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平成２８年１０月１２日

第５２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９月１３日（火）に開催した、第５２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
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第５２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９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）（欠席）

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）（欠席） （五十音順、敬称略）

審議対象期間 平成２８年１月１日 ～ 平成２８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】

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２３８号 枝幸町外 音標橋補修外
一連工事〕

（一般競争）

総合評価の評価項目に情報化施工技術の活用 例えば、測量から三次元でデータ化し、施工現
とあるが、情報化施工技術とは具体的にどのよう 場における位置情報などを数値化し、機械を用い
なものか。 て自動的に施工していくものなどを情報化施工と

している。

橋梁の補修工事に参加する業者は少ないの 今回の工事は、施工場所が点在しており、入札
か。 参加者が少なかったものと思われる。橋梁の補修

工事は特殊な工事であり、実勢価格を調査するた
め事前に見積を徴取して設計に反映させるなど工
夫をしているところである。

〔一般国道２３８号 枝幸町 北浜改良工事〕
（一般競争）

工期はどのくらいか。 半年程度である。



技術者は工期中に、他の工事についてはいけな 監理技術者は工事に専任でなければならず、
いのか。 他の工事につくことはできないが、工期内に早く工

事が終われば、検査後に他の工事につくことがで
きる。

〔稚内空港 滑走路老朽化対策その他工事〕
（一般競争）

若手育成ということで、この工事を選んだのはど 空港工事は全道的にも件数が少ないため、若
のような理由か。 い技術者を育成する観点から対象としたもの。

過去に実績がある会社なら良いが、若い技術者 工事実績を重視するとベテランの技術者は実績
や新しい会社では実績もなく、入札参加は難しい があるが、若手の技術者では実績がないので入
のではないか。 札参加できないということもあり、少しでも実績を

作ることができるようにということで若手技術者評
価型を行っている。

優秀な技術者でも実績がないと評価されない、
表彰を受けていないなどで評価点が低く落札でき
ないということもある。どのような評価にすることが
良いのか等、今後も議論していきたい。

競争参加資格にあるＡ等級というのは、金額は 土木は２億５千万円以上で、舗装は８千万円以
いくらか。 上である。

空港舗装の業者は少ないのか。 空港の運用時間以外で工事をしなければならな
いなど、非常に厳しい条件で行われていることか
ら、空港舗装を行なえる会社はそれほど多くはな
い。

若手技術者評価型を採用しているが、参加者の 各社概ね３０代から４０代である。 一般的な工
配置予定技術者は若いのか。 事であれば表彰や実績で加点されるが、若手技

術者評価型では、技術者の実績や表彰実績を加
点項目としていないので、若手技術者が参加しや
すい工事にしている。

〔東宗谷地区 事業影響環境調査業務〕
（通常指名競争）

このような業務を行う会社は多数あるのか。 道内において環境調査を請負う業者は多数あ
る。

鳥の観察も行っているのか。 東宗谷地区では、湿原や草原などの地上に営
巣する鳥類の生息が確認されており、当該鳥類は
環境省レッドリスト「絶滅危惧種ⅠＢ類」に指定さ
れているため、モニタリング等を行うものである。

〔農業農村整備事業概要作成〕
（一般競争）

必要なデータは、全部発注者側で用意するの データはこちらで用意するが、レイアウトは受注
か。 者が行なう。

管内の業者は参加していないのか。 参加資格を有している印刷会社は管内にも多
数あるが、この入札には参加していない。



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

一般国道２３８号 枝 一般競争入 一般土木 1社 1社 H28.3.22 安田建設 157,680 98.11%

幸町外 音標橋補修 札方式 （株）

外一連工事

一般国道２３８号 枝 一般競争入 一般土木 7社 7社 H28.3.25 錦 産 業 126,360 87.94%

幸町 北浜改良工事 札方式 （株）

稚内空港 滑走路老 一般競争入 舗装 4社 4社 H28.3.28 大林道路 429,840 89.42%

朽化対策その他工事 札方式 （株）

【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 結 日 相手方 （単位：千 （単位：

円） ％）

東宗谷地区 事業影 通常指名競 土木関係 10社 10社 H28.3.3 （株）ドー 13,230 88.32%

響環境調査業務 争入札方式 コンサル コン

タント

【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

農業農村整備事業概 一般競争入 役務の提 3社 3社 H28.2.18 北海道地 648 66.46%

要作成 札方式 供等 図（株）


