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入札監視委員会の審議概要について

北海道運輸局 入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所 平成２５年９月２４日（火） 北海道運輸局 ８階海技試験場

委 員 委員長 吉見 宏 （北海道大学大学院経済学研究科教授）
委 員 千葉 寛樹 （税理士）
委 員 吉岡 直樹 （弁護士）

審議対象期間 平成２５年１月１日～平成２５年６月３０日

抽 出 案 件 総件数８件

工事 ０件
一 般 競 争

役務・物品 ６件
一 般 競 争 ・札幌運輸支局他で使用する電気需給契約

・札幌運輸支局等機械警備業務請負契約
・デジタル複合機賃貸借契約（本局、各運輸支局）
・事務用消耗品購入契約
・ＰＰＣ用紙（Ａ４、Ａ３、Ｂ４）購入契約
・自動車交換契約

役務・物品 ２件
随 意 契 約 ・官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業「食観光日本一
( 企 画 競 争 ） を目指すフードツーリズム推進事業～親子ででかける修学旅行

と日本最東端の別世界でカメラ女子ツアー～」に係る調査業務

・官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業「北海道の地域
資源を活用したサイクリング観光客の誘致促進事業」に係る調

査業務

委員からの意見 意 見 ・ 質 問 回 答
・質問、それに
対する回答等 別紙のとおり 別紙のとおり

委員会による意 特になし
見の具申又は勧
告の内容

（参考）
入札監視委員会は、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するために、平成１

３年４月１日から施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成１

２年１１月２７日法律１２７号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関

する指針」（平成１３年２月９日閣議決定）に基づき、北海道運輸局に設置されています。
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別紙 委員からの意見・質問それらに対する回答書
意見・質問 回 答

○官民協働した魅力ある観光地の再建
・強化事業「食観光日本一を目指す
フードツーリズム推進事業～親子で
でかける修学旅行と日本最東端の別
世界でカメラ女子ツアー～」に係る
調査業務

・この事業については２件提案があり 今回の企画審査委員会における企画
評価得点の合計点の差が２７点つき 書の審査には職員以外に外部有識者３
ましたが、採用した提案の良かった 名に委員として評価を行っていただき
点はどのようなところでしょうか。 ました。採用した提案は、私どもが示

した「企画競争説明書」の趣旨に基づ
いた提案であったのでこれだけの差が
つきました。

・企画競争実施結果によると採用した 独創性が見られないというところで
提案でも評価得点の合計が満点の７ 評価合計点が低くなっているようです。
割に達していませんが、評価はこん
なに低くなってしまうものですか。

○官民協働した魅力ある観光地の再建
・強化事業「北海道の地域資源を活
用したサイクリング観光客の誘致促
進事業」に係る調査業務

・この事業には３件の提案がありまし 結果として当初の企画段階から関わ
たが当初の企画段階から関わってい っていた事業者に決まりました。
た事業者に決まったということです
か。

・この事業についても３件提案があり ３者から提案があり１番点数が低い
ましたが採用した提案の良かった点 事業者は私どもが示した「企画競争説
はどのようなところでしょうか。 明書」の趣旨に対して内容が不足して

いました。もう１者は採用した事業者
とは僅差で独創性はありましたが実際
の取り組みに弱さを感じ点数に差がで
ました。
採用した事業者は「企画競争説明書」
の趣旨に沿って手堅くまとめており旅
行商品としても実現できるとして評価
を受けました。
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意見・質問 回 答

・今回は企画競争への提案が複数あっ 今回の各事業については旅行会社や
た契約を抽出しましたが、むしろ提 コンサルなど１３～１４者へ企画競争
案が１者しかなかったものが多く見 説明書を交付しています。
られると思いますので、企画競争に 結果として１者応募となった事業があ
参加する企業を増やすことが課題に りますが今後も提案者を増やす努力を
なるのではないかと考えます。いか していきたいと考えています。
がですか。

○札幌運輸支局他で使用する電気需給
契約

・この契約は高い落札率になっていま 電気については北海道電力(株)で公
すが予定価格はどのように定めてい 表している電気料金をもとに予定価格
ますか。 を算定しています。

電気料金は公表されているので、今回
の契約事業者もぎりぎりの設定で入札
したことにより、このような高い落札
率になっていると思われます。

○札幌運輸支局等機械警備業務請負契
約

・この契約は低い落札率になっていま 現在契約している事業者と他社より
すが予定価格はどのように定めてい 参考見積書を複数取得し安価な見積金
ますか。 額を予定価格とすることにしています。

低い落札率となったのは契約した事
業者が参考見積書の金額よりも大幅に
下げた金額で入札をしたためです。

・他者はかなり高い金額での入札だっ はい。（※他者の入札金額を説明）
たということですか。

○デジタル複合機賃貸借契約（本局、
各運輸支局）

・この契約も高い落札率となっていま はい。参加予定業者から参考見積書
すが今回の入札に参加した２者から を取得して安価な金額を予定価格とし
参考見積書を出させて予定価格を定 て定めました。
めたのですか。
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意見・質問 回 答

・予定価格を定めるにあたって取得し １月あたり賃貸料で１０万円程度の
た２者の参考見積の金額はあまりか 差がありました。
わらないものでしたか。

・１月あたり１０万円程度の開きがあ はい。
るということは安価な参考見積書の
金額を予定価格としているのでしょ
うから入札にあたって参考見積書よ
りも若干下げた金額で入札したこと
により高い落札率になったというこ
とですか。

・デジタル複合機のリースということ どこのメーカーでも入札に参加でき
であればもう少し入札へ参加する事 る仕様にしています。参加者が少ない
業者があっても良いのでは。 具体的理由はつかめていません。

○事務用消耗品購入契約

・事務用消耗品購入契約とは色々な消 はい。一括して契約した方が事業者
耗品を一括して入札にかけるという としてまとまった数を見込めるという
ことですか。 こともあり安くしていただけます。

・入札にかける際の必要な消耗品と予 はい。
定数量は過去の実績から導き出され
たものですか。

・契約業者への発注は必要になった都 ４半期毎に北海道運輸局各部、各運
度に行うのですか。 輸支局へ消耗品の必要量調査を行い４

半期で必要となる分を契約業者へ発注
しています。年度では４回発注するこ
とになります。

○ＰＰＣ用紙（Ａ４、Ａ３、Ｂ４）購
入契約

・３者入札に参加しても高い落札率に 落札した事業者と残り２者の入札金
なっています。他に参加できる安い 額はほとんどかわりませんでした。
業者がもっとあるような気がします。（※他者の入札金額を説明）
何故、入札に参加しないのか疑問に 道内の各支局等へ直接配送（輸送コス
感じます。いかがですか。 ト）も関係しているのかもしれません。
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意見・質問 回 答

○自動車交換契約

・自動車交換契約とはどのような契約 現在使用している庁用車（３台）を
ですか。 下取りとして新規に３台購入する契約

です。

・予定価格は自動車販売店から参考見 はい。参考見積書により予定価格を
積書を取得して定めたのですか。 定めました。

・自動車を入れ替える基準はあるので 使用年数、走行距離により本省で予
すか。 算付けが検討されます。（※具体的な

基準を説明）

・低い落札率になっていますが予定価 マツダの価格を採用しましたが、自
格はどこのメーカーの参考見積を採 動車の場合は総合評価落札方式を採用
用したのですか。 していまして価格のみの判断ではなく、

環境性能、ランニングコストなどによ
り落札業者を決める方式になっていま
す。今回購入した自動車はいわゆる大
衆車で３台まとめて購入ということも
あり安価で契約できたものと思われま
す。

○その他

・審議対象として取り上げていません 業者は毎年入れ替わっているようで
が日常清掃契約等は入札参加者も多 すが今のところ履行には問題は発生し
く年々価格が下がる傾向にあります ていません。
が履行に問題はおきていませんか。

・随意契約の審議時にも指摘しました 了解しました。
が一般競争入札に関しましても入札
参加者が増えるように今後も努力を
していただきたい。


