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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
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文
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  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 伊藤
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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 https://twitter.com/mlit_hkd_wk  

令和２年１０月１日（木）に開催された、第６７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６７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１０月１日（木） 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２年１月１日 ～ 令和２年３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】

〔一般国道２３８号 枝幸町 山臼歩道設置工

事〕（一般競争）

入札参加者が１者なのは何故か。また、工事箇 歩道の設置工事ということで、休日であっても出
所周辺に所在している会社は少ないのか。 入り口の拡幅や出入り場所の変更など即応性を

求められる場合もあるため、工事箇所から遠い会

社が敬遠する要因の一つと考えている。また、工
事箇所周辺の会社数は多くはないが、１社ではな
い。

落札者の所在地は枝幸町であるが、総合評価 総合評価を行う際、災害活動の実態や社会資

の項目の地域貢献度は企業の所在地である枝幸 本整備に関するボランティア活動の実績について
町での活動ということか。 加点することとしており、活動場所は当部管内とし

ている。

〔稚内港航路浚渫工事〕（一般競争）

航路の浅い箇所を水深１０ｍに掘り下げる工事 大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスを想定



とのことだが、大型クルーズ船の寄港は可能なの しているが、水深１０ｍであれば寄港に問題はな
か。 い。

総合評価の項目で、環境性能の高い作業船の 環境性能の高い作業船の使用についての評価
使用について加点しているが、全道的にこのよう は、自社保有の他、共同保有でも加点している。
な作業船を自社保有している企業に落札が集中 そのため、自社保有している企業に落札が集中す
するようなことはないのか。 るようなことはない。

〔稚内空港用地造成その他工事〕（一般競争）

供用中の空港のため、制限区域内の工種の作 夜間工事は当部で定めた工事条件のため、必
業は夜間工事とのことだが、夜間分の人件費など 要な人件費については全て積算している。

の積算はどうなっているのか。

〔東宗谷地区 鳥類環境調査業務〕（通常指名競
争）

農地再編整備事業はまだ継続中か。また、水質 継続中である。工事の施工により、水質に影響
の影響調査とは、工事実施前と現在時点を比較 があるか調査するため、工事実施前と現在時点の
する調査なのか。 比較を行っている。

鳥類に着目してモニタリングを行う理由は何か。 地元役場が作成した田園環境整備のマスター

プランでは、猛禽類に着目した配慮となっているた
め、当該業務で猛禽類のモニタリングを行うことと
した。

〔道路関係データベース更新〕（一般競争）

参加要件を緩和し、「役務の提供等」においてＡ ２月中旬の開札のため、作業が年度末となるこ
～Ｄの全ての等級が参加できることとなっている とや、管理技術者の要件として設定した文書情報
が、入札参加者が２者しかいない要因はなにか。 管理士１級以上の資格を有する技術者の確保が

難しかったことが敬遠された要因ではないかと考
えている。



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 枝 一般競争入 一般土木 1 1 R2.2.12 安田建設 150,150 96.90

幸町 山臼歩道設置 札方式（ＷＴ （株）

工事 Ｏ対象工事

以外）

稚内港航路浚渫工事 一般競争入 しゅんせ 2 2 R2.3.24 （株）中田 129,800 94.03

札方式（ＷＴ つ 組

Ｏ対象工事

以外）

稚内空港用地造成そ 一般競争入 一般土木 2 2 R2.3.24 藤 ・勇 310,200 94.22

の他工事 札方式（ＷＴ 経常JV

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

東宗谷地区 鳥類環 通常指名競 土木関係 10 10 R2.3.11 （株）ドー 10,593 88.92

境調査業務 争入札方式 コンサル コン

タント

※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

道路関係データベー 一般競争入 役務の提 2 2 R2.2.19 ペルセ協 6,710 97.68

ス更新 札方式 供等 同組合


