
令和２年７月３０日

第６８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２年６月２３日（火）に開催された第６８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 米田 雅己 （0166-32-1997）

契約課 課長補佐 宮崎 小百合（0166-32-1998）

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

旭川開発建設部公式Twitterアカウント @mlit_hkd_as



第６８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２年 ６月２３日（火） 旭川合同庁舎 １階 入札執行室

委 員 梅谷俊一郎（東京学芸大学名誉教授）、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） （五十音順）

審 議 対 象 期 間 令和 元 年 ７月 １日～令和 元 年１２月３１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、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

【入札・契約手続の運用状況等】

・意見・質問なし

【一般競争入札方式】

当麻永山用水地区 導水幹線用水路６条工区

工事

・「登録基幹技能者、建設マスター、技能士を ・技能経験などによる民間団体認定や国土交通

審査して評価する試行工事」とあるが、どのよ 大臣が顕彰した資格で、工事の品質確保に寄与

うな内容か。 することを期待して、それらの資格を有する技

能者を活用することを評価する工事である。

・登録基幹技能者、建設マスターの加点が技能 ・より高度な資格のためである。

士より高いのはなぜか

・「労働者確保に要する方策に変更が生じた場 ・地域外から労務者を確保する必要が生じた場

合は、最終精算変更時点で設計変更する試行工 合、宿泊費や送迎費などを設計変更の対象とす

事」とあるが、どのような内容か。 る試行工事である。

・設計変更増する上限はあるのか。 ・上限の規定は無い、妥当性を判断して設計変

更することになる。

【一般競争入札方式】

石狩川砂防事業の内 層雲峡小学校の沢渓流

保全外工事

・毎年継続して行っている工事か。 ・平成２４年から継続して施工している。

・受注者は昨年と同じか。 ・他の企業である。

・来年度以降も引き続き工事を行うのか。 ・保全を要する箇所があるので、引き続き工事

を行う予定である。



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】

石狩川改修工事の内 石狩川河道再生工事

・調査基準価格と同額の入札だが、積算は可能 ・河道掘削がメインの工事で積算が比較的容易

なのか。 であり、ほとんどの単価が公表されているため

可能と思われる。

【一般競争入札方式】

一般国道３９号 上川町 大学平法面補修外

一連工事

・入札参加者が１者と少ないが、理由は何か考 ・難易度の高い工事ではないが、発注時期が９

えられるか。 月となり、各社、配置可能な技術者が少なくな

ってきているのも一因ではないかと思われる。

【一般競争入札方式】

旭川開発建設部管内 CCTV 設備改修工事
・金額が高い工事だが、入札参加者が１者と少 ・工事施工箇所が開発建設部管内の広範囲に分

ない理由は何か考えられるか。 散しており、冬期にかかる工事でもあるので参

加者が少なかったのではないかと思われる。

・参加者が少ない理由は、施工範囲が広すぎる ・地域を分けて発注するなど、状況を見ながら

ためではないか。 検討していきたい。

施工範囲を分割して発注出来ないのか。

【簡易公募型プロポーザル】

旭川開発建設部管内 道の駅利活用方針検討

業務

・業務成果品は、今後どのように活用していく ・地域の課題である片荷輸送対策として、稚内

のか。 ～名寄間で、道の駅を拠点とした共同配送の実

証実験を行った結果、道の駅での積込時間を含

めた輸送時間について、労働時間の超過が発生

しないことが確認できたことから、運送事業者

のニーズと商流ニーズのマッチングなど実用化

に向け更なる検討を進めていきたい。

・技術提案を評価する際は、業者名は分からな ・業者名などマスキングしている。

いようにしているのか。

【簡易公募型競争入札方式(総合評価 簡易型)】

一般国道４０号 音威子府村 音威子府バイ

パス電気通信設備修正外設計業務

・調査基準価格と同額の入札だが、積算は可能 ・一部見積を採用している工種もあるが標準歩

なのか。 掛で積算可能な工種が多いため可能と思われ

る。



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】

連絡車（４×４、ＳＵＶ）３台交換契約

・連絡車を更新する時期等の規定はあるのか。 ・規定等はないが、購入後１２～１３年経過し

て走行距離が２０万～３０万キロ程度になった

連絡車を順次更新している。

・連絡車交換契約の予定価格はどのように積算 ・車両の仕様を提示のうえ見積を徴収して積算

しているのか。 している。

・交換契約で、下取りとなる連絡車の価格はど ・見積を徴収して下取り車の価格を決めてい

のように積算しているのか。 る。

【一般競争】

サンルダム管理支所 ドラムスクリーン購入

・意見、質問なし。

【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

当麻永山用水地区　導水幹線用水路６条工区工事 一般競争 一般土木 5 4 令和元年7月3日 新谷建設（株） 335,995 90.18%

石狩川砂防事業の内　層雲峡小学校の沢渓流保全外工事 一般競争 一般土木 5 4 令和元年7月10日 荒井建設（株） 210,386 90.62%

石狩川改修工事の内　石狩川河道再生工事 一般競争 一般土木 10 7 令和元年8月28日 新谷建設（株） 286,803 90.36%

一般国道３９号　上川町　大学平法面補修外一連工事 一般競争 一般土木 1 1 令和元年9月19日 荒井建設（株） 268,235 99.66%

旭川開発建設部管内　ＣＣＴＶ設備改修工事 一般競争 電気 1 1 令和元年10月28日 （株）電建 276,980 95.61%

〔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

旭川開発建設部管内　道の駅利活用方針検討業務 簡易公募型プロポーザル 土木関係コンサルタント 3 1 令和元年9月25日 （株）ドーコン 14,960 99.85%

一般国道４０号　音威子府村
　音威子府バイパス電気通信設備修正外設計業務

簡易公募型競争
入札

土木関係コンサルタント 3 3 令和元年11月19日 （株）開発工営社 28,765 79.60%

〔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

連絡車（４×４、ＳＵＶ）３台交換契約 一般競争 物品の販売等 2 2 令和1年8月28日 旭川日産自動車株式会社 5,485 68.06%

サンルダム管理支所　ドラムスクリーン購入 一般競争 物品の販売等 1 1 令和1年12月10日 株式会社表鉄工所 11,880 95.74%

抽出案件の入札・契約情報

※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ー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。

※　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 ： 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。


