
 

宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部 

 

 

 

               平成２９年７月１９日 

 

 

第５５回 稚内開発建設部入札監視委員会の 

審議概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年６月１４日（水）に開催された、第５５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いたします。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 

        技 術 管 理 官 秋浜
あきはま

 政
まさ

弘
ひろ

  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 川崎
かわさき

 義
よし

宏
ひろ

  電話 0162-33-1062 

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

http://www.hkd.mlit.go.jp/wk/


第５５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 平成２９年６月１４日（水） 稚内地方合同庁舎３階共用第１会議室

・今 村 光 壹（稚内商工会議所副会頭）
・小 門 史 子（北彩都法律事務所弁護士）

委 員 ・斉 藤 吉 広（稚内北星学園大学教授）
・松 井 眞 実（松井会計事務所長）
・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 平成２８年１０月１日 ～ 平成２８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 審議対象工事等抽出結果に係る当番委員の報告
３ 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】

特に意見・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】

〔東浦漁港 浚渫工事〕（一般競争）

若手技術者評価型は若手技術者を育成する意 通常の総合評価では配置予定技術者の業務成
図を持った制度かと思うが、具体的に評価面のど 績及び表彰の実績について評価項目となるが、若
こに現れているのか。 手技術者評価型の場合には、これらを評価対象

外としており、経験が少ない若手技術者であっても
不利にならないようにしている。

通常の浚渫工事であれば何点満点の評価とな この工事の加算点の満点は２６点となっている
るのか。 が、通常は４１点である。

今回の工事では若手技術者はどの程度参加さ 今回の工事では若手技術者の参加は多くはな
れたのか。また、若手技術者評価型についての効 かったところである。今年度からは、若手技術者に
果検証は行っていくのか。 よる参加の場合に加点するという方法も試行して

いるところである。

入札説明書に法定福利費概算額を記載するよ 予定価格に所定の法定福利費の事業主負担
うになったのはいつ頃からか。 額（概算額）が含まれていることを、より容易な形

で明らかにする観点から、平成２６年度より記載し
ている。



〔一般国道４０号 幌延町 下温根別橋補修設
計外一連業務〕（標準プロポーザル）

補修計画を作成する業務とのことだが、橋梁の 橋梁の規模や損傷の程度によって補修内容が
補修はこれまでも行われてきているが、まだ技術 異なることから、橋梁点検の結果に応じた補修方
的改善の余地があってプロポーザルで発注してい 法について検討・設計を行い、 適な補修方法に
るのか。 ついて技術提案を求めているものである。

補修計画から工事施工まで１社で行うことはで 土木の場合では設計をする会社と工事を施工
きないのか。 する会社はそれぞれ求められる専門性も異なって

いることから、一部の大手企業であれば、設計か
ら施工まで１社で行うことも可能だと思われるが、
設計と施工を分業としている場合が多い。

点検業務を行った業者は、その内容の理解度 点検業務の成果品は、本業務の参加者が閲覧
が高いことから、業務の業者選定において選ばれ 可能であることから、一部の業者が有利になると
る可能性は高くなるのではないか。今回の業務に いうことはない。
点検業務の受注者は、選定業者の中に入ってい ちなみに、点検業者はこの業務の選定業者に
るのか。 含まれていない。

プロポーザルにおいて、良い提案がなされて、 その他の提案事項等で優れた提案がなされた
それを採用すると、参考業務規模を上回ってしまう 場合には、建設コンサルタント選定委員会で判断
場合はどう判断するのか。 することになるが、採用されればその提案を含め

た予定価格を算出することとなる。

〔東宗谷地区 エボト川地域区画整理工事数量
計算業務〕（指名競争）

この業務名にある数量とは、何か。 工事における具体的な工種毎の数量である。

国営農地とはどういったものか。 国が直轄で整備を行う農地のことである。

業務内容に現地調査とあるが、履行期間が１０ 現地調査とあるが、内容としては現地を確認す
月から２月となっており、農作業が行われていない るというものであり、業務の大半は内業であること
期間だと思うが、冬に入り降雪があっても問題は から問題はない。
ないのか。

〔稚内地方合同庁舎で使用する電気〕
（一般競争）

競争を行わない場合と比べて、どの程度安くな 通常の電気料金で積算した価格と比較して、１
っているのか。 年間で２００万円ほど安くなっている。

〔道路関係データベース更新〕
（一般競争）

予定価格よりかなり安い価格で落札している 役務契約における低入札価格調査は、予定価
が、低入札価格調査は行っているのか。 格が１，０００万円を超える場合に対象となるが、

本業務の予定価格が１，０００万円以下であること
から低入札価格調査は行っていない。

予定価格はどのように積算したのか。 単価は市況単価を使用しているが、人工数等の
歩掛かりについては、参考見積を取って算出し
た。



この業務は、問題なく履行されたのか。 適正に履行されている。

低価格で履行できるということであれば、次年度 予定価格は市況を反映させた内容となってお
に同じ様な業務を発注する場合、予定価格は下が り、今回受注した業者の価格が低くても、それが次
るのか。 回の予定価格にそのまま反映されることにはなら

ない。



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

東浦漁港 浚渫工事 一般競争入 しゅんせ 4社 4社 H28.12.12 （株）中田 43,308 93.87%

札方式 つ 組

【業務】

業務名 入札方式 業種区分 指名業者 入札者数 契約締 契約の 契約金額 落札率 備 考

数※１ ※２ 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

円） ％）

一般国道４０号 幌 標準プロポ 土木関係 5社 4社 H28.10.6 （株）エー 9,936 99.57%

延町 下温根別橋補 ーザル方式 コンサル ティック

修設計外一連業務 タント

東宗谷地区 エボト 通常指名競 土木関係 10社 10社 H28.10.20 二水測量 8,726 92.55%

川地域区画整理工事 争入札方式 コンサル 設計（株）

数量計算業務 タント

※１ 指名業者数は通常指名競争入札方式の場合。標準プロポーザル方式においては技術提案書の提出者の選定数と読

み替える。

※２ 入札者数は通常指名競争入札方式の場合。標準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

稚内地方合同庁舎で 一般競争入 物品の販 4社 4社 H28.11.17 丸紅新電 12,072 82.77%

使用する電気 札方式 売 力（株）

道路関係データベー 一般競争入 役務の提 5社 5社 H28.12.1 （株）三共 4,320 46.38%

ス更新 札方式 供等 コンサル

タント


