
第６５回 網走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 元年９月１９日（木） 網走開発建設部 第１会議室

委 員 菊地 均（北海商科大学名誉教授）

三上 修一（北見工業大学教授）

川瀬 敏朗（弁護士）

黒瀧 秀久（東京農業大学教授）

審 議 対 象 期 間 平成３１年１月１日～平成３１年３月３１日

議事

１ 網走開発建設部が発注した工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札・契約手続

きの運用状況等に関する報告

２ 抽出工事及び建設コンサルタント業務等に関する当番委員の報告

３ 抽出工事及び建設コンサルタント業務等に係る一般競争(指名競争)参加資格の設定の

理由及び経緯等に関する説明及び審議等

委員からの意見・質問、それに対する回答

意 見・質 問 回 答

網走開発建設部が発注した工事及び建設

コンサルタント業務等に係る入札・契約手

続きの運用状況等に関する報告

・特になし

【一般競争】

湧別川・渚滑川維持工事の内 遠軽右岸

護岸補修外工事

・「施工監理能力の確認(書面)」の評価項 ・本件では、施工計画としてクレーン作業にお

目において点差が生じているが、０点の者 ける留意事項を３項目記載してもらうことにな

と１０点の者の評価内容はどう違ったのか。っている。０点の者は、３項目とも一般的な記

述にとどまっていたのに対し、１０点の者は、

３項目とも有効な留意事項であったものである。

【一般競争】（一括審査方式）

旭川紋別自動車道 遠軽町 野上舗装工

事

旭川紋別自動車道 遠軽町 栄野舗装工

事

・当該工事については、一括審査方式で試 ・一括審査方式は、受発注者双方の負担軽減に

行しているとのことだが、試行の結果、何 資するため、全国的に行っている。特に問題は

か問題点はなかったのか。 ないことから、今後も積極的に適用していきた

い。



【一般競争】（一括審査方式）

津別地区 津別西工区区画整理工事

津別地区 津別東工区区画整理工事

・技術評価の中で、優良工事表彰等の有無 ・当該表彰は、前年度に完了した工事で、次の

があるが、どのような者が表彰対象となる ６項目について審査を行い決定している。

のか。 １．工事成績が特に優秀な者

２．困難な条件を克服し工事を完遂し、優秀な

成果を上げた者

３．創意工夫に努め、技術の向上に顕著な成果

を上げた者

４．安全確保の取り組みが優れており他の模範

として、推奨すべき顕著な成果を上げた者

５．環境対策に努め、他の模範として、推奨す

べき顕著な成果を上げた者

６．１～５に掲げるもののほか、工事の完成に

顕著な成果を上げた者

なお、当該工事において総合評価の対象とな

るのは、企業については過去２年間、技術者に

ついては過去４年間の表彰実績である。

【一般競争】

ウトロ漁港西防波堤改良その他工事

・特になし

【一般競争】

旭川紋別自動車道 遠軽町 通信設備設

置工事

・２者がヒアリング辞退で無効となってい ・当該工事は施工体制確認型の工事であり、調

るが、予定価格を超過したためか。 査基準価格を下回った者については、追加資料

の提出を求め、ヒアリングを行うこととなって

いる。当該２者は追加資料の提出やヒアリング

に応じられないとして、申出書の提出があった

ため入札無効とした。

【通常指名競争】

津別地区 上里その３工区区画整理設計

等業務

・この業務で、通常指名競争入札方式を採 ・当該業務は、雪解けとともに各農家と打合せ

用している理由はあるのか。 を行いながら業務を進めていく必要があり、入

札手続きの期間を確保することが困難だったこ

と及び予定価格が 4 千万円未満と少額であった
ことから、簡易公募競争ではなく通常指名競争

としている。



【一般競争】

鹿ノ子ダム放流警報装置外保守点検

・調査基準価格は、どのようにして積算し ・本件は、製造その他の請負契約となることか

ているのか。 ら、予定価格の６０％で定められている。

委員会による意見の具申又は勧告の内容

なし



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
加資格
を確認
した者
の数※

入札
者数

契　 約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

湧別川・渚滑川維持工事の内　遠
軽右岸護岸補修外工事

一般競争入札 一般土木 3 3 H31.3.22
鐘ヶ江・三九・大

原経常ＪＶ
157,680.0 98.24%

旭川紋別自動車道　遠軽町　野上
舗装工事

一般競争入札 舗　装 11 11 H31.2.20
道路工業・河西

経常ＪＶ
271,620.0 91.11%

旭川紋別自動車道　遠軽町　栄野
舗装工事

一般競争入札 舗　装 11 11 H31.2.21 不二建設（株） 220,676.4 90.00%

津別地区　津別西工区区画整理工
事

一般競争入札 一般土木 4 4 H31.3.15 松谷建設（株） 354,780.0 92.22%

津別地区　津別東工区区画整理工
事

一般競争入札 一般土木 4 4 H31.3.14 （株）早水組 356,400.0 94.42%

ウトロ漁港　西防波堤改良その他
工事

一般競争入札 一般土木 2 2 H31.3.18
堀松建設工業

（株）
477,360.0 90.48%

旭川紋別自動車道　遠軽町　通信
設備設置工事

一般競争入札 電　気 11 11 H31.1.31
北弘電・エス
ケー経常ＪＶ

268,920.0 90.47%

【業務】

業　務　名 入札方式 業種区分

競争参
加資格
を確認
した者
の数
※1

入札
者数
※2

契 　約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

津別地区　上里その3工区区画整
理設計等業務

通常指名競争
土木関係コ
ンサルタント

10 10 H31.3.13
サン技術コンサ
ルタント（株）

34,732.8 87.06%

【物品・役務】

業　務　名 入札方式 業種区分

競争参
加資格
を確認
した者
の数
※1

入札
者数
※2

契　 約
締結日

契約の相手方 契約金額
（単位：千円）

落札率
（単位：％）

備考

鹿ノ子ダム放流警報装置外保守点
検

一般競争入札 役務 1 1 H31.3.14 電通設備(株) 10,800.0 96.52%

※1　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。指名競争においては指名業者数、企画競争においては企画提案書の提出者数、参加者の有無を確
認する公募手続きを行った契約方式で企画競争へ移行したものにおいては応募要件を満たす参加意思確認書の提出者数と読み替える。

※2　入札者数は競争入札の場合。企画競争においては企画競争参加資格要件を満たす企画提案書の提出者数、参加者の有無を確認する公募手続きを行っ
た契約方式で企画競争方式へ移行したものにおいては企画提案書の提出者数と読み替える。

一
括
審
査
方
式

一
括
審
査
方
式

※　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。工事希望型においては技術資料の提出を要請した者の数、工事希望型以外の指名競争においては指
名業者数と読み替える。

※1　競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。公募型競争、簡易公募型競争及びプロポ-ザル方式においては手続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、参加者の有無を確認する公募手続きを行った契約方式でプロポーザル方式へ移
行したものにおいては応募要件を満たす参加意思確認書の提出者数と読み替える。

※2　入札者数は競争入札の場合。プロポーザル方式及び参加者の有無を確認する公募手続きを行った契約方式でプロポーザル方式へ移行したものにおいて
は技術提案書の提出者数と読み替える。


