
 

                 

         令 和 ４ 年 ３ 月 ９ 日 

中 部 地 方 整 備 局 

 

 

 

令和３年度 中部地方整備局入札監視委員会 
第二部会第２回定例会議を開催しました 

 
－ 議事概要を公表します － 

 

 

 

中部地方整備局入札監視委員会第二部会第２回定例会議では、令和３年度上半期に

おける、入札・契約手続きの運用状況等の報告及び発注工事等の中から委員会が抽出

した６件の事案に関し、一般競争入札方式参加資格の設定の理由等について審議を行

いました。 

議事概要について、別紙のとおり公表いたします。 

 

 

 

 

 

配 布 先 
 

中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会、名古屋港記者クラブ、 

港湾新聞、港湾空港タイムス、日本海事新聞、海事プレス、 

マリタイムデーリーニュース 
 

 

 

問い合わせ先 
 
     中部地方整備局総務部 

      契約管理官 中西 美裕   電話 052-209-6316(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 
 

 

 

入札監視委員会は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

において第三者の意見を適切に反映する方策を講ずることとされていること

を踏まえ、地方整備局長の委嘱に基づき設置された学識経験者等で構成する第

三者機関であり、中立・公正な立場で客観的に入札及び契約手続きについての

審議等の事務を行い、意見の具申又は勧告を行います。 
 



［部会長］

令和３年４月１日～令和３年９月３０日

一般競争入札方式

令和3年度　清水港日の出地区深浅測量

令和3年度　四日市港港湾施設配置計画検討業務

一般競争入札方式
(政府調達適用外)

審　 議 　事　 項

一般競争入札方式
(政府調達適用)

審　議　案　件

令和3年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)桟橋上部工事

令和3年度　衣浦港外港地区防波堤付属物撤去工事

【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

令和３年度　中部地方整備局　入札監視委員会第二部会

第２回定例会議　議事概要

開催日及び場所 令和４年２月１６日（水）　　中部地方整備局 丸の内庁舎

委        　　   員

報　 告 　事 　項

　加島　　 光  （弁護士）

　中井　健太郎 （大学院准教授）

　 林 　　秀弥 （大学院教授）

【役務の提供等及び物品の製造等】

報告及び審議対象期間

意見・質問 回答

入札・契約手続の運用状況等
　①工事に係る入札方式別発注工事一覧
　②建設コンサルタント業務等に係る入札方式別発注業務一覧
　③役務の提供等及び物品の製造等に係る入札方式別発注業務一覧
　④指名停止等の運用状況一覧表
　⑤再苦情処理、談合情報の対応状況
　⑥再度入札における一位不動状況
　⑦低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況
　⑧一者応札の発生状況
　⑨不調・不落の発生状況
　⑩高落札率の発生状況

なし －

【工事】

令和3年度　名古屋港清龍丸浚渫カッター補強及び製作交換一般競争入札方式

令和3年度　伊勢湾環境情報利活用検討業務



加算点により落札者が決定され
ていると思われるが、各者の提
案はどのような違いがあり、ど
のような点が評価されているの
か。

技術提案のテーマとして効率的な施工を求めているが、４者のうち３者について
は、テーマに対して効果的、具体的な提案がなされていた。

１者応札における技術者不足に
ついてはここ数年来問題点とし
て出ているが、考えられる対応
はないか。

技術者不足は、その原因が発注時期によるものが多いが、衣浦港は現場に
着手できる時期が限られているため、入札参加資格要件の緩和を考えてい
る。

１者応札について、原因を分析
されていれば説明してほしい。
対応の検討がなされていれば
併せて説明してほしい。

入札資料をダウンロードしたが入札に不参加だった複数者にヒアリングを
行ったところ、特殊な工事のため求められる出来形及び品質に不安があ
る、工事規模が小規模のため利幅が少ないと判断した、技術者の確保が厳
しいとの回答があった。
ヒアリング結果を受け、今後同様の工事があった場合には、他の工種を増
やし発注規模を大きくすることを考えたい。

回答

そのとおりである。

本局としては本件以外の案件も
含めて、１者応札への対応につ
いてどのように考えているの
か。

発注時期の工夫、工事の集約などに取り組んでいる。また、技術者不足に
ついては建設業全体の共通課題だが、建設業法でも技術者の配置に関して
緩和する動きが進んでいるので、その内容も踏まえつつ、参加資格要件の
工夫など検討･対応していくこととする。結果、若い技術者の実績が充実
することで、将来の技術者不足の改善につながっていくものと考えてい
る。

船の保有は関係していない。
入札資料をダウンロードしたが入札に不参加だった複数者にヒアリングを行った
ところ、本件の発注時期が年度途中のため既に手持ち業務があり対応できな
い、求められる業務実績を有する技術者がいないとの回答があった。
ヒアリング結果を受け、原因は発注時期であると分析している。今後は、発注時
期を早めるなどにより入札参加者の確保につなげていきたい。

１者応札について、測量に使用
する船の保有が関係しているの
か。

令和3年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)桟橋上部工事

令和3年度　清水港日の出地区深浅測量

落札率が低いが、理由は考えら
れるか。

落札者の受注意欲が高かったものと思われる。
なお、当事務所が過去発注した同種業務でも同程度の落札率となっているた
め、今回の落札率が特別低いものではないと考えている。

落札者の技術提案が効果的、
具体的に一番優れていたという
ことか。

令和3年度　衣浦港外港地区防波堤付属物撤去工事

意見・質問



入札説明書には記載してないが、仕様書に記載している。

カッターの製作について、参加
可能業者は１１者くらいあるが、
過去の案件で本件受注者が
行ったものはあるのか。

過去の案件においても本件受注者が行った実績はある。

１者応札であり、入札資料をダ
ウンロードした者も１者である
が、原因を分析されていれば説
明してほしい。

参加想定業者で入札に参加しなかった複数者にヒアリングを行ったところ、当事
務所ホームページに掲載された公告を見て、条件に合わないため参加を見合
わせたとの回答があった。

ＲＯＲＯ船を取り巻く情勢や物流情勢の変化に着目するなど目的等を理解し、分
かりやすく表現されていたため高い評価となっている。

令和3年度　名古屋港清龍丸浚渫カッター補強及び製作交換

審　議　結　果

審議案件は全て「適正な処理」と判断された。

委員会による報告又は審議に関しての意見の具申又は勧告

なし

データベースを構築した者と違
う者が入札に参加できるように
なっているか。

本業務に必要な情報については、入札参加希望者が事前に確認出来るように
入札説明書に明示している。

本件はデータベースの改良にな
ると思うが、作業を行う者によっ
て考え方が異なってくる。入札
説明書において、今後誰が作業
しても手を加えやすく分かりや
すい成果を求めているか。

意見・質問 回答

１者応札にもかかわらず落札率
は高くはないが、理由は考えら
れるか。

予定価格算定にあたっては、単にカッターの型に入れるだけではなく、技術的要
素も含んでいるため、技術的要素の違いが表れたものと考えている。

令和3年度　伊勢湾環境情報利活用検討業務

データベースを構築した者は、
本件の受注者か。

そのとおりである。他者が構築したデータベースであることから、入札参加を見
合わせたことも考えられる。
なお、入札資料をダウンロードしたが入札に不参加だった複数者にヒアリングを
行ったところ、同種業務の実績を有する技術者を確保できない、手持ち業務が
多く本業務に対応できないとの回答があった。
ヒアリング結果を受け、原因は発注時期であると分析している。今後は、発注時
期を年度開始時にすることで、技術者確保につなげていきたい。

令和3年度　四日市港港湾施設配置計画検討業務

特定者は、業務内容の理解度
で高い評価となっているが、ど
のような点が評価されているの
か。



【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）

0 工　　　　事　　　　名 入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）

1
令和3年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)桟橋上
部工事 4 R3.4.21 東亜・大本・徳倉特定建設工事共同企業体 2,747,800 92.02

（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）

0 工　　　　事　　　　名 入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）

1 令和3年度　衣浦港外港地区防波堤付属物撤去工事 1 R3.5.31 神野建設（株） 79,200 97.28

【建設コンサルタント業務等】

（一般競争入札方式）

0 業　　　　務　　　　名 入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）

令和3年度　清水港日の出地区深浅測量 1 R3.9.9 （株）シャトー海洋調査 3,454 78.30

令和3年度　伊勢湾環境情報利活用検討業務 1 R3.9.30 国際航業（株） 29,150 96.93

（簡易公募型プロポーザル方式）

0 業　　　　務　　　　名
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

（単位：千円）
落札率

（単位：％）

令和3年度　四日市港港湾施設配置計画検討業務 7 R3.7.27 （株）シオ政策経営研究所 21,230 99.54

【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 入札者数 契約締結日 契約の相手方
契約金額

（単位：千円）
落札率

（単位：％）

令和3年度　名古屋港清龍丸浚渫カッター補強及び
製作交換 1 R3.7.1 ジェイ・エス・エンジニアリング（株） 10,010 88.78役務の提供等 1

建設コンサルタント等 7

業務分類
競争参加資格を
確認した者の数

測量・調査 1

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

建設コンサルタント等 1

業種区分
競争参加資格を
確認した者の数

工事種別
競争参加資格を
確認した者の数

港湾土木工事 1

工事種別
競争参加資格を
確認した者の数

港湾土木工事 4

審議案件詳細


