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第５３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２８年１２月１３日（火）に開催された、第５３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 政弘  電話 0162-33-1004 

契約課 課長  米田 雅己  電話 0162-33-1062 



第５３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２８年１２月１３日（火） 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）
・田 辺 登代二（田辺税理士事務所長）
・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４月１日 ～ 平成２８年６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】

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】

〔一般国道４０号 幌延町 幌延南改良工事〕
（一般競争）

入札無効となった会社は、最初の入札価格が 予定価格内の入札金額であったが、調査基準
低すぎて追加の資料を提出せずに辞退されたとい 価格を下回っていたため、施工体制確認のための
うことか。 資料提出を求めたところ、資料の提出ができない

旨の申し出があったことから無効となったものであ
る。

追加資料の負荷が重過ぎるということはない 負荷はそれなりにあるが、品質確保のために必
か。 要な資料と考えている。

これは低入札に該当するのか。 施工体制の確認であり、低入札とは異なる。

社内で検討して入札価格を決定し、結果として 適正か、品質が確保されているか等、工事の点
調査基準価格を下回ってしまったということなのか 数により出来栄えと価格の関係などの統計を取
もしれないが、こういったようなことが続くようであ り、必要に応じて本省において基準を見直してい
れば、調査基準価格の見直しを定期的に行うの る。
か。



〔稚内港 北防波護岸改良その他工事〕
（一般競争）

北防波堤の工事と第１副港の－５ｍ岸壁改良 本工事の施工には一定程度の技術力が求めら
の２つの工事を合わせて発注したのはなぜか。 れることから、ある程度の発注規模を確保した中

で技術力を持つ企業に参加していただく必要があ
り、一つの工事として発注したものである。

一定の規模にしないと、技術力のある良い業者 非常に特殊な工事であり、工種的にも難しく、曲
が参加しないということか。 面部の施工については特殊な内容であることか

ら、技術力が必要な工事である。

総合評価において、この工事の特徴を評価する 施工監理能力の確認である。
項目はどれか。

今回の工事は施工監理能力の確認の書面が重 総合評価方式の入札では、優劣を決めるため
要ということか。 に重要な項目となる。

〔稚内開発建設部管内 橋梁定期点検調査業務〕
（簡易公募型競争）

１社が非指名となっているが、条件に合致して 確認はしていない。参加条件に合致していない
いない内容で応募した理由は確認するのか。 ため非指名となったことの通知を行う。

入札に参加した４社について、評価点にかなり 大手の会社や中小の会社が同時に参加してい
差があるようだが。 ることから、会社の規模や技術力の差が点数に反

映されている。

過去２年間の業務実績で点数が付いているが、 検査項目が決められており、日々の対応や報
点検の業務で点数の差が付くのはどういうところ 告書で業務の成果が分かりやすくできているかと
か。 いったことも含めて評価している。

〔サロベツ地区 円山緩衝帯外用地測量業務〕
（簡易公募型競争）

落札価格が調査基準価格と同額なのは偶然 たまたま同額であったものである。調査基準価
か。これより低ければ契約の相手方としての要件 格未満であれば調査対象になり、契約の内容に
は満たすのか。 適合した履行がされると認められれば、落札決定

を行う。

指名されるための条件で、暴力団排除に関する 国土交通省と警察庁との合意に基づき、暴力団
ものがあるが、参加する会社は自己申告で該当し 関係業者の排除要請者に関する情報が警察から
ないと申請しているのか。開発局が持っているデ 国土交通本省を経由して送られてきており、こうい
ータで確認しているのか。 った情報によりチェックしている。

参加表明者評価基準において評価されている 提出書類と一緒に、例えば測量士であれば測
内容に関して、申請された内容のチェックはどのよ 量士の免許状の写しが提出されるので、それによ
うに行っているのか。例えば、測量士の名前や資 り確認を行っている。受注実績についても、過去の
格を書面に記載してもらい、何かで調べるといった 業務を検索するシステムがあり、それによりチェッ
ことをするのか。 クを行っている。



〔稚内開発建設部管内 自家用電気工作物点検〕
（一般競争）

応札したのは１社だけだが、何か理由はあるの 電気設備が故障した場合に、点在する各箇所
か。 に人員を配置して点検、補修を行わなければなら

ないため、人員確保等もあり敬遠されたものと思
われる。

競争参加資格の等級のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄはどう分け 各社の等級は、会社の規模や実績などにより決
るのか。 められる。本業務では、参加する者が少ないの

で、業務規模に対して設定する等級から拡大して
等級設定している。

競争入札の観点からすると、他に参加する会社 そのために、要件を緩和できるところは最大限
がいなければならないと思うが。 行っているところであるが、一定程度の技術力は

必要なことから、最低限の資格要件は求めざるを
得ないところである。



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４０号 幌 一般競争入 一般土木 7社 7社 H28.6.3 石塚建設 89,640 89.75%

延町 幌延南改良工 札方式 興業（株）

事

稚内港 北防波護岸 一般競争入 一般土木 1社 1社 H28.6.21 藤 建 設 144,720 97.12%

改良その他工事 札方式 （株）

【業務】

業務名 入札方式 業種区分 手続きへの 入札者数 契約締 契約の 契約金額 落札率 備 考

参加資格及 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

び業務実施 円） ％）

上の条件を

満たす参加

表明書の提

出者数

稚内開発建設部管内 簡易公募型 土木関係 5社 4社 H28.4.1 （株）ドー 25,920 76.09%

橋梁定期点検調査 競争入札方 コンサル コン

業務 式 タント

サロベツ地区 円山 簡易公募型 測量 25社 15社 H28.6.16 宗谷測量 8,586 77.64%

緩衝帯外用地測量業 競争入札方 （株）

務 式

【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 H28.4.1 石塚建設 10,260 98.86%

自家用電気工作物 札方式 供等 興業（株）

点検


