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平成２８年 ９月 ６日

東 北 地 方 整 備 局

入札監視委員会の審議概要について
第１回定例会議(第二部会)

東北地方整備局入札監視委員会の平成２８年度第１回定例会議（第二部会）

が、平成２８年７月２８日（木）に仙台市の東北地方整備局で開催されまし

たので、その審議概要（別紙）についてお知らせします。

なお、第１回定例会議では、委員会が抽出した案件６件の審議が行われ、

意見の具申又は勧告事項はありませんでした。

〈発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会〉

問 い 合 わ せ 先

（第二部会）仙台市青葉区本町３丁目３番１号 TEL (022)716-0013(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

契 約 管 理 官 中 嶋 勝 正（内線６２２１）
なか しま かつ まさ

経理調達課課長補佐 山 田 耕 平（内線６５５４）
やま だ こう へい



東北地方整備局 入札監視委員会（第二部会）審議概要

開 催 日 及 び 場 所 平成２８年７月２８日（木） 東北地方整備局 会議室

部 会 長 高橋 敏彦 【（学) 東北工業大学 工学部 教授 】

委 員 部会長代理 是川 晴彦 【（国) 山形大学 人文学部 教授 】

委 員 我 妻 崇 【 弁護士 】

審 議 対 象 期 間 平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日

（対象期間に契約締結した案件を審議）

審 議 案 件 総件数 ６件 （別紙―１ 審議案件一覧のとおり）

一般競争入札（政府調達 １件 （備考）

に関する協定適用対象）

工 一般競争入札（政府調達 ２件 ・第二部会冒頭において、部会長に高橋敏彦委員、

に関する協定適用対象以外） 部会長代理に是川晴彦委員が選任されました。

工事希望型競争入札 ０件

・その後、審議に先立ち

指名競争入札 ０件 (1)工事、建設コンサルタント業務等、役務の提

事 供等及び物品の製造等の発注状況

随意契約 ０件 (2)指名停止等の運用状況

(3)談合情報等の対応状況

建設コンサルタント業務等 ２件 (4)再度入札における一位不動状況

(5)低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況

役務の提供等及び物品の製造等 １件 について報告が行われました。

委員からの意見･質問、 別紙―２のとおり

それに対する説明･回答

委員会による意見の具申 本日の審議案件について、意見の具申又は勧告事項はありません。

又は勧告の内容



別紙―1

（単位：千円） （単位：％）

 一般競争入札
方式（政府調達
に関する協定適
用対象工事）

仙台塩釜港仙台港区中野地
区岸壁(-14m)外築造工事

港湾土木工事 5者 5者 H28.1.7
あおみ建設
（株）

896,400 93.82 塩釜港空

（単位：千円） （単位：％）

 一般競争入札
方式（政府調達
に関する協定適
用対象工事以外
のもの）

酒田港北港地区防波堤
(北)(第二)外築造工事

港湾土木工事 7者 7者 H28.3.25
あおみ建設
（株）

424,224 88.05 酒田港湾

 一般競争入札
方式（政府調達
に関する協定適
用対象工事以外
のもの）

能代港大森地区泊地(-13m)
浚渫工事

港湾等しゅん
せつ工事

3者 3者 H28.3.25
伊藤栄建設
（株）

136,620 95.21 秋田港湾

【建設コンサルタント業務等】

（単位：千円） （単位：％）

簡易公募型プロ
ポーザル方式

釜石港外港湾監視システム
改良検討業務

建設コンサル
タント等

1者 1者 H28.1.7
（公社）日本
港湾協会

15,120 99.36 釜石港湾

随意契約方式
むつ小川原港外港地区防波
堤(東)被災状況調査

測量・調査 － － H28.1.28 （株）パスコ 27,540 96.77 八戸港空

【役務の提供等及び物品の製造等】

（単位：千円） （単位：％）

一般競争入札方
式

GPS波浪計用太陽電池パネル
購入

物品の販売 1者 1者 H28.2.4
みちのくサー
ビス（株）

2,721 100 仙台技調

落札率
備　考入札方式 業　務　名 業務分類

競争参加資格
を確認した者
の数

入札参加者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

備　考入札方式 業　務　名 業務区分

手続きへの参
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 落札率

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
入札参加者数 契約締結日 契約の相手方

契約金額 落札率
備　考

審　議　案　件　一　覧

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
入札参加者数 契約締結日 契約の相手方

契約金額 落札率
備　考



別紙―２

１．報告

意見・質問 回 答

・同一の案件で、指名停止の期間が６ヶ月、或いは ・そのとおりです。
４ヶ月と異なるのは、談合に関わった程度の違いに
よるものか。

・指名停止措置の時期が、逮捕された時と起訴され ・違反行為については、逮捕された事実をもって
た時があるが、措置はいつ行うのか。 指名停止措置を行いますが、逮捕を経ないで起訴

された場合は起訴の時点となります。事実関係を
確認できた時点で速やかに措置するということで
す。

・労働者死傷病報告書は、休業４日以上の労働災害 ・事故等があったときは全て報告することとなり
が発生した場合に提出するのか。 ますが、休業日数が４日に満たない場合は３ヶ月

毎にまとめて提出することが認められています。

２．審議

意見・質問 回 答

１ 仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)外築造工事

・予定価格を超過した応札者が３者いるが、超過し ・工事費内訳書を確認したところ、３者中２者は
た理由はどのようなものと考えているか。 浚渫土砂を揚土する際に必要となる費用が当局積

算に比べ割高になっておりました。また、もう１
者についても直接工事費が当局積算を若干上回
り、諸経費もその状態で算出されていることを確
認しております。この結果から、浚渫土砂の固化
処理に関する作業船団、それらを手配する経費な
どが割高になったと推察しております。また、施
工場所が港区を跨いでいることによる経費の増も
勘案され、応札行動に表れたものと考えておりま
す。

・浚渫するということだが、どのくらい掘るのか。 ・施工場所に隣接する岸壁が水深１２ｍですの
で、場所により深い所、浅い所がありますが、概
ね１～２ｍほど掘ることになります。

２ 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)外築造工事

・入札価格が調査基準価格を少し越えるくらいに集 ・見積参考資料、積算基準、各種単価を公表して
中しているが、どのような理由が考えられるか。 おり、精度の高い積算が可能であったと考えられ

ます。
このことから受注意欲の表れとして、入札に参

加した７者の入札価格が調査基準価格付近に集中
したものと考えております。

・１者が無効となっているが、これはどういう理由 ・入札価格が調査基準価格を下回ったことから、
によるものか。 施工体制審査のための追加資料の提出を求めたと

ころ、提出しない旨の申し出があったため無効と
したものです。



意見・質問 回 答

３ 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

・基本的には浚渫船を持っている者が、入札に参加 ・地元で作業船を持っている者もいますし、他か
しているのか。 ら借りてくる者もおりますので、入札参加者は作

業船を所有している者に限られておりません。

・予定価格を超過した者がいるが、超過した理由は ・入札の際に提出されている工事費内訳書を確認
どのようなものと考えているか。 したところ、浚渫工事については積算額とほぼ同

じでしたが、予定価格を超過した２者は、作業船
の回航費が割高となっておりました。
浚渫工事は、浚渫船や土運船等の経費割合が高

いことから、作業船の調達・回航費の積算額が割
高の見積もりになってしまったものと考えており
ます。

４ 釜石港外港湾監視システム改良検討業務

・見積合わせは、１回目で予定価格を超過したか ・プロポーザル方式ですので特定した者と随意契
ら、２回目を行ったということか。 約になりますので、見積額が予定価格を超過すれ

れば、見積合わせを繰り返して行うことになりま
す。

・応募者が１者だけとなった理由は何か。 ・業務自体はシンプルですが、老朽化したカメラ
の更新や災害時も含め確実かつ安定して港湾工事
の状況を把握できるシステムの構築など、いくつ
かの要素が組み合わされ、結果として高い知見が
要求される業務になってしまったことが、応募者
が１者だけとなった理由ではないかと推察してお
ります。

・今回応募した者は、最初にカメラを設置した者な ・カメラを設置した者とは異なる者です。
のか。

５ むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査

・災害時の協定を締結している協会の地区幹事は、 ・平成２５年から同じ幹事です。当該地区の状況
何年かごとに交代するのか。 に精通していた方が緊急時に初動対応がとりやす

いと考えております。

・現在の幹事以外にも会社があって青森にも支店が ・平成２５年に協定を結んでから、出動を依頼し
あるが、そういう方々と交代ということは考えてい たのは今回が初めてです。今時点で運用を変える
ないのか。 ことは、特に考えておりません。

・災害時の出動要請は協会に行うのか。 ・協会に対して要請することになります。



意見・質問 回 答

６ ＧＰＳ波浪計用太陽電池パネル購入

・それほど特殊なものとは思われないが、参加者が ・海上に設置してあるＧＰＳ波浪計に設置するこ
１者だけというのは、どういう理由によるものか。 とから耐塩害仕様になっております。また、特殊

な形状と枚数が１４枚と少ないことから入札参加
者が１者だけになったのではないかと推察してお
ります。

・これは特注品になるのか。 ・そのとおりです。

・製造業者が異なってもよいのか。 ・こちらが求める仕様であれば構いません。

・落札率１００％となっているが、これはどういう ・過去に納入実績のある３社に参考見積を依頼
理由によるものか。 し、積算では最低価格を採用しております。本件

の落札者が最低見積価格を提出した者であり、そ
の者が見積価格と同額で入札したことから落札率
が１００％となっております。

・競争参加資格の等級は、通常より拡大しているの ・発注標準はＤ等級となりますが、事前に確認し
か。 たところ参加可能者が少ないと判断されたことか

ら、競争性を高めるため競争参加資格をＤ等級～
Ａ等級まで拡大しております。


