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令和３年度第２回旭川市契約審査委員会の議事概要

日 時 令和４年１月２１日（金） １０時３０分～１２時１０分

場 所 旭川市総合庁舎６階 入札室

出席者 委 員 浅田委員長，大石委員（Ｗｅｂ参加），

小関委員（Ｗｅｂ参加），土田委員

水道局上下水道部（Ｗｅｂ参加）

経営企画課契約係長，浄水課施設整備係長

市立旭川病院（Ｗｅｂ参加）

経営管理課長補佐，同課管理係主査

事務局 総務監，契約課長，同課長補佐，同課主査

総務監挨拶

開会に先立って，総務監から挨拶を実施。

１ 開 会

事務局から本日の出席委員は４名で定足数に達していることから会議は成立している

ことを報告

委員長から挨拶等の後，審議事項に入った。

２ 審議・報告事項

(1)令和３年度（上半期）までの入札・契約手続の運用状況等についての報告

・発注，指名停止等について（市長部局）

(委 員 長) 市長部局から運用状況等の報告をお願いします。

(事 務 局) （契約課から，資料１から資料４まで及び資料６について報告，その

際，資料４の江丹別産業開発(株)の入札金額を１８，４７５，０００円

から１８，４７５，５００円に訂正を依頼した。）

(委 員 長) ただいま，市長部局から報告を受けたところでありますが，何か意見

等ありませんか。

（意見等なし。）

それでは，審議を終了します。

(2)抽出事案の審議

・今回抽出事案の審議（市長部局）

(委 員 長) 市長部局から抽出事案についての報告をお願いします。

(事 務 局) （契約課から資料５抽出事案について説明）

(委 員 長) ただいま事務局から説明いただきましたが，抽出の基準について抽出

委員から説明をお願いします。あわせて事務局からの報告に対して，何か
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ありましたらお願いします。

(委 員) 抽出事案についてですが，今回案件が多かったですが，まず，１つに

東５条１・３丁目間１号線改良工事を抽出しましたが，これは，低入札価

格調査と総合評価落札方式でもあったので，お聞きしたいと思いまして

抽出しました。

次に東栄小学校と千代田小学校ですが，解体工事はあまり事案となる

ことがなかったので，それについてお聞きしようと思いました。

あとは，同じ小学校関連ですが，千代田小学校については，水道局の

抽出事案についてもそうなんですが，今回は，ひとつの案件のシリーズ

についてまとめて抽出してみました。

東５条１・３丁目間１号線改良工事については，そのような工事だっ

たんだなと思いました。低価格調査や総合評価については今回とても

勉強になったので良かったと思います。

あと，小学校関連ですが，どの案件も落札率が驚異的な落札率だなと

感じたのと，同一の落札者とならないことがすごいなと感じました。

(委 員 長) ありがとうございました。

低入札価格調査ですが，この委員会で審議するのははじめてと思い

ます。

事務局からの説明と，抽出委員からのお話を踏まえて，何かご意見が

あれば御自由にお願いします。

(委 員) 総合評価で実施した案件について，「理由として一般的な生活道路の

工事において，地域の貢献度を評価する。」とありますが，どの工事に

ついても，生活や地域に密着してると言えると思いますが，全部の案件

を総合評価とするのでなく，この工事を総合評価とした経緯を教えて

ください。

(委 員 長) 追加で質問ですが，総合評価方式で実施した今回の事案について，総

合除雪維持業務の履行実績の有無の配点が３点となっていますが，こ

の実績が有るか無いかで，落札決定に影響があると感じましたが，配点

について御説明いただければと思います。

(事 務 局) 総合評価方式を採用する基準ですが，試行ということで実施してお

りますが，基本的には，会社の技術力ですとか実績など価格だけではな

いものを重視し，いわゆる難しい工事を総合評価方式の対象としてい

ます。

その他に本市が抱える課題解決ということで，除雪体制の維持が重

要課題と考えておりまして，夏場の工事の受注状況も事業者の経営に

重要となってきますことから，総合除雪維持業務の履行実績を評価項

目とし，除雪業務に従事しているという貢献度を評価する地域貢献型

総合評価を令和２年度から実施したところです。

合わせて，災害復旧についてですが，平成３０年度の災害の際，災害
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復旧工事の応札者が居なくて復旧に影響があったことから，災害復旧

工事にも対応していただけるように貢献度として評価することとした

ところです。こちらも令和２年度から実施しております。

評価点については，除雪と災害については，地域貢献型総合評価方式

という新たな方式でもあり，他のこれまで実施してきた特別簡易型総

合評価方式の社会貢献度より配点を大きくして評価しております。こ

れまで実施してきた通常の総合評価方式においては，この評価項目は

ございません。

地域貢献型総合評価方式の選定の仕方ですが，難しい工事というこ

とでなく，一般的な道路改良工事を１０件ほど選択して実施している

という状況です。

これまでも実施してきた特別簡易型総合評価方式については，課題

解決という視点ではなく，一定程度の金額で施工が難しい工事に対し

て実施しています。

(委 員) ありがとうございます。

(委 員 長) 低入札価格調査に係る事情聴取についての資料の４低入札価格調査

についてのところで，「見積金額」と記載されているのは「入札金額」

と異なるのでしょうか。また，多くの応札者の入札金額が同額であるこ

とをどのように分析してますか。

(事 務 局) 資料において見積金額としているのは，入札金額の算出にあたって

の内訳の積算ということでそのような表現とさせていただきました。

また，同額であることについては，応札者の積算技術の向上と，調査

基準価格の算出方法を公表していることから，調査基準価格と同額で

応札する者が多数となっていると考えております。

(委 員) 先程の地域貢献型総合評価方式ですが，通常の総合評価方式という

よりは，除雪業務の履行実績を加味した少し特殊な総合評価方式とい

う理解でよろしいでしょうか。

(事 務 局) 除雪業務と災害復旧工事の実績を評価する地域貢献型特別簡易型総

合評価方式は，土木の業種で１０件程度実施しており，舗装特別簡易型

総合評価方式は，舗装の業種で実施しています。

これまでも実施してきた通常の特別簡易型総合評価方式は，業種を

限定していなくて，価格だけでなく，応札者の技術力や実績を考慮した

方がより良い施工となると考えられるものについて実施しています。

(委 員) 地域貢献型や舗装特別でない通常の総合評価方式による場合の選定

基準はどのようなものですか。

(事 務 局) 総合評価方式により実施する工事の選定基準は，総合評価一般競争

入札対象工事選定基準に基づき選定しているところです。

具体的には，概ね３千万円以上の工事において，例えば土木工事では，

歩行者や通行車両が多く交通規制を要するですとか，付近に学校や病
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院等の施設があるなど，ただ工事をするだけでなく，施工に際し特に配

慮が必要と考えられる工事を工事担当課が選んでおります。

(委 員) 総合評価方式における評価点は，客観的に評価可能なものとなって

いるのでしょうか。

(事 務 局) 評価点は，施工の実績が有る無しなど，客観的に評価可能なものを採

用しています。

施工計画を参加希望者から提出してもらい，その内容を評価する簡

易型総合評価方式もありますが，本市においては，施工計画の内容を評

価する体制が整っていないこともあり実際には実施していない状況で

す。

評価点の配点は，これまでの総合評価方式の実績を踏まえながら，開

発局や北海道建設管理部など外部からの意見を反映しているところで

す。

(委 員) わかりました。

(委 員 長) その他に質疑等ありませんか。

（質疑等なし。）

それでは，市長部局の審議を終わります。

(3)令和３年度（上半期）までの入札・契約手続の運用状況等についての報告

・発注，苦情処理等について（水道局）

(委 員 長) 水道局から運用状況等の報告をお願いします。

(水 道 局) （水道局から，資料１から資料３まで及び資料５について報告）

(委 員 長) ただいま，水道局から報告を受けたところでありますが，何か意見等

はありますか。

（意見等なし。）

それでは，審議を終了します。

(4)抽出事案の審議

・今回抽出事案の審議（水道局）

(委 員 長) 次に，水道局の抽出事案について審議を行います。抽出事案について

の報告をお願いします。

(水 道 局) （水道局から資料４抽出事案について説明。その際，工事の内容につ

いても合わせて説明。）

(委 員 長) ご丁寧な説明ありがとうございました。

質疑等はございますか。

(委 員) 抽出事案一覧表において，忠別川浄水場非常用自家発電設備工事と

忠別川浄水場監視カメラ設備ほか更新工事は，同一業者が落札してま

すが，落札制限の対象ではなかったのですか。

(水 道 局) 落札制限は原則として同一の公告日で実施しています。
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(委 員) わかりました。

いつもですが，落札率が凄いと感じました。電気工事は応札者が限ら

れるのでそのような案件の落札状況を確認してみたくて抽出しました。

ある程度競争しているように感じました。

(委 員 長) その他に意見等ありませんか。

（意見等なし。）

それでは，審議を終了します。

(5)令和３年度（上半期）までの入札・契約手続の運用状況等についての報告

・発注・苦情処理等について

(委 員 長) 市立病院から運用状況等の報告をお願いします。

(市 立 病 院) （市立病院から資料１から資料３まで及び資料５について報告）

(委 員 長) ただいま，市立病院から報告を受けたところでありますが，何か

意見等ありますか。

（意見等なし。）

それでは，審議を終了します。

(6)抽出事案の審議

・今回抽出事案の審議（市立病院）

(委 員 長) 次に，市立病院の抽出事案について審議を行います。抽出事案につい

ての報告をお願いします。

(市 立 病 院) （市立病院から資料４抽出事案について説明。）

(委 員) 指名競争入札により実施した事案の指名業者を選定した理由につい

て，Ａ等級，Ｂ等級も踏まえて説明をお願いします。

(市 立 病 院) 建築工事については，建設工事請負業者の格付要領に基づき，設計金

額に応じて，Ａ等級，Ｂ等級及びＣ等級の登録業者の中から参加資格を

定めているところです。

本工事は，設計金額から，Ｂ等級の事業者を対象とする工事となりま

す。

また，競争性確保の観点から，設計金額に応じて，指名する業者数

を定めています。

本工事は，設計金額から１１者以上となりますが，内装仕上と建築工

事のＢ等級の両方に登録がある市内業者が６者であったことから，旭

川市建設業者指名基準に基づき，１１者となるよう直近上位のＡ等級

を含めて１３者を指名したところです。

(委 員) この案件は，事前審査，事後審査いずれの方式で実施したのですか。

(市 立 病 院) 事前審査で実施するものは，参加資格要件に工事の実績を求める場

合や特別な資格を有する者の配置を求めるなど，開札時に容易に参加

資格要件を確認することが出来ない場合に採用するものです。

今回の工事は，工事の実績等は求めておらず，開札時に確認可能な範
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囲の参加資格要件であることから事後審査により実施しています。

(委 員 長) その他に意見等ありますか。

（意見等なし。）

それでは審議を終了します。

(7)労働者賃金等実態調査について

(委 員 長) 次に，労働者賃金等実態調査について，事務局から説明をお願いし

ます。

(事 務 局) （事務局から資料旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）結果の調査

概要について説明）

この結果を踏まえ，次年度に向け事務局としては，賃金等実態調査を

継続実施したいと考えております。その理由として，一つ目に，令和２

年度１０月の最低賃金の改正が無かったことや，令和３年度の公共工

事設計労務単価が，一部の業種を除いて令和２年度から据え置きとな

っていること，二つ目に，労働者の適正な労働環境の確保に当たっては，

雇用者の理解が不可欠であることから調査を継続実施することにより，

さらなる意識の醸成が図られればと考えていること，三つ目に，賃金の

動向について，ある程度の年数の動向を確認する必要があると考えて

いること，四つ目として，令和２年度と令和３年度はコロナ禍という

異例の状況下であったことから，本来の実態の把握が困難であったこ

とからです。

また，さらに令和４年１月以降に公告する入札から，土木系の業種の

工事について調査基準価格を引き上げておりますことから，今後，これ

によって賃金の引き上げに繋がっていくことも期待していることから，

調査を継続実施したいと考えております。

(委 員 長) ただいま事務局から，結果概要と次年度の調査についての考え方の

説明がありましたが，これに対して意見等はありませんか。

(委 員) コロナ禍での調査ということもありましたので，次年度継続実施す

ることに賛成です。

(委 員 長) 私も継続実施には賛成します。次年度の調査にあたり調査項目の要

望ですが，男女別の状況についても実態が判るようにして欲しいと思

います。

その他の委員は，次年度継続実施することについていかがでしょう

か。

(委 員) 継続実施に賛成します。元請事業者と下請事業者の状況は，次年度

も判るようにお願いしたいと思います。

(委 員) 継続実施に賛成します。

(委 員 長) それでは，労働者賃金等実態調査についての審議等を終了します。
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(8)その他

・抽出を委任する委員の確認について

次回の抽出事案の審議案件に係る抽出は，土田委員に委任することとした。

・次回委員会の日程について

令和４年８月５日（金）午後３時から実施することとした。

以上


