
 

宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部 

 

 

 

               平成３０年 １月３１日 

 

第５７回 稚内開発建設部入札監視委員会の 

審議概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月７日（木）に開催された、第５７回稚内開発建設部入札監視委員会の審議概要を

別紙のとおりお知らせいたします。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 

        技 術 管 理 官 秋浜
あきはま

 政
まさ

弘
ひろ

  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 川崎
かわさき

 義
よし

宏
ひろ

  電話 0162-33-1062 

                 稚内開発建設部ホームページ  http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/ 

http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/


第５７回稚内開発建設部入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所 平成２９年１２月７日（木） 稚内地方合同庁舎３階共用第１会議室

・今 村 光 壹（稚内商工会議所副会頭）
・小 門 史 子（北彩都法律事務所弁護士）

委 員 ・斉 藤 吉 広（稚内北星学園大学教授）
・松 井 眞 実（松井会計事務所長）
・南 満 幸（稚内北星学園大学教授） （五十音順、敬称略）

審議対象期間 平成２９年４月１日 ～ 平成２９年６月３０日

議 事
１ 工事・建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品製造等に係る入札・契約手続の運用
状況等に関する報告

２ 審議対象工事等抽出結果に係る当番委員の報告
３ 抽出案件に係る一般競争等参加資格の設定の理由、経緯等に関する説明及び審議

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見・質 問 回 答

【工事・建設コンサルタント業務等、役務の提供等
及び物品製造等に係る入札・契約手続の運用状
況等に関する報告】

特に意見・質問なし

【抽出案件に係る一般競争等参加資格の設定の
理由、経緯等に関する説明及び審議】

〔稚内開発建設部管内 道路区画線設置工事〕
（一般競争）

入札無効の理由はどういうものか。 他の工事を受注したことにより、技術者の配置
ができなくなった旨の申出があったことから、入札
を無効とした。

単純な工事に見えるが、資格を持った技術者の 国道の安全管理も考慮して工事を進めなけれ
配置は必要なのか。 ばならないので、通常の工事と同様に資格を有し

ている技術者等の配置が必要である。

この入札に管内の企業は参加していないが、管 工事区分「塗装」の資格を有しているのは道内
内の企業で、この工事に参加できる会社はどのく に２１２社あり、管内には３社ある。管内の企業に
らいあるか。 ついては、塗装の専門業者ではないこと、資機材

や人員もある程度必要となることから、入札に参
加しにくかったのではないかと考えている。

この件に限らず、入札の公正性の担保として苦 昨年度、当部における苦情の申立てについては
情の申立てをすることができるようになっている １件もない。また、苦情申立てについては、申立て
が、申立てはどのくらいあるのか。また、その情報 後、その回答に不服がある場合には再苦情を申
は開示する仕組みになっているのか。 立てることができる。なお、苦情処理並びに再苦情

処理の結果については、閲覧により公表すること
とされている。



〔一般国道２３８号 稚内市 追久間内橋橋梁
補修外一連工事〕（一般競争）

入札参加希望者が２社というのは少なくない 比較的小規模な工事でかつ施工場所が点在し
か。 ていることから、敬遠されたと思われる。

そのうち１社は入札を辞退しているが、理由は 入札書を投函するまでは、自由に辞退できるこ
何か。 とから、理由は確認していない。

参加が１社だけとなり、総合評価における加算 施工計画が標準案を満たし、欠格要件に該当
点の点数は満点の６９．５点に対して５２．１点だ せず標準点１００点が与えられていれば、今回の
が、例えば加算点がかなり低い者１社しか居なか ように１社のみの場合で、加算点がかなり低い点
った場合でも落札とするのか。 であったとしても応札額が予定価格を下回れば落

札となる。

見積徴収方式を採用した場合、予定価格はい 見積徴収方式においては、入札書の提出締切
つ決まるのか。 前に見積参考資料の提出期限を設けており、提出

された資料を精査した上で公表し、その上で入札
を行うこととなっている。予定価格は、入札書の投
函以降、開札の前日までに作成することとしてい
る。

見積の徴収は、工事全体について求めるのか。 発注者側では価格がわからない一部の工種に
ついて見積の提出を求めるもので、全体の価格を
求めるものではない。

〔稚内港外７港水中部施工状況確認業務〕（一
般競争）

こういった業務ができる会社は少ないのか。 この業務については、担当技術者である潜水士
の業務経験があればよく、あとは管理技術者が発
注者とのやりとりを行い、取りまとめを行うものな
ので、どこのコンサルタントでもできると考える。

会社に潜水士がいなければできないのか。 潜水士は下請けの者でも構わないとしている。

手持ち業務量の制限をする意味は何か。 低価格による受注が行われた場合には、管理
技術者等への業務量の集中、労働条件の悪化等
により、業務成果品の品質低下が懸念されるた
め、管理技術者等への過度の業務量の集中を回
避するとともに、低価格による受注が行われた業
務における業務成果品の品質を確保するために
行っている。

技術提案の審査はどのように行われているの 業務を担当していない者複数名により評価を行
か。審査する側の主観を排除するようなやり方が った後、建設コンサルタント選定委員会において
行われているのか。 評価の妥当性を審査している。

〔勇知地区 勇知川排水路下勇知１１線工区設
計等業務〕（簡易公募型競争入札）

この業務は翌年度の工事発注につながってい 次年度予算の関係があるので、必ずしも翌年度
るのか。 に工事を行うわけではないが、速やかに工事を発

注することを基本としている。



〔稚内開発建設部管内 防災気象情報提供業務〕
（企画競争）

今回参加したのは１社だが、参加者が複数の場 昨年は２社の参加があった。参加要件を満たす
合もあるのか。 会社は３０社程度ある。

提供されるデータはどのように作成しているの 気象庁のデータと開発局が道路に設置している
か。 テレメータの情報を受注者が分析して作成してい

る。

吹雪量とは何か。 １ｍ×１ｍの平面に、単位時間当たりでどのくら
いの雪の粒子が通過するかを表す値である。



抽出案件の入札・契約情報

【工事】

工事名 入札方式 工事区分 競争参加 入札者数 契約締 契約の 契約金額 落札率 備 考

資格を確 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

認した者 円） ％）

の数

稚内開発建設部管内 一般競争入 塗装 13社 13社 H29.4.3 （株）北海 52,585 87.97%

道路区画線設置工 札方式 道ロード

事 サービス

一般国道２３８号 稚 一般競争入 一般土木 1社 1社 H29.4.25 三洋建設 45,144 98.10%

内市 追久間内橋橋 札方式 興業（株）

梁補修外一連工事

【業務】

業務名 入札方式 業種区分 競争参加 入札者数 契約締 契約の 契約金額 落札率 備 考

資格を確 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

認した者 円） ％）

の数※

稚内港外７港水中部 一般競争入 土木関係 1社 1社 H29.5.12 （一社）日 9,342 90.58%

施工状況確認業務 札方式 コンサル 本潜水協

タント 会

勇知地区 勇知川排 簡易公募型 土木関係 12社 12社 H29.5.26 （株）フロ 37,249 90.79%

水路下勇知１１線工 競争入札方 コンサル ンテ ィ ア

区設計等業務 式 タント 技研

※ 競争参加資格を確認した者の数は一般競争入札方式の場合。簡易公募型競争入札方式においては手続きへの参加資

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と読み替える。

【役務の提供等及び物品の製造等】

業務名 入札方式 業務分類 企画提案 企画競争 契約締 契約の 契約金額 落札率 備 考

書の提出 参加資格 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

者数 要件を満 円） ％）

たす企画

提案書の

提出者数

稚内開発建設部管内 企画競争方 役務の提 1社 1社 H29.4.3 （一財）日 3,704 98.56%

防災気象情報提供 式 供等 本気象協

業務 会


