
                         

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、 

岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、 

山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、 

中国地方建設記者クラブ 

お知らせ  

 記者発表資料 平成２８年１０月３日 

 

 

 

 

平成２８年度 中国地方整備局入札監視委員会 
第二部会第２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２回定例会議を 

平成２８年９月１４日（水）に開催し、平成２８年４月１日から平成２８年６

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５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９月１４日（水） 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４月１日～平成２８年６月３０日

抽 出 案 件 計 ５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） １件 別紙１のとおり

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：％）

宇部港本港地区航路(-13m)浚渫工事
港湾等しゅんせつ

工事 6 6 平成28年6月3日
五洋・不動テトラ
特定建設工事共同
企業体

 656,100 88.9

（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：％）

鳥取港出張所庁舎解体等工事 建築工事 8 7 平成28年5月27日 株式会社クラエー 4,536 99.22

広島港海岸中央西地区(吉
島)護岸(改良)築造工事

港湾土木工事 2 2 平成28年4月14日 （株）青木組 152,280 92.26

【建設コンサルタント等業務】

（簡易公募型競争入札方式）

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：％）

船舶技術検討業務 建設コンサルタント等 1 1 平成28年5月13日 （一社）日本作業船協会 29,160 99.18

【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：％）

尾道糸崎港汚濁防止膜等点検 役務の提供等 1 1 平成28年4月1日 株式会社青木組 9,288 99.45



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「宇部港本港地区航路(-13m)浚渫工事」

技術提案での最大の点数を取っている者がいるが 昨年度までは最大評価をＡ評価としていたが、当局

最先端の技術なのか。 の浚渫工事では、満点の者が多く点数に差がついて

いなかった。工事の目的、目標により沿った提案で

あった場合は、Ａ評価以上の評価であるＳ評価を今

年度より導入しており、最大の点数の者はこのＳ評

価を取っている。

平坦性の確保の中でグラブの爪無しの場合が高い評 硬い土や石混じりの土を浚渫する場合は、爪のある

価となっているが、爪の有無で差が生じるものなの グラブを使うが、軟らかい砂を浚渫する場合は、爪

か は必要ないため、爪無しのグラブを使用する。

当該工事、港に適しているということで爪無しグラ

ブを評価をしている。

６者のうち５者が調査基準価格を下回っているが、 浚渫工事は例年発注しており、積算が難しいもので

低価格となった理由は何が推測されるか。 はなく、積算基準、材料単価等を公表しているため、

調査基準価格を精度良く推測し、その近辺を狙って

入札されている。その結果今回は、調査基準価格を

上回ったものが１者のみとなったと推測される。

過去、海外からの参加はあったか。 過去において、海外からの参加はありません。

○この入札・契約は適切であると判断します。

②「鳥取港出張所庁舎解体等工事」

地域貢献度が低い者がいるが、地域に貢献を行って そうである。

いない者は評価が低くなるのか

地域貢献度で１点分がボランティア活動となってい 清掃活動などである。行政機関が主催したものに参

るが具体的にはどのような内容か。 加していれば評価を行っている。

ボランティア活動の確認方法はアンケート等を行う 該当があれば申請時に様式で提出してもらい、確認

のか。 ができれば加点を行っている。

ボランティアの評価の中で行政機関からの表彰とい 整備局、港湾管理者、県、市町村等からの表彰が確

うのは。 認できれば評価をしている。

入札価格が予定価格以下の２者ともが同額で落札率 難易度、積算も難しくない工事であり、金額も大き

が９９％を超えているのは何が原因と推測される くないため、予定価格を精度良く推測し、その近辺

か。 を狙って入札が行われた結果と思われる。

○この入札・契約は適切であると判断します。



③「広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造

工事」

工事成績評定点で差が生じているがどのようなもの 出来形、品質、施工体制が優れているかなどを工事

か。 毎に評価し、工事成績評定点として通知を行ってい

る。工事成績評定点の過去５年分の平均点を算出し、

高点数となっている者は、施工能力等の評価におい

ても高い評価がされる。

○この入札・契約は適切であると判断します。

④「船舶技術検討業務」

参加者が1者であるが、過去の応札状況はどうなの 参加要件に類似業務を含めることで、要件を緩和し

か。 ているが、結果としては、毎年度、同一の１者とな

っている。

落札者は協会であるが修理についても協会の会員が 修理工事については、別途、造船所が受注している。

行うことになるのか。

○この入札・契約は適切であると判断します。

⑤「尾道糸崎港汚濁防止膜等点検」

受注者は地元業者か。 尾道の地元業者である。

落札率が高い理由は何か。 平成２５年度から発注を行っており、積算について

は難しいものではなく、ある程度類推できる。

○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

・ 該当なし 意見・質問なし

３．再度入札における一位不動状況の報告

・ 該当なし 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
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