
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３年６月２３日（水）
開 催 日 及 び 場 所 北陸地方整備局（Ｗｅｂ会議）

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２年１０月１日～令和３年３月３１日

抽 出 案 件 総件数 ６件

１件 （備 考）

新潟空港進入灯（２８側）橋梁工事一般競争入札方式
工 （ＷＴＯ対象）

２件
事

敦賀港（鞠山南地区）岸壁（－１４ｍ）上部工事一般競争入札方式
（ＷＴＯ対象外）

伏木富山港（富山地区）岸壁(-10m)(2号)(改良)
仮設工事(その2)

１件

伏木富山港（新湊地区）物件調査業務一般競争入札方式

１件

北陸地域の港湾を活用した物流機能強靱化方策簡易公募型プロポー
検討業務ザル方式

役 １件
物務

なごかぜ計画修理品及 一般競争入札方式
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
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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の報告】

〔入札方式別発注工事等一覧〕

〔指名停止等の運用状況〕

〔談合情報等の対応状況〕

〔再度入札における一位不動状況〕

〔低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況〕

〔一者応札の発生状況〕

〔不調・不落の発生状況〕

〔高落札率の発生状況〕

・特になし

【抽出案件】

港湾等鋼構造物工事１ 工事：港湾土木工事、
一般競争入札方式（ＷＴＯ対象）

「 」新潟空港進入灯（２８側）橋梁工事

ＪＶの入札価格が予定価格超過となってい 当局では見積参考資料等で積算の考え方を適・ ・
るが、原因は何か把握しているか。 切に明示しているが、業者の見積もりの考え方

と一致しない部分があったことが原因ではない
かと考えている。

そういった部分で金額の違いが出たと見当 本工事は河川の河口域で、海域に面する条件・ ・
はつくが、何か考えられることは。 的に厳しい中での橋梁の下部工事、架設工事で

ある。作業船を使用する施工内容等から、企業
が不測の事態などを想定して、価格を高めに設
定したのではないかと推測している。

１者が予定価格の範囲に入らなかったこと ご意見を踏まえて検証していきたい。・ ・
は、今回どうしてそうなったか掘り下げた方
が良いと思う。

ＪＶで参加した企業は、それぞれ単独で参 は異工種ＪＶでの参加を認めており、同・ ・本工事
、 、加できなかったから共同で参加したという認 種又は類似工事の施工実績は ①橋の製作工事

識で良いか。 ②橋の架設工事と鋼管杭の打設工事、③上部の
据付工事を要件としている。企業によっては得
意分野が異なるので、１者での参加が難しい場
合ではＪＶを組んで申請したと考えている。

・ ・ シミュレーションをし単体とＪＶでは、ＪＶの方が入札は不利に 単体又はＪＶでの申請の
ならないのか。また、単体での入札参加者が 参加可能者は単体で２０者、ＪＶでは橋ており、
もっと多くならなかったのか。 の製作で８８者と橋の架設で３６者での組み合

わせができることを事前に確認している。組み
合わせでＪＶが不利になることは考えにくい。
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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

単体で１者しか申請がなかった理由は、技 河口域での海の波や川の流れの条件が厳しい・ ・
術的に難しい工事だったからか、他に何か要 工事で、更に空港工事であるため夜間工事とな
因があるのか。 り施工条件が非常に厳しい。また、３ヶ年国債

で工期が長くなっていて専任で技術者が拘束さ
れることになる。そのため、他者は参加を見合
わせたのではないかと推測している。

ＷＴＯ案件の入札フローで、公告から申請 段階選抜方式のフロー図となっていて、・ ・今回は
書提出期限の日数は一般的なルールによる運 申請書と技術提案を一緒に提出するものとは異
用になっているのか。 なっており、申請書提出段階では施工実績や配

置予定技術者等の資料のみを提出してもらう。
その後、段階選抜一次審査を行った後に技術提
案を提出してもらう方式で、標準的な日数とな
っている。

２ 工事：港湾土木工事
一般競争入札方式（ＷＴＯ対象外）

敦賀港（鞠山南地区）岸壁（－１４ｍ）上「
」部工事

入札参加者の中で４者が調査基準価格に近 当局の積算の考え方は入札参加者に全て示し・ ・
い状況であるが、この様な工事では調査基準 ているので、当局と同じ積算ができる形になっ
価格に近くなる傾向があるのか。 ており、調査基準価格も同様に算定していると

思われる。最近は調査基準価格の少し上の金額
で入札する者が多くなっている。

３ 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（富山地区）岸壁(-10m)(2号)(改「
」良)仮設工事(その2)

本工事の入札参加可能者はどの位いたのか。 参加可能者は４０者いることを事前に確認し・ ・
また、高落札率になった理由は何か。 ている。また、落札率については、公表されて

いる積算基準、労務単価、見積参考資料により
高い精度で積算することが可能であり、業者の
方では利益も考慮して入札したと考えている。

４０者いる中で１者しか参加していないこ 背後に道路、民家があるといった非常に狭隘・ ・
とは、何か要因があるのか。 な区域での工事であり、振動騒音にも留意しな

ければいけない。また、隣接する岸壁が供用さ
れている中での施工であり作業スペースが厳し
い。参加企業はここでの受注実績があり現場条
件を認識しているが、他者は本工事の現場条件
や地元での他工事の発注状況などの要因から、

。参加を見合わせたのではないかと推測している

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

「 」伏木富山港（新湊地区）物件調査業務

参加者が１者となった要因として考えられ 事前に参加可能者を確認したところ、補償コ・ ・
ることは。 ンサルタント業務を行っている者は全国で多数

あり、管内で絞った場合でも１９者あった。結
果的に参加者が１者となったが、競争性は確保
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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

されていると考えている。また、入札説明書等
をダウンロードした者にアンケートを取った結
果、技術者の手持ち業務量を考慮して参加しな
かった等の回答をもらっている。

落札価格が品質確保基準価格に近くかなり 積算基準、労務単価、見積参考資料を全て開・ ・
低くなっているが、コンサル業務の場合はこ 示しているので、入札参加者は高い精度で積算
の様なものか。 することが可能である。今回の場合は、品質確

保基準価格のぎりぎりで入札したと思われる。

。・ ・落札者は１者応札だということは知らない 他に入札参加者がいるかどうかは分からない
のか。

５ 建設コンサルタント業務等：建設コンサルタント
簡易公募型プロポーザル方式

北陸地域の港湾を活用した物流機能強靱化「
」方策検討業務

参加表明者が１者となっているが、参加可 港湾物流を検討した業務実績を要件としてお・ ・
能者は複数あるのか。 り、全国で４４者が参加可能であった。

・結果的に１者となった要因として何が考え 業務内容は、港湾における中長期政策「ポー・
られるか。 ト2030」を踏まえて、ターミナルの高規格化を

検討するという比較的新しい取り組みであるの
で、参加要件については幅広く港湾物流を検討
した業務としたが、結果的に他者は参加を見合
わせたのではないかと考えられる。

・公募型と簡易公募型は金額により区分され 金額で区分され６千９百万円超がＷＴＯ対象・
るのか。業務の内容により区分されるのか。 の公募型となり、百万円超から６千９百万円ま

でが簡易公募型となる。

工期の事情もあると思うが、入札フローの 業務の中で代替輸送訓練の実施、幹事会の開・ ・
期間の取り方を延ばすことで参加者を増やす 催を予定していたので、年度内に実施できる工
ことはできなかったのか。 期を確保することが必要であった。これらの開

催にあたってＷｅｂ形式で行うことも可能であ
ると判断し、コロナの感染状況が減少してきた
この時期に発注したが、これ以上入札手続き期
間を延ばすことは難しかった。

６ 役務及び物品：役務の提供等
一般競争入札方式

「 」なごかぜ計画修理

この修理は毎年行われているとのことだが、 過去５年間では落札業者は同じである。３年・ ・
過去５年間の落札状況はどうか。 前には他にも入札参加者があった。

同じ様な船舶計画修理の入札参加者が１者 日本海側の特性として、海象条件の良い春か・ ・
となっているが、傾向としてはこの様な感じ ら秋に船舶の稼働率が高く、海象条件が悪く稼
か。 働率が低い冬に計画修理を行っている。当局の

船舶に限らず冬に修理が行われるため、参加者
が少ない状況になっていると思われる。複数者
が参加した実績もあり、入札参加者が増えるよ
うに引き続き検討したい。
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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）

新潟空港進入灯（２８側）橋梁工事
港湾土木工事
港湾等鋼構造物
工事

2 2 R3.1.7 五洋建設（株） 1,581,800 96.06

一般競争入札方式
（ＷＴＯ以外）

敦賀港（鞠山南地区）岸壁（－１４ｍ）
上部工事

港湾土木工事 7 6 R3.3.17 東亜建設工業（株） 458,920 90.95

一般競争入札方式
（ＷＴＯ以外）

伏木富山港（富山地区）岸壁(-10m)
(2号)(改良)仮設工事(その2)

港湾土木工事 1 1 R3.3.10 砺波工業（株） 223,300 97.76

【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
伏木富山港（新湊地区）物件調査業
務

建設コンサルタント等 1 1 R2.11.19 （株）国土開発センター 6,226 78.72

入札方式 業　　　　務　　　　名 業種種別

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

技術提案書
の提出者数

契約締結日 契約の相手方
契約金額
（千円）

落札率
（％）

簡易公募型プロポー
ザル方式

北陸地域の港湾を活用した物流機
能強靱化方策検討業務

建設コンサルタント等 1 1 R2.11.17 （一財）みなと総合研究財団 44,220 99.95

【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 なごかぜ計画修理 役務の提供等 1 1 R2.12.1 ＦＫＫエンジニアリング（株） 12,760 92.26

審　議　案　件　詳　細
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