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【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 平尾
ひ ら お

 利
とし

文
ふみ
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  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  https://twitter.com/mlit_hkd_wk  

令和２年７月１５日（水）に開催された、第６６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。 

 

 



第６６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 令和２年７月１５日（水） 稚内地方合同庁舎３階共用第１会議室

・池 田 めぐみ（弁護士）
・今 村 光 壹（稚内商工会議所副会頭）
・斉 藤 吉 広（稚内北星学園大学教授： 委員長）

・松 井 眞 実（税理士）
・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 令和元年７月１日 ～ 令和元年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】

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－３．５ｍ岸壁衛生管理施設（Ｂ棟）１９

工事〕（一般競争）

予算規模が大きいのに、入札参加者が３者と少 使用する鋼材が特殊なもので受注生産が必要
ない理由は何か。 となり、材料の手配に手間取ることが敬遠された

要因の一つと考えている。

施工能力評価型Ⅱ型を選択した判断基準はな 工事の難易度が低く、技術的な工夫の余地が
にか。 小さい工事であるため、施工計画を求めずに企業

や技術者の実績などを求めることで問題がないと
判断したため。

〔稚内開発建設部管内 道路交通情報路側無線
設備設置外工事〕（一般競争）

配点表の中にバックアップ体制についての記載 若手技術者育成型は、企業としての若手技術

があるが内容について説明してほしい。 者へのバックアップ体制を評価するものであり、提
案された事項は可・不可で評価し、不可の場合は



競争参加資格がないものとしている。

〔一般国道２３８号 稚内市 はまなす改良工事〕
（一般競争）

入札参加者のうち、１者が入札辞退となってい 理由については不明であるが、他の工事を受注
るが、考えられる原因は何か。 したことにより、当工事の配置予定技術者を配置

できなくなったことが推測される。

〔勇知地区 第５号支線明渠排水路用地測量業
務〕（簡易公募型競争）

当業務は総合評価ではなくて、価格競争である 総合評価落札方式は比較的難易度が高い業務
理由を説明してほしい。 の際に選定しており、用地測量は入札参加要件と

して一定の資格・成績を付すことにより品質を確保
できるため、価格競争方式を選定している。
なお、予定価格が一千万円以上の場合は、簡

易公募型競争入札方式により競争参加希望者を
募ることとしている。

最低価格での入札をした者が４者いたため、くじ 従来は同価格の入札をした者において、来庁の
引きにより落札者を決定したとのことだが、くじとは 上、あみだくじを行い落札者を決定していた。現在

どのようなものか。 は電子入札システムの改良により、システム上で
電子くじを行うことが可能となった。

〔東宗谷地区 区画整理附帯施設設計等業務〕

（通常指名競争）

意見・質問なし

〔移動通信システム用装置製造及び据付調整〕
（一般競争）

発注する際に、機器類のメーカー指定は行って メーカーの指定は行わずに、仕様や規格を定め
いるのか。 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

東浦漁港－３．５ｍ岸 一般競争入 建築 3 3 R1.7.8 藤 建 設 270,600 93.08

壁衛生管理施設（Ｂ 札方式（ＷＴ （株）

棟）１９工事 Ｏ対象工事

以外）

稚内開発建設部管内 一般競争入 電気 2 2 R1.8.27 稚内電気 113,190 89.67

道路交通情報路側 札方式（ＷＴ 工事（株）

無線設備設置外工事 Ｏ対象工事

以外）

一般国道２３８号 稚 一般競争入 一般土木 1 1 R1.10.1 北陽工業 56,980 98.07

内市 はまなす改良 札方式（ＷＴ （株）

工事 Ｏ対象工事

以外）

【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 ※2 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

認した者 円） ％）

の数※1

勇知地区 第５号支 簡易公募型 測量 10 10 R1.7.9 スミセキ・ 9,185 78.63

線明渠排水路用地測 競争入札方 ジオテク

量業務 式 ノ（株）

東宗谷地区 区画整 通常指名競 土木関係 10 10 R1.9.12 （株）フロ 28,226 86.78

理附帯施設設計等業 争入札方式 コンサル ンテ ィ ア

務 タント 技研

※1 競争参加資格を確認した者の数は一般競争の場合。簡易公募型競争及びプロポーザル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、通常指名競争においては指名業者数と読み替える。

※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

移動通信システム用 一般競争入 物品の製 1 1 R1.7.25 佐鳥電機 22,680 98.73

装置製造及び据付調 札方式 造又は物 （株）

整 品の販売


