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回　　　　　　　　　答

入札監視委員会定例会議議事概要

開 催 日 及 び 場 所 　平成２６年　８月２２日（金）本部１号館５階　第２会議室

委 員

　委　員　長谷川　周義（公認会計士、税理士）

　委　員　小川　隆文　（不動産鑑定士）

審 議 対 象 期 間 　平成２５年　７月　１日　～　平成２６年　６月３０日

抽 出 案 件 （ 合 計 ）

工　事（小計）

設計・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務（小計）

　今回の審議対象期間において
は、再苦情の申立て及ぶ同審議
依頼はなし。

＜抽出案件＞
　名古屋大学         ６件
　静岡大学           ２件
  浜松医科大学       ２件
  三重大学           ３件
  岐阜大学           ２件
  豊橋技術科学大学   ２件
  愛知教育大学       ２件
  名古屋工業大学     ２件
　　合計           ２１件

※　委員からの意見・質問、それに対する回答等はできるだけ詳細に記入すること。

委員からの意見・質問、そ
れに対する回答等

意　見　・　質　問

別紙のとおり 別紙のとおり

委員会による意見の具申又
は勧告の内容

特になし



別紙

質　　　問 回　　　答

１．審議対象工事及び設計・コンサルティング業務
の抽出結果について

（担当委員より説明）

・特になし

２．建設工事及び設計・コンサルティング業務に関
する入札・契約手続について（前年度からの改正
点含む）
・昨年の定例会議以降、国の法規、大学の会計規
程及び施設管理部が定めた内規等について変更
はありましたか。

・変更はありません。

３．名古屋大学において発注した建設工事及び設
計・コンサルティング業務について

・特になし

４．指名停止等の措置状況について

・特になし

５．再苦情処理会議への申立状況について

・再苦情処理については申立が無かった旨を報告

６．建設工事及び設計・コンサルティング業務にお
ける抽出案件の審議（名古屋大学）

（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）

【(東山)モビリティ・イノベーション・コンプレックス拠
点施設新営工事】
・選定委員会の委員構成について教えてください。 ・学外委員４名、学内委員３名の計７名で構成され

ています。
・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。また、各項目
の評価点は合議で決めていますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。各項目の評価点は合
議で決めています。

一般競争入札方式（政府調達に関する協定適用
対象工事を除く）
【（東山）職員クラブ改修その他工事】
・1回目の入札で辞退している業者がいるが、なぜ
ですか。

・入札の段階で配置予定技術者が確保できなかっ
たためと思われます。

【（東山）総合研究棟（工学系）改修その他機械設
備工事】
・入札方式及び執行回数について教えてください。 ・電子入札を導入しております。入札は原則２回と

していますが、場合によっては２回以上実施するこ
ともあります。

通常指名競争入札方式
【（東山）創薬科学研究教育拠点施設新営電気設
備工事】
・当初は一般競争による入札を行っていたが不落
となり、通常指名競争入札に切り替えたということで
よろしいですか。

・はい。工期等を検討し、通常指名競争入札に切り
替えて入札を実施しました。
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質　　　問 回　　　答

（２）設計・コンサルティング業務

簡易公募型プロポーザル方式（拡大）

【（医病）最先端医療機能強化拠点施設新営設計
業務】

・技術提案書のボリュームはどの程度ですか。 ・図面等を交えて20頁程度です。

・選定委員会にて業者を選定するにあたり、業者名
は匿名で行いますか。また、各項目の評価点は合
議で決めていますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。また、各項目の評価点
は合議で決めています。

一般競争入札方式
【（東山）学生会館他耐力度調査等業務】
・契約保証金は徴取するのですか。 ・予定価格が2,000万円以上の場合は徴取します。

７－１．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（静岡大学）

（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）

【静岡大学(城北)附属図書館等新営その他工事】
・入札方式及び執行回数について教えてください。 ・本学は電子入札を導入しております。入札は原則

２回とし、２回目の入札で不落だった場合は、随意
契約に移行しております。

・総合評価の評価項目は工事ごとに違いはありま
すか。

・工事ごとの状況に応じて違います。

・選定委員会を開催しているとのことだが、議事録
等は作成されていますか。

・はい。作成しております。

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員２名、学内委員４名の計６名で構成され
ていましたが、平成26年度より学外委員を１名増や
し、７名の構成としております。

・不落にならないよう改善をはかった事項はありま
すか。

・競争参加資格の等級の幅を広げたり、地域要件
を緩和するなどして、多数の業者に対し門戸を広
げるよう努めております。

（２）設計・コンサルティング業務

一般競争入札方式

【静岡大学（城北）はままつ光研究拠点（仮称）工
事管理業務】

・管理業務を委託した理由を説明してください。 ・通常は、施設課職員が工事管理を行いますが、
当事、工事現場が多かったこと、また、本案件の現
場が浜松市内であったため、十分な管理業務が行
えないことが想定され、業務を委託しました。

７－２．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（浜松医科大学）

（１）工事

一般競争入札方式（政府調達に関する協定適用
対象工事を除く）
【浜松医科大学臨床講義棟改修工事】

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員１名、学内委員３名の計４名で構成され
ています。

・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。また、各項目
の評価点は合議で決めていますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。各項目の評価点は合
議で決めています。

・不落にならないよう改善をはかった事項はありま
すか。

・競争参加資格の等級について、昨年度の工事に
ついては２等級上位まで資格等級を広げました。
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質　　　問 回　　　答

（２）設計・コンサルティング業務

簡易公募型プロポーザル方式

【浜松医科大学管理棟改修設計業務】

・選定委員会にて業者を選定するにあたり、業者名
は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。

７－３．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（三重大学）

（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）
【三重大学（美杉）法面等災害復旧工事】
・この案件は、特別重点調査を行ったものですか。 ・はい。特別重点調査を行い、調査の結果、要件を

満たすことができないため失格と判断し、次点の業
者と契約しました。

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員４名、学内委員１名の計５名で構成され
ています。

・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。

一般競争入札方式（政府調達に関する協定適用
対象工事を除く）
【三重大学（上浜）基幹整備（排水設備）改修Ⅱ期
工事】
・低入札価格調査で問題ないと判断した理由は何
ですか。

・提出書類をチェックし、内容の確認を行い、施工
に問題がないと判断しました。

（２）設計・コンサルティング業務

簡易公募型プロポーザル方式（拡大）

【三重大学（上浜）講堂他非構造部材耐震改修設
計業務】

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・５名の委員で構成されています。

・選定委員会にて業者を選定するにあたり、業者名
は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。

７－４．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（岐阜大学）

（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）
【岐阜大学(柳戸）工学系実験研究棟新営その他
工事】

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員４名、学内委員３名の計７名で構成され
ています。

・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。

・入札方式及び執行回数について教えてください。 ・電子入札を導入しております。入札は原則2回とし
ていますが、場合によっては２回以上実施すること
もあります。

（２）設計・コンサルティング業務

簡易公募型プロポーザル方式（拡大）

【岐阜大学(柳戸)工学部校舎（C棟)Ⅲ期改修設計
業務（建築)】

・選定委員会にて業者を選定するにあたり、業者名
は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。
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質　　　問 回　　　答

７－５．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（豊橋技術科学大学）

（１）工事

一般競争入札方式（政府調達に関する協定適用
対象工事を除く）
【機械建設研究棟等改修機械設備工事】

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員１名、学内委員４名の計５名で構成され
ています。

・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。また、各項目
の評価点は合議で決めていますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。また、各項目の評価点
については、各委員がつけた点数の平均値をもっ
て評価しています。

【機械建設研究棟等改修工事】
・不落にならないよう改善をはかった事項はありま
すか。

・競争参加資格を可能な限り緩和するよう対応して
います。ただし、最近の傾向として、入札の段階で
配置予定技術者が確保できないなどの事例が増え
てきております。

７－６．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（愛知教育大学）（１）工事

一般競争入札方式（政府調達に関する協定適用
対象工事を除く）
【愛知教育大学総合研究棟（教育系）新営その他
工事】
・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員１名、学内委員３名の計４名で構成され

ています。
・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。

（２）設計・コンサルティング業務
標準型プロポーザル方式

【愛知教育大学実習棟等設計業務（建築）】

・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・３名の委員で構成されています。

・技術提案書の評価について、各委員が個別に評
価しているのですか。

・はい。評価事項ごとに、各委員が個別に評価して
おります。

７－７．建設工事及び設計・コンサルティング業務
における抽出案件の審議（名古屋工業大学）

（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）
【名古屋工業大学総合研究棟（４号館）新営その他
工事】
・選定委員会は何名で構成されていますか。 ・学外委員１名、学内委員４名の計５名で構成され

ています。
・総合評価による技術提案等の審査・評価を行うに
あたり、業者名は匿名で行いますか。また、各項目
の評価点は合議で決めていますか。

・業者名は原案の作成時からＡ、Ｂ、Ｃ社とマスキン
グして評価を行っています。各項目の評価点は合
議で決めています。

（２）設計・コンサルティング業務

随意契約方式

【名古屋工業大学本部棟耐震補強設計業務】
・本件は電子入札で実施したのですか。 ・電子入札ではなく、見積書合わせを実施しまし

た。
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