
  

  

　　四国地方整備局入札監視委員会第二部会は、本年度第１回及び第２回

　定例会議を下記のとおり開催しました。

　　審議は、四国地方整備局（港湾空港関係）が平成３０年１月から平成３０年

　６月までに発注した工事、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委員が無作為に抽出した１１件の入札 ・契約手続に関

　する事項について行いました。

　　その審議概要は別添のとおりです。

　　なお、第１回については７月豪雨による災害等へ対応するため延期して

  おりましたが、今回、同日に第１回及び第２回を併せて開催しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

   　 開催日 平成３０年９月２５日（火）

　    会　場 高松サンポート合同庁舎　１３階会議室

   　問い合わせ先
   　　　 高松市サンポート３番３３号    電話　087-851-8061（代表）

　　　　　　　　　　　　　　　（定時以降は、087-811-8304）

　　　　　四国地方整備局入札監視委員会事務局
契約管理官　  　金　本　真　司 （内線６３３１）
技術審査官　　　小　松　浩　二 （内線６２１６）
経理調達課長 　中　野　靖　久 （内線６３１１）
品質確保室長 　森　田　真　治 （内線６４１３）

平 成 30 年 11 月 12 日

四 国 地 方 整 備 局

四国地方整備局入札監視委員会第二部会の審議概要について



別添

　四国地方整備局　入札監視委員会第二部会第１回及び第２回定例会議　審議概要

平成３０年９月２５日（火）　高松サンポート合同庁舎１３階会議室

部 会 長  末永 　慶寛（香川大学教授） 敬称略

委 員  富家　 佐也加（弁護士） 委員は５０音順

委 員  山崎　 泰志（公認会計士）

審議
対象期間

平成３０年１月１日～平成３０年３月３１日契約分

入札方式 件     名 契約の相手方
契約金

額
（千円）

 入札
 者数

落札率
（％）

工事 一般競争入札
方式
（政府調達協
定適用対象外
工事）

徳島小松島港沖洲（外）地区防波
堤工事（その２）

兼子建設（株） 159,840 5 90.95

一般競争入札
方式

東予港中央地区航行安全管理業
務

（公社）瀬戸内海
海上安全協会

5,508 1 99.53

簡易公募型競
争入札方式

室津港室津地区土質調査（その
（１））

興亜開発（株）中
国四国支店

15,660 2 80.33

役務の提
供等及び
物品の製

造等

一般競争入札
方式

船舶（海面清掃兼油回収船）「美
讃」修理

石田造船（株） 31,266 1 99.83

審議
対象期間

平成３０年４月１日～平成３０年６月３０日契約分

入札方式 件     名 契約の相手方
契約金

額
（千円）

 入札
 者数

落札率
（％）

一般競争入札
方式
（政府調達協
定適用対象工
事）

備讃瀬戸北航路（－１９ｍ）浚渫工
事

東洋・りんかい日
産特定建設工事
共同企業体

741,420 2 99.95

一般競争入札
方式
（政府調達協
定適用対象外
工事）

徳島小松島港沖洲（外）地区防波
堤工事

タチバナ工業
（株）

116,477 5 89.81

一般競争入札
方式

管内工事技術審査補助業務
（一財）港湾空港
総合技術センター

60,048 1 97.97

簡易公募型競
争入札方式

備讃瀬戸航路航行船舶実態調査
中電技術コンサ
ルタント（株）岡山
支社

11,772 4 81.37

簡易公募型プ
ロポーザル方
式

高知港海岸陸閘等予備設計
日本工営（株）四
国支店

39,971 5 99.99

参加者の有無
を確認する公
募手続を行っ
た契約方式＜
プロポーザル
方式へ移行し
なかったもの
＞

既存岸壁耐震・耐津波対策工法
検討業務

（国研）海上・港
湾・航空技術研究
所

20,993 1 99.99

役務の提
供等及び
物品の製

造等

一般競争入札
方式

港湾業務艇「とさかぜ」運航 （株）ポルテック 21,353 1 98.95

総件数　７件（工事２件、建設コンサルタント業務等４件、役務の提供等及び物品の製造等１件）　

建設コン
サルタン
ト業務等

工事

委員

（部会委員

開催日

第

２

回

審議案件

審議案件

建設コン
サルタン
ト業務等

第

１

回

総件数　４件（工事１件、建設コンサルタント業務等２件、役務の提供等及び物品の製造等１件）　

３名）



①指名停止の運用状況

②談合情報等の対応状況

③再度入札における一位不動状況

④低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況

⑤再苦情処理

特になし

（注）プロポーザル方式においては、「入札者数」は「技術提案書の提出者数」である。

審議した案件の入札手続きは、適切に処理さ
れている。（審議内容は別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容

備　　考

委員からの意見質問、それに対する回答等

報告事項



別紙　委員からの意見・質問、それらに対する回答等

１．抽出案件の審議概要（第１回）

（１）工事　一般競争入札方式（政府調達適用対象外工事）

意見・質問 回　　　　　　答

徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤工事（その２）

　同種工事の実績が確認できず欠格となった業者に
ついては、確認できる資料を求めることはできないの
か。

　公平公正の観点から競争参加申請書提出時に提
出された資料により判断している。

（２）建設コンサルタント業務等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

東予港中央地区航行安全管理業務

　入札参加申請者は１者だったが、事前のシミュレー
ションでは何者想定していたのか。

　事前のシミュレーションでは同種実績２者、類似実
績１２者を確認している。

　１者応札となった要因は何か。 　不明である。

意見・質問 回　　　　　　答

室津港室津地区土質調査（その（１））

　実施方針の業務理解度について評価に差が生じ
た理由は何か。

　入札説明書に記載されている業務理解度の判断
基準に基づき評価した結果である。

（４）役務の提供等及び物品の製造等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

船舶（海面清掃兼油回収船）「美讃」修理

　過去の修理は今回落札した者が行ったのか。 　今回落札した者以外に２者と契約している。

　１者応札となった要因は何か。 　不明である。

　過去も参加申請者数は少なかったのか。 　平成２９年度は１者、それ以前は２、３者の申請が
あった。

（３）建設コンサルタント業務等　簡易公募型競争入札方式



２．抽出案件の審議概要（第２回）

（１）工事　一般競争入札方式（政府調達適用対象工事）

意見・質問 回　　　　　　答

備讃瀬戸北航路（－１９ｍ）浚渫工事

　循環ポンプ式浚渫船を使用することとなっている
が、この仕様を満たす船は国内に何隻いるのか。

　ポンプ能力を有する浚渫船は７隻あるが、仕様を
満たす循環式にするには、浚渫船の艤装が必要に
なる。

　循環ポンプ式浚渫船を使用した施工についての技
術提案を求めると、新技術等の提案がでてくるので
はないか。

　本工事では、ポンプ浚渫船の船位保持の工夫につ
いて提案を求めていたが、今後検討していきたい。

（２）工事　一般競争入札方式（政府調達適用対象外工事）

意見・質問 回　　　　　　答

徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤工事

　特になし。

（３）建設コンサルタント業務等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

管内工事技術審査補助業務

　入札参加申請者は１者だったが、入札説明書等を
ダウンロードした者は何者いたのか。

　１４者だった。

　入札参加可能者は何者いるのか。 　入札参加申請者に求める実績を、港湾、海岸、空
港等の工事に関する建設コンサルタント業務又は測
量・調査業務としており、相当数の者の入札参加が
可能である。

意見・質問 回　　　　　　答

備讃瀬戸航路航行船舶実態調査

　特になし。

（４）建設コンサルタント業務等　簡易公募型競争入札方式



意見・質問 回　　　　　　答

高知港海岸陸閘等予備設計

　特定テーマに対する技術提案の的確性について、
評価に差が生じた理由は何か。

　入札説明書に記載されている的確性の判断基準
に基づき評価した結果である。

意見・質問 回　　　　　　答

既存岸壁耐震・耐津波対策工法検討業務

　今回設定した応募要件を満たす者は何者いるの
か。

　落札業者以外に２者を確認している。

（７）役務の提供等及び物品の製造等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

港湾業務艇「とさかぜ」運航

　入札参加申請者は１者だったが、入札説明書等を
ダウンロードした者は何者いたのか。

　３者だった。

（５）建設コンサルタント業務等　簡易公募型プロポーザル方式

（６）建設コンサルタント業務等　参加者の有無を確認する公募手続きを行った契約方式＜プロポーザル方
式へ移行しなかったもの＞



３．指名停止の運用状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

４．談合情報等の対応状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

５．再度入札における一位不動状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

６．低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

７．再苦情処理について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし
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