
平成２８年１２月２７日

第５４回札幌開発建設部入札監視委員会の審議概要について

平成２８年１２月１２日（月）に開催された第５４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 松浦 淳（電話番号 011-641-8614 ダイヤルイン）
まつうら じゆん

技術管理官 梛野 浩（電話番号 011-614-0273 ダイヤルイン）
なぎ の ひろし

契約企画課長 正城 仁志（電話番号 011-611-0309 ダイヤルイン）
ま さ き ひと し



第５４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２８年１２月１２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 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兼弁護士）（五

十音順）

審議対象期間 平成２８年４月１日～平成２８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対象外）】

一般国道４５３号 恵庭市新奥漁橋上部工
事

・調査基準価格を下回って契約した場合には ・低入札で落札した場合に、その工事が確実に
「施工プロセスを通じた検査」の試行工事であ 施工されているかどうかを確認するために当該
るとしているが、どういうことか。 検査を義務づけて、工事の実施内容をチェック

していくものです。

・５社しか参加していないが、橋の製作ができ ・本工事では競争参加資格で道内に本店、支店
る業者は少ないのか。 又は営業所が所在することとして、競争性の確

保を図っていますが、結果として５社になった
ものです。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修工事の内 蛸の首樋門機械設
備更新工事

・入札価格が調査基準価格にかなり近い社もい ・本工事は、入札参加者から標準歩掛かりにな
れば予定価格をオーバーしている社もいて、応 い積算の一部分について見積書の提出を求め、
札価格に開きがある。この工事は、積算が難し その平均値の直近下位を採用して予定価格に反
いのか。 映させていますが、各社の見積額にバラツキが

あれば応札額に開きが出ることはあります。



・見積りは何社から取っているのか。 ・入札に参加した全社から徴収しています。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

道央用水（三期）地区 長都幹線用水路嶮
淵川横断工区工事

・１６社が参加を希望しているが、参加しやす ・本工事は、河川横断工において推進工法で行
い工事なのか。 う専門的な工事のため、参加者が少数になるこ

とも想定されましたが、資材の調達期間を除け
ば工事の施工自体は比較的短期間であり、技術
者の専任期間が短いことなどから参加者が多く
なったのかもしれません。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

石狩川改修工事の内 漁川合流点置土場
排水路外工事

・当初１４社が参加を希望しているが、最終的 ・競争参加資格がない者、配置予定の技術者が
に入札順位証明書では４社しか残っていないの 他工事を受注したことによる辞退、低入札によ
はなぜか。 る施工体制確認に応じないことによる無効など

によって最終的に４社となっています。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

新千歳空港 監督等補助業務

・参加が一般財団の１社だけと少ないが、業務 ・通常コンサル業務の発注に当たっては、品質
内容が多岐にわたり通常のコンサル会社では履 確保の観点から管理技術者が同時期に担当でき
行が難しいのか。 る業務の件数や金額に制限を設けていますが、

民間のコンサル会社の技術者には同時に複数件
担当し、年間数億円の実績を上げている者もお
ります。しかし、この業務のような発注者支援
業務では、履行期間が長く、負担になると思わ
れます。また、担当技術者は現地に常駐して監
督の補助などを行わなければならないにもかか
わらず、業務規模としてはあまり大きくなく、
同時に他の業務を担当することも困難なため、
民間のコンサル会社では割に合わない場合もあ
るのか、結果として財団が受注しているケース
が見受けられます。



【簡易公募型競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

雨竜川外連続堤防高縦断測量業務

・この業務を履行するには移動計測車両が必要 ・全社が保有しているかは把握していません
だが、入札に参加した全社が保有しているのか。 が、受注業者は保有しています。

・なぜ低価格での履行が可能なのか。 ・本業務は点群データの解析がメインで、一部
新たに計測するというものです。
今回、低入札のため、ヒアリング等で調査し

た結果、受注した業者は、平成２５年度に北海
道開発局で発注した計測業務を受注し、その業
務で計測した点群データの解析を本業務で行う
ため、データの準備や分析等で経費の軽減が図
れるので当該価格で応札したとのことであり、
発注者として履行可能と判断しました。
また、実施に当たっては主任技術者とは別に

要件を満たす担当技術者の追加配置や打合せ回
数の増などの条件を付して、品質確保を図って
おります。

【一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）】

札幌開発建設部 庁舎警備等業務

・参加者には、従事者に対し最低賃金を下回っ ・実態として多くの会社が最低賃金適用除外を
て支払っている場合は、最低賃金適用除外許可 受けています。
書（写し）の提出を求めているが、実際に許可
を取っている会社は多いのか。

・なぜ低価格での履行が可能なのか。 ・調査した結果、高年齢者雇用開発特別奨励金
の対象者の雇用を予定したり、労働局に対して
最低賃金の減額の特例申請をすることなどによ
って応札価格で十分実施できるとの説明を受
け、発注者として履行が可能であると判断しま
した。

・実際に適正な賃金が支払われているか確認し ・４月分の賃金台帳の写しの提出を求め、問題
ているのか。 がないことを確認しています。

・４月は、高年齢者雇用開発特別奨励金の助成 ・厚生労働省に助成金支給の申請後、審査に時
の対象となっていたのか。 間を要するため、４月の時点ではまだ支給決定

の通知を受けていません。

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

一般国道４５３号　恵庭市　新奥漁
橋上部工事

一般競争入札 鋼橋上部 5 5 2016年5月31日 （株）釧路製作所 262,742 89.18%

石狩川改修工事の内　蛸の首樋門
機械設備更新工事

一般競争入札 機械装置 6 5 2016年4月13日 旭イノベックス(株) 109,404 87.71%

道央用水（三期）地区　長都幹線用
水路嶮淵川横断工区工事

一般競争入札 一般土木 13 13 2016年6月16日 岩田地崎建設（株） 192,456 89.01%

石狩川改修工事の内　漁川合流点
置土場排水路外工事

一般競争入札 一般土木 13 10 2016年4月26日 （株）園建 10,800 96.06%

【業務】

業務名 入札方式 業種区分

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

新千歳空港　監督等補助業務 一般競争入札
土木関係コン
サルタント 1 1 2016年4月7日

（一財）港湾空港総
合技術センター 115,020 99.50%

雨竜川外連続堤防高縦断測量業務
簡易公募型競
争入札

測量 7 7 2016年5月26日 （株）ユニテック 18,900 56.74%

【物品・役務】

業務名 入札方式 業種区分

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　庁舎警備等業務 一般競争入札 役務の提供等 8 8 2016年4月1日
東洋ワークセキュリ
ティ（株） 11,462 38.98%

※　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。


