
令 和 ４ 年 ２ 月 ９ 日

第７４回旭川開発建設部入札監視委員会の審議概要について

令和３年１２月１４日（火）に開催された第７４回旭川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。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

契約課 課長 川崎 義宏 （0166-32-1997）

契約課 課長補佐 宮崎 小百合（0166-32-1998）

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/旭川開発建設部ホームページ

@mlit_hkd_as旭川開発建設部公式Twitterアカウント



第７４回旭川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１２月１４日（火） 旭川合同庁舎 １階 入札執行室

委 員 北島浤（東海大学名誉教授）、小門史子(弁護士)、坪沼一成（公認会
計士）、松倉敏郎（旭川商工会議所専務理事）、菊地均（北海商科大
学名誉教授）

（五十音順）

審 議 対 象 期 間 令和３年１月１日 ～ 令和３年６月３０日

議 事
１ 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係る一般競争（指名競争）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

【一般競争入札方式】
石狩川砂防事業の内 白川第１号堰堤外工事

・１者応札となった理由は？ ・当該工事は施工箇所が点在しており、「層雲
峡工区については希少鳥類の生息地で着手時期
等の制約事項があった、また積雪寒冷地域であ
り冬期にコンクリート打設を行うなど施工条件
が厳しい」、「白川地区については急峻で狭隘
な地形条件での施工であり作業条件が厳しい」
等、施工条件が厳しかったことが１社応札とな
った理由ではないかと考えられる。

・本工事は施工計画重視型の工事だが、当該工 ・当該工事のテーマについては、層雲峡工区、
事の留意事項として求める３つのテーマの内、 白川工区の主要工種を念頭において設定した。
２つをコンクリートに関することとしたのはな 層雲峡工区についてはコンクリートの打設が冬
ぜか？ 期となることから寒中コンクリートの養生に関

する留意事項を求めている。白川工区について
は、比較的ボリュームの大きいコンクリートを
打設することからマスコンクリートの品質確保
に関する留意事項を求めたものである。

【一般競争入札方式】
一般国道１２号旭川市 旭川大橋補修外一連

工事

・本工事は「見積もり活用方式」となっている ・入札不調・不落対策のため、既存の標準歩掛
が、どのように予定価格を作成しているのか？ と実勢価格に乖離が想定される工種等について

入札参加者より徴収した参考見積を採用し予定
価格を作成している。

・本工事は１社応札であるが、参考見積もりを ・そうである。競争参加表明のあった者から見
徴収したのは、この１社のみか？ 積を徴収することとしている。

・１社応札の場合の参考見積もりの採用にあた ・ご意見のとおりであり、参考見積もりの採用
っては見積額の妥当性等、注意する必要がある にあたっては注意していきたい。



のでは？。

・本工事は「特例監理技術者」の配置を認める ・建設業法の改正により、令和２年１１月以
工事となっているが、「特例監理技術者」とは 降、監理技術者補佐を工事現場に専任で配置
何か？ した場合に、監理技術者は２つの現場まで兼

務することが可能となっている。この場合の
監理技術者を「特例監理技術者」と呼んでい
ます。北海道開発局で発注する工事区分「一
般土木」の工事については、工事等級がＡＢ
ランク以下、技術的難易度の低いⅡ以下の工
事で同一開発建設部管内の工事を対象として

・ 特例監理技術者制度を適用している。

【一般競争入札方式】
北野地区 区画整理工事

・参加表明後、入札を辞退した会社があるが、 ・辞退理由については確認していないのでわか
その理由は？ らない。

【一般競争入札方式】
愛別地区 愛別川伏古南工区区画整理工事

・質問、意見等なし。

【一般競争入札方式】
堰堤維持の内 大雪ダム管理支援業務

・質問、意見等なし。

【一般競争入札方式】
旭川開発建設部管内 トンネル等で使用する

電気（高圧）

・９社中５社が入札を辞退しているが、何か理 ・電力の調達契約は比較的、入札辞退が多い。
由はあるのか？ 辞退の理由については確認していないのでわか

らない。

【委員会による意見の具申又は勧告の内容】

なし



〔工事〕

案件名称 入札方式 区分
競争参加資
格を申請し
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

石狩川改修工事の内　辺別川河岸保護工事 一般競争 一般土木 10 10 令和3年3月23日 （株）廣野組 326,051 90.65%

一般国道１２号旭川市　旭川大橋補修外一連工事 一般競争 一般土木 1 1 令和3年2月2日 （株）廣野組 169,180 98.26%

旭川十勝道路　富良野市　清水山改良工事 一般競争 一般土木 8 6 令和3年3月25日 荒井建設（株） 253,429 90.07%

愛別地区　愛別川伏古南工区区画整理工事 一般競争 一般土木 2 1 令和3年2月18日 （株）橋本川島コーポレーション 462,550 94.00%

石狩川砂防事業の内　白川第１号堰堤外工事 一般競争 一般土木 1 1 令和3年5月24日 新谷建設（株） 260,150 99.85%

一般国道２７５号　幌加内町　朱鞠内改良外一連工事 一般競争 一般土木 1 1 令和3年5月25日 （株）丸善建設 222,200 96.60%

北野地区　区画整理工事 一般競争 一般土木 2 1 令和3年4月26日 （株）鈴木組 214,500 99.82%

当麻永山用水地区　大雪頭首工水管理設備外設置工事 一般競争 電気 1 1 令和3年6月22日 愛知時計電機（株） 163,680 90.02%

〔業務〕

案件名称 入札方式 区分
競争参加資
格を申請し
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

旭川道路事務所管内外　橋梁点検業務 簡易公募型競争入札 土木関係コンサルタント 5 5 令和3年3月23日 （株）構研エンジニアリング 67,650 91.91%

堰堤維持の内　大雪ダム管理支援業務 一般競争 土木関係コンサルタント 1 1 令和3年4月1日 （一財）北海道河川財団 176,000 97.29%

〔物品・役務〕

案件名称 入札方式 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

旭川開発建設部管内トンネル等で使用する電気（高圧） 一般競争 物品の販売等 9 4 令和3年1月13日 （株）エネット 201,569 78.99%

十勝岳噴火緊急減災用備蓄ブロック購入 一般競争 物品の販売等 1 1 令和3年6月23日 共和コンクリート工業（株） 113,234 95.18%

抽出案件の入札・契約情報


