
令和３年１月２７日

第７０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１２月２１日（月）に開催された第７０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７０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１２月２１日（月） 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２年４月１日～令和２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

【入札・契約手続の運用状況等】

・指名停止の状況について、「契約の目的であ ・指名停止については要領が定められており、

る物品を納入出来ないため契約を解除」で２週 本局において要領に基づき決定している。

間の指名停止、「入札金額に誤りがあって契約

を辞退」で３ヶ月の指名停止と説明があったが、

指名停止の期間に大きな差があるのはなぜか。

【一般競争入札方式】

中川町 計測トンネル工事

・参加資格の同種工事の施工実績で、「より同 ・当該工事は、小断面積で形状が複雑な掘削延

種性の高い工事」として「トンネル内空断面積 長１００ｍ程度の小規模なトンネル工事で、専

が５０㎡未満の NATM によるトンネル工事の 用の機材などを要するため、同規模のトンネル

施工実績」としている理由は何か。 工事の施工実績を「より同種性の高い工事」と

して設定した。

【一般競争入札方式】

大雪東川第二地区 上岐登牛東２号工区区画

整理工事

・「農地の土地利用を再編し、担い手への農地 ・事業計画の段階で、営農者や将来の担い手と

の利用集積を進めるため」の工事とのことだが、なる者と意見交換を行い合意を得た上で事業を

工事施工後、営農者が減少することはないのか。進めており、本工事が原因で営農者が減少する

ことの無いよう調整している。



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】

当麻永山用水地区 導水幹線用水路外一連工

事

・工事期間が営農期間と重複しているが営農に ・現地での工事は、９月以降の落水後に着手す

影響はないのか。 るので営農には支障が無い。

・競争参加資格申請は４者から提出されたが３ ・競争参加資格申請後、入札書を提出するまで

者が入札書投函前に辞退して結果１者の入札と は自由に辞退できることになっているので理由

なった、理由は何か考えられるか。 は確認していないが、他の工事を受注した事に

伴う技術者の重複による辞退などが考えられ

る。

【一般競争入札方式】

堰堤維持の内 忠別ダム管理支援業務

・参加者が一者であるが、理由は何か考えられ ・山間部のダム管理所に土日を含めて社員を配

るか。 置して業務を履行することから、人員確保上の

問題や、中立公平性を確保するうえで当部発注

工事への参加規制も掛かるため参加者が少なか

ったのではないかと思われる。

・競争参加資格をクリアする者は受注者以外に ・北海道内に営業拠点を有していれば、全国か

もいるのか。 ら参加可能であり、参加条件をクリアする者は

多数いる。

・前回も同じ者が受注しているのか。他のダム ・忠別ダムは前回も同じ者が受注しているが、

の管理支援業務も当該受注者と同じか。 違う者が受注しているダムもある。

・３カ年継続の業務だが、配置する技術者は途 ・同等以上の資格、実績があれば交代は可能で

中で交代出来るのか。 ある。

【簡易公募型競争入札方式】

旭東地区 ９３農区区画整理設計等業務

・入札説明書に「参加企業、予定管理技術者の ・簡易公募型競争入札方式で発注する業務の指

経験及び能力を評価して１０者程度を指名す 名方法は全て同じである。競争参加希望者が１

る」と記載されているが、簡易公募型競争入札 ０者に満たない場合、参加資格、条件をクリア

方式は全て同様の指名方法か。また、競争参加 していれば全者指名することとなる。

希望者が１０者に満たない場合はどうなるの

か。



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】

カラー複合機２３台外の借入及び保守

・競争に参加する者に必要な資格として「迅速 ・参加者から、メンテナンスを行う営業所等の

なアフターサービス・メンテナンスの体制が整 場所や人数、連絡体制を記載した書面を提出し

備されていることを証明した者」とあるが、ど てもらい確認している。

のように確認するのか。

・落札率が８０％となっているが、予定価格は ・同種の役務の受注実績がある者や、過去に入

どのように積算したのか。 札に参加したことのある者から参考見積を徴収

して予定価格を積算した。

・参考見積を徴収したのは、今回の入札に参加 ・他の者を含め３者から徴収した。

した２者からか。

・当該契約にトナーなどの消耗品も含まれてい ・当該契約にはコピー用紙以外の消耗品が含ま

るのか。また、何枚コピーしても支払う金額は れており、モノクロコピー 1 枚当たり２．２円
同じか。 などを支払う単価契約となっている。

【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

中川町　計測トンネル工事 一般競争 一般土木 2 2 令和2年4月30日 荒井建設（株） 328,350 90.12%

大雪東川第二地区　上岐登牛東２号工区区画整理工事 一般競争 一般土木 7 6 令和2年4月22日 （株）丸善建設 401,390 93.68%

当麻永山用水地区　導水幹線用水路外一連工事 一般競争 一般土木 4 1 令和2年6月2日 大北土建工業（株） 324,830 94.83%

〔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

堰堤維持の内　忠別ダム管理支援業務 一般競争 土木関係コンサルタント 1 1 令和2年4月1日 （一財）北海道河川財団 176,000 96.73%

旭東地区　９３農区区画整理設計等業務 簡易公募型競争 土木関係コンサルタント 15 10 令和2年4月21日 （株）農土コンサル 35,178 89.01%

〔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

カラー複合機２３台外の借入及び保守 一般競争 役務の提供等 2 2 令和2年4月28日 (株)岩崎 239,818 80.12%

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。


