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電話 0162－33－1015 

平成３１年２月２７日（水）に開催された、第６２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 上川
かみかわ

 功一
こういち

  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 伊藤
いとう

 昌克
まさかつ

  電話 0162-33-1062 

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

稚内開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_wk 



第６２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３１年２月２７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（稚内北星学園大学学長 ： 委員長）

・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３０年７月１日 ～ 平成３０年９月３０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】

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】

〔一般国道２３８号 猿払村 知来別改良工事〕
（一般競争）

フレックス方式というのは、どういう場合に採用 工期に制約がなく、工期の設定に自由度を持た
するのか。 せられる工事を対象にフレックス方式を採用して

いる。

フレックス方式の採用は増えているのか。 フレックス方式を採用することにより、受注者自
らの裁量で実工期を決定でき、労働者や資機材の
準備期間の確保が容易になること、工事の始期ま
での期間に監理技術者等を配置する必要が無い
こと等、円滑な施工体制確保の効果が大きいこと

から、フレックス方式の採用は増加している。

〔一般国道２３８号 稚内市 宗谷岬道路維持除
雪工事〕（一般競争）

維持除雪工事に使用する機械は、受注者が保 特殊な機械が多いので、使用する機械の大半

有しているのか。 は発注者が貸し付けている。



管内の維持除雪工事は、工区が７つに分かれ ７つの工区全てが、違う会社が請け負っている。
ているとのことだが、７つの工区のうち複数の工区

を請け負っている会社はあるのか。

契約の相手方は、ここ１０年同じなのか。 ここ暫くは同じ会社である。原因としては、地域
維持事業の担い手不足があり、経験のあるオペレ
ーターがなかなか揃えられないという実態がある。

当部としては、維持除雪工事のような地域の維
持管理に不可欠な事業については、地域維持型
建設共同企業体の参加を認め、構成員数や技術
者要件等を緩和しているところである。

〔稚内開発建設部管内海象観測データ信頼性維
持検討業務〕（一般競争）

入札金額が各社ほぼ同じなのは何故か。 この業務については、歩掛、数量等を公開して
いることから積算しやすく、品質確保基準価格を意

識しつつ積算した結果と考えられる。

〔抜海漁港深浅測量業務〕（簡易公募型競争）

手持ち業務量の確認はどのようにしているの 参加申請時に申告してもらい、その内容をシス
か。 テムで確認している。

〔稚内開発建設部管内 海象観測装置点検整備〕

（一般競争）

１者応札だが、この者しかできないということ この者しかできないということではない。
か。 資格や技術を持った会社は全道に複数あること

を確認している。



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

一般国道２３８号 猿 一般競争入 一般土木 3社 3社 H30.9.12 長谷川建 48,924 98.01%

払村 知来別改良工 札方式 設（株）

事

一般国道２３８号 稚 一般競争入 維持 1社 1社 H30.9.20 山本建設 246,240 98.54%

内市 宗谷岬道路維 札方式 （株）

持除雪工事

【業務】

業務名 入札方式 業種区分 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※

稚内開発建設部管内 一般競争入 土木関係 5社 5社 H30.7.13 （一財）日 6,588 80.69%

海象観測データ信頼 札方式 コンサル 本気象協

性維持検討業務 タント 会

抜海漁港深浅測量業 簡易公募型 測量 2社 2社 H30.7.20 （株）アル 11,620 81.89%

務 競争入札方 ファ水工

式 コンサル

タンツ

※ 競争参加資格を確認した者の数は一般競争入札方式の場合。簡易公募型競争入札方式においては手続きへの参加資

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

稚内開発建設部管内 一般競争入 役務の提 1社 1社 H30.7.12 （株）岩崎 10,800 97.23%

海象観測装置点検 札方式 供等

整備


