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平成２８年度 中国地方整備局入札監視委員会 
第二部会第３回定例会議の審議概要について 

 

 

中国地方整備局入札監視委員会第二部会は、平成２８年度第３回定例会議を 

平成２８年１１月２４日（木）に開催し、平成２８年７月１日から平成２８年

９月３０日までの間に契約した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供

等及び物品の製造等の中から抽出した４件の事案について、入札及び契約の過

程並びに契約内容について審議を行いました。 

審議概要については、次頁以降にてお知らせします。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

 広島市中区東白島町１４－１５ NTTクレド白島ビル13階         

 中国地方整備局入札監視委員会第二部会事務局 

０８２－５１１－３９００（代表） 
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中国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１１月２４日（木） 白島庁舎会議室

高海 克彦 （山口大学大学院理工学研究科准教授）

委 員 佐久間 剛 （中国経済連合会理事）

野田 和裕 （広島大学大学院法務研究科教授）

審議対象期間 平成２８年７月１日～平成２８年９月３０日

抽 出 案 件 計 ４件 （備考）

工 事

一般競争（政府調達に関する協定適用対象工事以外） ２件 別紙１のとおり

建設コンサルタント業務等 １件 別紙１のとおり

役務の提供等及び物品の製造等 １件 別紙１のとおり

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、それに対す 別紙２のとおり 別紙２のとおり

る回答等

委員会による意見の具申又は勧告 なし

の内容



別紙１
【工事】
（一般競争入札方式：政府調達に関する協定適用対象工事）

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
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

該当なし

（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）

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
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

広島空港滑走路改良工事 空港等舗装工事 6 6 平成28年9月26日 （株）ＮＩＰＰＯ 222,588 90.66

水島港水島玉島地区臨港道
路(水島側)取付部改良工事

空港等土木工事 8 8 平成28年8月1日
（株）ナイカイアー

キット
185,760 92.95

【建設コンサルタント等業務】

（簡易公募型プロポーザル方式）

業務名 業種区分

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

入札参加
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：％）

徳山下松港下松地区係留施
設(-19m)等基本設計

建設コンサルタント等 6 5 平成28年8月2日 日本海洋コンサルタント（株） 43,848 98.94

【役務の提供等及び物品の製造等】

（一般競争入札方式）

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
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

海象観測装置定期点検・保守業務 役務の提供等 1 1 平成28年7月13日 （株）ソニック 17,280 97.43



別 紙２

議事項目、意見・質問 議事結果、回答

１．抽出案件の審議

①「広島空港滑走路改良工事」

加算点において、落札者と他の者では施行能力等 過去１５年間の同種工事の実績を有していること

の点数により差がついているが、工事実績のない者 を入札参加資格としているため、入札者はすべて同

でも参加するのか。 種工事の実績を有している。

また、総合評価の施工能力等において、過去５年

間の工事成績評定点の平均点が高い場合や優良な工

事を施工し、表彰が行われている場合には加算され

る。

「競争参加資格なし」とされた者は特記仕様書の ケアレスミスによるものである。

工期末を満たしていないことが理由となっている

が、申請者のケアレスミスによるものか。

申請者に対し、ミスの指摘は行わないのか。 申請時に提出された資料で判断するため、資料の

差し替えとなる当局からのミスの指摘は行わない。

なお、競争参加資格なしの通知日以降、具体的な理

由の請求があった場合は、その内容を回答する。

○この入札・契約は適切であると判断します。

②「水島港水島玉島地区臨港道路(水島側)取付部

改良工事」

加算点において、技術開発実績があることで加算 自社開発の新技術を持っていることを評価してい

されているが、どのように評価をしているのか。 る。

作業船等を自社保有していることが評価されてい 自社保有をしていることにより、災害時において

るが、本工事では作業船等の保有が重要なこととな 作業船等を活用でき、地域に貢献することができる。

るのか。 当該工事との関係の有無にかかわらず地域貢献に該

当する場合は評価する。

評価対象である災害協定の締結とはその地域の中 中国地方整備局（本局（港湾空港関係）、港湾事

で協定を結んでいるということなのか。 務所、港湾・空港整備事務所）との災害協定を対象

としている。

○この入札・契約は適切であると判断します。

③「徳山下松港下松地区係留施設(-19m)等基本設

計」

技術提案を「特定する」とはどういうことか。 技術提案書の提出者のうち最も評価の高い１者を

特定して、見積、契約を行う。

同種業務を設定することにより、新たな者の参加 同種業務のほか類似業務の設定をしている。約３

が難しくなるのではないか。 ０者程度参加可能であるため、競争性は確保されて

いると考えている。各種業務を様々な方式で発注し



ており、新たな者の参加は閉ざされていない。

予定価格を上回った場合は、見積は何度でも行う 見積もり回数に制限はなく、相手方が辞退しない

のか。 限り、予定価格を下回るまで行う。

なお、プロポーザル方式によって参加者を募る際に

は、業務量の目安として概算金額を入札説明書で提

示している。

○この入札・契約は適切であると判断します。

④「海象観測装置定期点検・保守業務」

１者のみの入札となっているが。 等級の拡大等参加要件の緩和を行っているが他に

参加する者がいなかった。

前回入札も同一の者か。 平成23年度からすべて同一の者で1者入札となっ

ている。当該事業者は本装置を開発する際に共同研

究に参加した者であり、市場性もあまりなく他の者

が参加するのは難しいと思われる。

金額も同程度か。 過去は概ね１千万円前後であったが、２年前から

潜水士の安全対策が厳しくなったため、対策費用等

が増加し、金額は大きくなっている。

○この入札・契約は適切であると判断します。

議事項目、意見・質問 議事結果、回答

２．指名停止等の運用状況の報告

・ １件

・逮捕・起訴の場合は判決が確定していなくても指 ・逮捕または逮捕を経ないで公訴を提起された際に

名停止措置は行うのか。 は指名停止措置を行う。

３．再度入札における一位不動状況の報告

・ １件 意見・質問なし

４．入札談合に関する情報等への対応状況

・ 該当なし 意見・質問なし

５．入札価格調査制度調査対象工事の発生状

況の報告

・ 該当なし 意見・質問なし

６．再苦情処理の報告

・ 該当なし 意見・質問なし


