
据付工事

・今回、入札に参加した者以外に参加可能な者 ・ポンプ製造メーカであれば参加可能である。
はいないのか。 本工事は、既存設備の一部改修を含む工事の
この者しか参加しない要因は何か。 ため、既存設備を熟知している必要のあること

が一者入札となった要因の一つと考える。

・本工事のように、毎回、特定の１者のみが応 ・工事の種類や内容によっては結果として特定
札する工事は、一般競争（総合評価）入札方式 の者のみしか応札しない工事もあるが、他に参
は馴染まないのではないか。他の方法により落 加可能な者がいることから、競争契約としてい
札者を決定するようなことは検討出来ないの るものである。

、 。か。 ご指摘は 貴重なご意見として受け止めたい

一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】【

石狩川応急対策事業の内 パンケ歌志内川
水門開閉装置改造外工事

・この工事も当初工事の受注者が落札している ・当初の施工者で設備の構造等を熟知している
のか。 者が落札している。

一般競争入札方式】【

堰堤維持の内 石狩川下流地区ダム管理支
援業務

・応札者が１者であるが技術的に難しい業務な ・ダム管理を支援する業務であり、緊急時の対
のか。 応のため、担当技術者の現地常駐及び２４時間
参加可能な者は少ないのか。 体制を求めている。

参加要件を満たす者は多数いるが、人員を計
画的に配置できる者は多くないと推測する。

【通常指名競争入札方式】

国立民族共生公園 駐車場上屋外新築設
計業務

・落札率が低いが、落札者の受注意欲が高かっ ・履行条件等を明示しており、この価格で履行
たためか。 可能と判断した結果と推測する。



【一般競争入札方式】

維持・除雪用機械修繕等単価契約（札幌除
雪ステーション外）（札幌道路事務所）

・８者で構成されている。・本件の落札者である協同組合の構成員は何
修繕のほかに、各車両の定期点検整備も含め者か。

金額の規模が大きいが修繕件数が多いことが ているためである。
要因か。

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】

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

深川留萌自動車道　深川市　深川西防護柵設置外一連工事
一般競争入札方式
（WTO対象外）

一般土木 3 3 R2.6.25 富岡産業（株） 137,819 89.4%

雨竜川下流農地防災事業　八丁目頭首工建設工事
一般競争入札方式
（WTO対象）

一般土木 10 10 R2.6.25 （株）中山組 2,906,200 91.7%

空知地域　金子排水機場外機械設備製作据付工事
一般競争入札方式
（WTO対象外）

機械装置 1 1 R2.4.28 （株）酉島製作所 321,200 97.8%

石狩川応急対策事業の内　パンケ歌志内川水門開閉装置
改造外工事

一般競争入札方式
（WTO対象外）

機械装置 1 1 R2.6.29 西田鉄工（株） 68,200 97.4%

【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

堰堤維持の内　石狩川下流地区ダム管理支援業務 一般競争入札方式 土木関係コンサルタント 1 1 R2.4.1 （一財）北海道河川財団 797,500 97.6%

国立民族共生公園　駐車場上屋外新築設計業務
通常指名競争入札
方式

建築関係コンサルタント 40 25 R2.5.28 （株）日建社 3,859 67.7%

【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

維持・除雪用機械修繕等単価契約
（札幌除雪ステーション外）（札幌道路事務所）

一般競争入札方式 役務の提供等 1 1 R2.4.8 札幌機械メンテナンス協同組合 116,097 98.6%

※　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。


