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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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ふみ

  電話 0162-33-1004 

契約課 契約課長 土屋
つ ち や

  徹
とおる

  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３年１０月４日（月）に開催された、第７１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。 

 

 
 



別 紙

第７１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３年１０月４日（月） 稚内地方合同庁舎２階共用第１会議室

・池 田 めぐみ（弁護士） （欠席）
・今 村 光 壹（稚内商工会議所副会頭）

委 員 ・斉 藤 吉 広（元稚内北星学園大学教授： 委員長）
・松 井 眞 実（税理士） （欠席）

・南 満 幸（元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３年１月１日 ～ 令和３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 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４０号 豊富町外 豊富道路維持除雪

外一連工事〕（一般競争）

道路維持において土砂崩れなどの対応を行う 緊急対応のみを行い、復旧するために多額の
場合、予算オーバーにならないのか。 予算が必要な場合は別発注を行うこととしている。

主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任 専任での配置が必要だが、工事現場への常駐
で配置することとなっているが、道路清掃や除雪を 義務はなく、必要な措置を講じた上で休暇を取る
行う際、常に現場に張り付くこととなるのか。 など働き方改革にも取り組んでいる。

一者応札の原因は通年で道路維持や道路除雪 分割すると発注規模が小さくなるため必ずしも

をまとめて発注しているからなのか。分割して発注 参加者が増えるとは考えていない。また、参加要
した方が参加者が増えるのではないか。 件を道内に本店、支店又は営業所が所在すること

と緩和している。

除雪車のオペレーターなどは年々減少している 除雪車の操縦には運転者と操作者の二人が必

と思うがどう考えているか。 要であるが、新技術を導入し一人で行えるような
取り組みを少しずつ行っている。



〔一般国道２３８号 猿払村 知来別北改良工事
〕（一般競争）

知来別工区と東浦工区の間の区間は工事を行 海岸浸食が大きくない箇所は対象外としてい
わないのか。 る。

〔東宗谷地区 環境調査業務〕（通常指名競争）

生態系調査や鳥類のモニタリングを行った結 生態系などの環境に悪影響を及ぼさないよう、
果、前回の調査より数が激減していた場合は、工 各種調査結果等を踏まえ、最大限に注意を払って
事に影響はあるのか。 施工している。

当業務で得た環境への影響はどのように役立 事業完了から５年後に事後評価を行い、事業途
てるのか。 中や事業終了後で環境にどのような影響を与えた

かを公表することとしている。

〔一般国道２７５号 中頓別町 落合橋補修設計
外一連業務〕（簡易公募型競争）

落札者の本店所在地はどこか。また、参加者の 札幌市である。参加者に稚内開発建設部管内
うち稚内開発建設部管内の企業は何社あるの の企業はない。
か。

何故、稚内開発建設部管内の企業は参加しな 知識や実績が豊富でなければ難しい業務であ

かったのか。 るためではないかと考えている。

橋梁やパーキングシェルターの補修設計が４箇 予算事情や補修に係る工期などを勘案して工
所とのことだが、工事発注も４箇所まとめて行うの 事発注するため、まとめて発注するとは限らない。
か。

〔稚内地方合同庁舎 食堂改修〕（一般競争）

落札率が１００％だが、考えられる要因はある 予定価格算出にあたり３者から参考見積を徴収

か。 し、最低価格の見積額を予定価格としたところ、そ
の者が参考見積の金額と同額で入札し、その他
の者が入札に参加しなかったためである。

一者しか入札に参加しなかった理由として考え 発注時期が１月で履行期限が年度末に近いこ

られる要因はあるか。 とが敬遠された要因の一つと考えている。

発注が年度末近くになった理由はなにか。 コロナ対策がどこまで続くか分からない中、上部
機関や合同庁舎入居官署との調整や、予算確保
も必要だったため、結果的に１月の発注になってし

まった。



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 豊 一般競争入 維持 1 1 R3.3.11 佐々木・ 145,640 99.79

富町外 豊富道路維 札方式（ＷＴ 豊成地域

持除雪外一連工事 Ｏ対象工事 JV

以外）

一般国道２３８号 猿 一般競争入 一般土木 3 3 R3.3.16 （株）ササ 229,790 94.49

払村 知来別北改良 札方式（ＷＴ キ

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

東宗谷地区 環境調 通常指名競 土木関係 10 10 R3.3.10 （株）ドー 11,143 81.04

査業務 争入札方式 コンサル コン

タント

一般国道２７５号 中 簡易公募型 土木関係 7 7 R3.3.25 (株 )エー 20,350 89.11

頓別町 落合橋補修 競争入札方 コンサル ティック

設計外一連業務 式 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

稚内地方合同庁舎 一般競争入 役務の提 1 1 R3.3.23 (株)富田 2,530 100.00

食堂改修 札方式 供等 組
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