
北陸地方整備局入札監視委員会（第二部会第１回定例会議） 審議概要

令和２年６月１５日（月）
開 催 日 及 び 場 所 「北陸地方整備局」

（新潟市中央区美咲町１－１－１）

部会長 西方 太地 （公認会計士） 出席

部会長代理 伊藤 秀夫 （弁護士） 出席
委 員

委員 道上 真有 （新潟大学准教授） 出席

部会委員現在数３名 出席３名

審 議 対 象 期 間 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日

抽 出 案 件 総件数 ６件

３件 （備 考）

一般競争入札方式 新潟港（西港地区）航路泊地浚渫工事（その２）
工 （ＷＴＯ対象外）

伏木富山港（新湊地区）泊地（-10m）土砂運搬工事

事 金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）築造工事（そ
の２）

２件

一般競争入札方式 敦賀港港内波浪観測業務

北陸管内設計沖波算定業務

役 １件
物務
品及 一般競争入札方式 白山計画修理工事
び

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等 別紙のとおり 別紙のとおり

委員会による意見の具 なし
申又は勧告の内容

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
等
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別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答書（第二部会第１回定例会議）

意見・質問 回 答

【入札・契約手続の運用状況等】

〔入札方式別発注工事等一覧〕

・特になし

〔指名停止等の運用状況〕

・特になし

〔談合情報等の対応状況〕

・特になし

〔再度入札における一位不動状況〕

・特になし

〔低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況〕

・低入札となった者の原因がわかるようであれば ・どうしてもこの工事を受注したいという意欲から
教えて頂きたい。 この価格で入札したものと思われるが、具体的には

落札決定の前に追加資料及びヒアリングにより確実
な履行が可能か調査を実施して、実施可能と判断し
たものである。

〔一者応札の発生状況〕

・特になし

〔不調・不落の発生状況〕

・特になし

〔高落札率の発生状況〕

・特になし

【抽出案件】

１ 工事：港湾等しゅんせつ工事
一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）

「新潟港（西港地区）航路泊地浚渫工事（その２）」

・入札参加者が１者となった要因として考えられ ・作業船の確保や配置予定技術者の確保が困難であ
ることはあるか。 ったのではないかと考えられる。

・本来の入札参加資格であるＢ等級の参加可能見 ・参加要件を満たす者はシミュレーション結果から
込み者数が９者程度とのことでＡ等級も参加要件 １７者程度と見込んでいた。
に加えているが、加えた結果、参加要件を満たす
者は何者と見込んでいたのか。

・本件と同様の工事は毎年実施しているのか。実 ・同様の工事は毎年実施している。昨年と入札状況
施されているのであれば、昨年の入札状況と今年 は同じで落札率は異なっている。
の入札状況、落札率等に変化は見られたか。
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別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答書（第二部会第１回定例会議）

意見・質問 回 答

２ 工事：港湾土木工事
一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）

「伏木富山港（新湊地区）泊地（-10m）土砂運
搬工事」

・入札参加者が１者となった要因として考えられ ・企業が現在持っている工事量や他の工事への参加
ることはあるか。 申込み状況、配置予定技術者の確保などを考慮して

参加を見合わせたのではないかと考えられる。

・配置予定技術者の資格として２級土木施工管理 ・１億６千万円未満の工事については、２級土木施
技士を認めているが金額的な基準があるのか。 工管理技士を認めている。

・過去に同様な工事は発注されているのか。あれ ・過去１０年程度に伏木富山港における同様な工事
ば、どのような入札状況であったか。 は２件発注されており、いずれも入札参加者は２社

であった。

・高落札率となった原因として総合評価の技術点 ・積算基準等は既に公表しており、高精度で積算が
が高くなることを見越して入札額を高めに入れて 可能であり、技術点についても自社の配点が算定可
きたと推測できるのではないか。 能であることから、ご指摘のとおりと考える。

３ 工事：港湾土木工事
一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）

「金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）築造
工事（その２）」

・落札者以外の２者の入札額が予定価格に近い ・積算基準等は既に公表しており、高精度で積算は
額、落札者の落札率も高いように思われるが、こ 可能であり、自社の配点が算定可能であることから、
のような工事は落札率が高くなる傾向があるの バランスを見て入札額を決めているのではないかと
か。 考えられる。過去の同様な工事の落札率を見ると

８９％台といった時もあり一概に高落札率の傾向は
見られない。

・結果的に技術点の低い方が落札者となってい ・入札に参加している者は、いずれもこれまで当局
る。価格との総合評価であり制度的にやむを得な の工事を受注している企業であり、技術力の低い企
いと思うが、技術的に問題はないのか。 業が落札者となったわけではない。

４ 建設コンサルタント業務等：建設コンサルタント
一般競争入札方式

「敦賀港港内波浪観測業務」

・積算基準等が公表されている状況の中で、入札 ・調査基準価格との金額差を見ると２者共に数万円
参加者の内２者が調査基準価格を下回った要因と と小さな金額差となっている。受注意欲からの結果
してどのようなことが考えられるか。 と考えられる。

５ 建設コンサルタント業務等：建設コンサルタント
一般競争入札方式

「北陸管内設計沖波算定業務」
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別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答書（第二部会第１回定例会議）

意見・質問 回 答

・信頼性が重要視される本業務において、最も技 ・調査基準価格を下回った入札者に対しては、追加
術評価点で高得点を得た企業の入札額が僅かの差 資料を求め確実な履行を確認する必要がある。当該
で調査基準価格を下回り、その者が追加資料を提 入札を行った者は、この調査基準価格ぎりぎりのと
出しないため入札無効の措置とされている。この ころを狙った結果であったと思われる。
結果について、どのように考えているか。 技術点において高得点を得た理由は、業務の実施

方針を示した提案内容や評価テーマに関する技術提
案が評価された結果であった。
入札した３者はいずれも全国的に波の解析や分析

を行った実績を持った企業であり技術力を有してい
る。

・ルールを定めて入札手続きを実施している以上 ・了解した。
やむを得ないと思うが、高い技術評価点を得た入
札者が僅かな差で調査基準価格を下回り落札でき
ないといった件については、今後検証を行って頂
きたい。

・国土交通省が全国的に実施している業務とのこ ・全国的に実施されている設計沖波の推算等の業務
とだが、いずれもこの３者が競争しあっていると に、今回入札に参加した３者に加え他社も入札参加
いうことか。 あるいは受注していることを確認している。

・競争参加資格に「業務の主たる部分を再委託す ・入札参加申請時に再委託予定の業務内容や理由等
るものでないこと」を要件としているが、どのよ を提出していただき、「主たる部分」を再委託予定
うに確認しているのか。 としていないかを確認している。

再委託は全てを禁止している訳ではなく、主たる
部分の再委託を禁止している。解析業務であれば解
析手法の決定等が主たる部分に該当する。

６ 役務及び物品：役務の提供等
一般競争入札方式

「白山計画修理工事」

・本件と同様な発注はいつ頃から行われ、その入 ・本船が建造されて以来、法律に基づいた検査を実
札参加者及び受注者に違いはあるか。また、過去 施する必要があり、毎年発注している。
からの落札率はどのような状況か。 入札参加者は過去には３者から４者参加していた

が、近年は１者入札が続いている。
落札者の状況は当該船舶の建造者である本件落札

者が毎年受注している。
落札率については低い年もあったが概ね９５％前

後が多い状況となっている。

・当該船舶は油回収機能といった特殊な機能を備え
た船舶であり、定期修理も技術的に難しいものにな
っている。そのことが近年１者入札が続いている原
因と考えている。
入札参加者を増やし競争性確保を図るため入札参

加要件の緩和を図っているが、参加申請が増えない
のが現状となっている。
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【工事】

入札方式 工　　　　　事　　　　　名 工事種別
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
（千円）

落札率
（％）

一般競争入札方式
（ＷＴＯ以外）

新潟港（西港地区）航路泊地浚渫工
事（その２）

港湾等しゅんせ
つ工事

1 1 R1.10.9 （株）本間組 179,300 95.51

一般競争入札方式
（ＷＴＯ以外）

伏木富山港（新湊地区）泊地（-10m）
土砂運搬工事

港湾土木工事 1 1 R1.10.30 谷内工業（株） 118,250 98.84

一般競争入札方式
（ＷＴＯ以外）

金沢港（大野地区）防波堤（西）（改
良）築造工事（その２）

港湾土木工事 4 3 R2.3.23 加賀建設（株） 185,900 94.75

【建設コンサルタント業務等】

入札方式 業　　　　務　　　　名 業種種別
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
（千円）

落札率
（％）

一般競争入札方式 敦賀港港内波浪観測業務 建設コンサルタント等 4
4

内2者無効
R1.10.31 いであ（株） 20,075 79.47

一般競争入札方式 北陸管内設計沖波算定業務 建設コンサルタント等 3
3

内1者無効
R2.3.24 （株）エコー 37,345 80.03

【役務・物品】

入札方式 業　　　　務　　　　名 業務分類
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
（千円）

落札率
（％）

一般競争入札方式 白山計画修理工事 役務の提供等 1 1 R1.10.3 ジャパンマリンユナイテッド（株） 462,000 99.49

審　議　案　件　詳　細
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