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【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 
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  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 土屋
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  電話 0162-33-1062 

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

              稚内開発建設部公式 Twitter アカウント https://twitter.com/mlit_hkd_wk 

令和３年７月１２日（月）に開催された、第７０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します。 

 

 



別 紙

第７０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 令和３年７月１２日（月） 稚内地方合同庁舎３階共用第１会議室

・池 田 めぐみ（弁護士）
・今 村 光 壹（稚内商工会議所副会頭）
・斉 藤 吉 広（元稚内北星学園大学教授： 委員長）
・松 井 眞 実（税理士）

・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 令和２年１０月１日 ～ 令和２年１２月３１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 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】

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 道の駅防災施設設置外
一連工事〕（一般競争）

道の駅にマンホールトイレを設置するとのことだ 各自治体の地域防災計画に、避難場所等とし
がガイドライン等で、今後、全ての道の駅に順次 て位置づけられている場合に設置している。
設置することになっているか。

入札参加者のうち、１者が入札辞退となってい 他の工事を受注したことにより、配置予定技術

るが、考えられる要因はなにか。 者が配置できなくなったことなどが考えられる。

若手技術者評価型を採用しているにも係わらず 発注見通しの公表に加えて、建設協会との意見
参加者が２者でしかも１者が辞退し、配置予定技 交換会の時にも説明しているため、知って頂けて
術者も５６歳と、とても若いとは言えない。工事と技 いると考えている。

術者の育成を絡めた発注方式となっていることを、
建設業界に分かってもらう必要があるのではない
か。



〔礼文西漁港整備計画検討業務〕（簡易公募型競
争）

総合評価を行った結果、技術評価点が一番高 当業務については、技術評価点と価格評価点
い者ではなく、入札価格の一番低い価格評価点の の比率が１：１の総合評価を採用しており、結果と
上位者が落札者となっているが、業務成果に影響 して価格評価点の上位者が落札した。落札者の
はあるのか。 入札価格は調査基準価格以上であり業務成果に

も影響はなかった。

配点などの評価基準は、本省からの指示なの 本省から示されるガイドラインを基に当部におい
か。 て評価基準を設定している。

〔一般国道２３８号 稚内市 東浦地質調査業
務〕（通常指名競争）

業者選定の条件で「過去１０年間で北海道開発 稚内開発建設部管内で地質調査等の受注実績
局（稚内・旭川・留萌の各開建）において、「地質」 がある企業はない。
「土質及び基礎」の受注実績を有する会社」とある

が、その中で稚内開発建設部管内の企業は何社
くらいあるのか。

豪雨により土砂崩れが発生したため地質調査 管内の国道においては危険な箇所を抽出し、継
や法面の復旧工事を行っているが、危ないと思わ 続的に点検をしているため、危険な予兆などがあ

れる箇所については土砂崩れの発生前になんら る場合、迅速に対応できるようにしている。
かの対応を行うことはできないのか。

〔稚内開発建設部管内 蓄電池購入及び据付調

整〕（一般競争）

蓄電池のメーカーや型番又はスペックの指定は メーカーの指定は行わずに、仕様や規格を定め
行っているか。 ている。

それにしては、落札価格と一番高い入札価格は 蓄電池は汎用品であり、在庫として所有してる
倍くらいの差があるが考えられる要因はなにか。 者は低い入札価格の設定が可能であったのでは

ないかと考えている。

入札参加資格をAからDランクとしているが、入 B、C、Dランクの業者が入札に参加している。
札参加業者のランクはどうなっているのか。

ランクを広げたことにより入札参加者が増えて、
安く調達できた良い例となっている。

〔稚内地方合同庁舎で使用する電気〕（一般競争）

使用電力量は毎年減少しているとのことだが、 蛍光灯のLED化や照明の間引きなど省エネ対
働き方改革などの影響なのか。 策に取り組んでいる結果も影響している。また、働

き方改革の効果がどのくらい寄与しているかは不

明であるが、超過勤務時間は確かに減ってきてお
り、コロナ対策でテレワークでの出勤回避の取り組
みも行っているので、その影響も今後出てくるもの
と考えている。



合同庁舎の入居官署がいくつかあるが、各官署 合同庁舎全体の計量になっており、その請求額
毎に個別のメーターが付いており、その使用料を を各入居官署の面積比や人員比を基に按分し分
各入居官署が別々に払っているのか。 担額を算出して、毎月各入居官署が支払ってい

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 一般土木 2 1 R2.11.4 北陽工業 45,100 96.74

道の駅防災施設設 札方式（ＷＴ （株）

置外一連工事 Ｏ対象工事

以外）

【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 ※2 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

認した者 円） ％）

の数※1

礼文西漁港整備計画 簡易公募型 土木関係 3 3 R2.10.1 （株）アル 8,756 79.84

検討業務 競争入札方 コンサル ファ水工

式 タント コンサル

タンツ

一般国道２３８号 稚 通常指名競 地質調査 10 10 R2.11.4 明治コン 8,690 93.38

内市 東浦地質調査 争入札方式 サルタン

業務 ト(株)

※1 競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。簡易公募型競争及びプロポーザル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、通常指名競争においては指名業者数と読み替える。

※2 入札者数は競争入札の場合。プロポーザル方式においては技術提案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 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 役務の提 4 4 R2.10.7 豊国商事 4,378 50.44

蓄電池購入及び据 札方式 供等 (株)

付調整

稚内地方合同庁舎で 一般競争入 物品の販 7 7 R2.11.25 (株 )ホー 9,436 75.92

使用する電気 札方式 売 プ


	210902_wk_dai70kai nyuusatsukanshiiinkai gaiyou.pdf
	報道発表資料（確定）_210902_wk_〈別紙〉第70回_稚内開建入札監視委員会概要.pdf

