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審議対象期間



別紙のとおり 別紙のとおり

特になし

事務局：　　　　　　　　　

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

［これらに対し部局長が講じた措置］

委員会による意見の具申又は勧告の内容

意見・質問 回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

１ 一般競争契約（工事）
九頭竜川下流農業水利事業
春江北部用水路その11工事

◆該当工事の入札執行調書の右下に「調査 ◆調査基準価格は規定の計算方式により、入
基準価格」があるが、これを下回る入札の 札執行以前に定めています。
場合、低入札だと思うが、調査基準価格と
いうのは、あらかじめ予定価格の何パーセ
ントとか、画一的に何か決まっているのか。

◆契約手続において、２月28日の開札の結 ◆開札の段階で、低入札になった場合は落札
果、入札参加業者全てが調査基準価格を下 予定者はいないので保留となります。
回ったが、どの段階で１者に特定できるの その中で引き続き、契約締結する意向があ
か。 るかを（施行体制に係る対応要請の意志）確

また３者から低入札価格調査（施行体制 認し、追加資料の提出を受け、その者が適切
確認）のヒアリングを実施しているが、３ な工事ができる体制をとっているかを確認す
者とも実施しなければならないのか。 ることになります。

２月28日開札した段階では、見た目点数が
一番良い業者は分かりますが、あくまでも数
値上だけで、この者が落札する者だとは限り
ません。

工事が支障なくできることを（施行体制確
認）確認し、その中で一番評価値の高い入札

委員からの 者を低入札価格調査委員会で検証し、初めて
意見・質問 落札の対象者になります。
、それに対
する回答等

◆低入札価格調査の結果が、遡って評価点 ◆ありません。
に影響することはないのか。

◆低入札価格調査は、施工体制を確認する ◆開札が終わった段階では、入札参加業者に
ことだが、開札の結果で１番になったとこ は、評価点が何点とか公表していません。
ろを先ず確認し、そこがアウトだったら次 低入札業者には、低入札価格調査の施工体
の者を確認するやり方をしてないのか。 制確認に係る追加資料の提出の意思確認を行

います。
施工体制確認のヒアリングで、自社が落

札できないかもしれないのに、詳細にヒア 低入札価格調査に応じるか意思確認を文書
リングされるのはどうかと思うが。 でやり取りをし、意思がある場合は、施工体

開札から落札決定までは、順番が分かっ 制確認の追加資料を全て作成することになり
てても一通り低入札価格調査をすると定ま ます。
っているのか。 低入札業者によっては、追加資料を作成す

るのは大変とのことで辞退する者がありま
す。

今回の契約では９者のうち３者が施工体制
確認の追加資料を提出し、ヒアリングを受け
ると意思確認があり、一週間後の３月６日に
その３者から資料の提出を受け、施工体制確
認のヒアリングを実施し、３月13日に低入札
価格調査委員会を開催し調査結果を報告し、
落札業者を決定したという経過です。

◆ヒアリングの段階では自分の所が何番か ◆あらかじめ何番か分かっていると、ヒアリ
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

は、分からないのか。 ングする者は高得点の者しかいなくなりま
す。

◆あらかじめ何番か分かっていると、落札 ◆開札の時点では、入札参加者は評価点を知
する可能性が高いので、施工体制確認ヒヤ らないので、各自で判断して施工体制確認の
リングでは、頑張って契約をとったりとい 書類を提出することになります。
うことを、防止する意味もあるのか。

◆入札執行調書に３者以外の参加業者には ◆「入札が無効になってもかまいません、そ
「無効」と表示があるが、これは施工体制 の代わり施工体制確認の資料提出やヒアリン
確認のヒアリング及び追加資料提出の意思 グは受けません」という旨の書面の提出があ
がないという意思表示をしたので、無効に り、入札無効の取扱いになります。
するのか。

◆開札の段階で、順位が分かってないとす ◆そこについては、何とも言えません。
ると、ヒアリングに応じないと意思表示を 「入札そのものを無効になっても構いませ
した参加業者は、元々あまり本気じゃなか ん」と、そういった意志表示が企業の方から
ったのか。 出てきます。

◆「低入札価格調査制度による調査の結果」 ◆過去は確かに１回あったかも知れないが、
委員からの の信用状態の確認項目について記載があ それ以降、現在まで営業停止や法令違反の情
意見・質問 る、過去５年間に一回の営業停止があって 報はなく、特に問題となる点はないことから、
、それに対 も大丈夫というルールや運用があるのか。 工事施工に支障がないと判断しました。
する回答等

◆今回の業者は、調べてみたら過去１回だ ◆開札時までの期間に、北陸農政局長から指
けではなくて、過去５年間に３～４回営業 名停止等を受けていないことが入札参加の条
停止を受けている。 件です。

対象が北陸であれば１回かもしれない
し、２回かもしれないが。

この辺の取組はどうなのか。

◆例えば、名古屋でも一回（指名停止）や ◆特に取決めとかルールはありませんが、今
っていて、平成20年に名古屋で一回やって 時点で営業停止等になっていなければ問題は
いますし、北陸ではさすがに少ないが、そ ないと思います。
の辺の取決めとかルールはどうなっている
のか。

◆過去５年間とか、そういう取決めはない ◆はい。
のか。現在、営業停止とかから外れていれ
ば大丈夫なのか。

◆国土交通省HP「国土交通省ネガティブ情 ◆（後日、調べた結果）許可行政庁による監
報等検索システム」は、自治体とかの営業 督処分情報として、全国の都道府県が検索で
停止の処分が全部オンラインでリンクして きます。（建設業者の不正行為等に関する情
いるのか。 報交換コラボレーションシステム）

◆例えば石川県で営業停止になっていて ◆監督処分庁ごとに検索できるシステムに
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

も、検索システムにはヒットしないという なっていますので、石川県で検索をかけて営
ことか。 業停止になっていればヒットします。

◆最近では、東京の方で平成24年５月８日 ◆基本的には、過去のものを引きずった形で
から５月22日まで15日間の営業停止を受け 差をつけることにはしていない、との理解で
ている。北陸で営業停止がなければ大丈夫 よろしいかと思います。
といった認識なのか。

こういう大企業だと全国各所に支店があ
るので、全部入れると大変な話になる。

◆これまでの監視委員会の中で低入札価格
について、これだけ詳しく資料が出てきて、
論議されたのは初めてだと思う。

低入札価格調査制度による調査の結果、
低入札価格内容の確認では、業者は協力会
社からの通常取引よりも割り引いた価格で
調達できたことにより、入札価格を安くす
ることができたのか。

もう１点注目するのは、一般管理費等の
確認で、「他社との価格競争を有利にする

委員からの ために利益を見込まずに入札する」とある
意見・質問 が、不景気なので実態はそうなのだろうが、
、それに対 一般企業が利益を見込まずに入札するのは
する回答等 厳しい現状にあるということでもある。

しかし、安ければ良いというものでも無
いような気がする。

◆管体基礎工（流動化処理土）価格の流動 ◆これは流動化処理土と括弧書きで書いてご
化処理土製造費の単価について、協力会社 ざいますが、資材メーカからの見積りです。
からの見積となっているが、この協力会社 なお、管体基礎工とは流動性のある土とセ
は下請業者なのか。 メントを混合したものです。

また、管体基礎工はどんなものか。

◆下請業者ではないのか。 ◆ 違います。専門業者です。

◆低入札価格調査をしたら、協力会社から ◆協力会社との良好な関係によって可能な、
通常取引よりも割り引いた価格で納入でき 経営なのかもしれません。
ることが要因と判明したが、お互いにほと
んど儲けがないことになるのでは。

◆低入札価格調査について、１番手のヒア ◆自動的にというよりも、決まった項目につ
リングの結果、問題があった場合は、自動 いて評価し、適切な工事が施工できる者であ
的に開札結果が２番手に問題がなければ受 ることが整理されれば、契約締結することに
注することになるのか。 なろうかと思います。

◆入札執行調書の「施工体制評価点」欄に10
点（通常は30点）とありますが、低入札価格
調査の結果、資料的に不備だとかの場合は、
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

この10点が減点になります。
そうすると総合評価値が逆転して、一位の

順位も逆転する可能性もあります。
そういった仕組みなので前者が駄目だった

ら次の者ということにはなりません。

◆これまでに低入札価格調査で不適合にな ◆これまでに、調査で不適合になったケース
ったケースはあるのか。 はないと思います。

◆施工体制確認のための提出資料に、積算 ◆入札時には、施工体制確認のため提出する
内訳書の提出とあるが、積算の内訳書の提 書類はありませんが、工事費内訳書の提出を
出は、低入札価格調査の段階になって初め 求めています。
て求めるのか。 これは入札参加者全員から提出を求めてお

通常は低入札価格で問題がない限りは、 り、それによって談合していないかとか、積
積算内訳までは提出を要しないのか。 算上の大きな間違いがないか等を開札前にチ

エックするためのものです。

◆「低入札価格調査制度による調査の結果」 ◆入札説明書に調査基準価格のことを記載し
の価格設定の概要項目に、設計金額と入札 ていますが、その他に特別重点調査がありま
価格の乖離(かいり)率が算出されており、 す。
今回は一般管理費はかなり乖離(かいり)し 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一

委員からの ている。それ以外にもいろいろ乖離（かい 般管理費等で数字を示しており、それを下回
意見・質問 り）している。 るようであれば、特に重点的に調査を行うと
、それに対 この範囲に入ったらアウトとか、客観的 いうのを入札説明書に明示しています。
する回答等 な何か基準やガイドライン的なものはない それがベースといえばベースになります。

のか。

◆自治体なんかだと、議会の審議に付して ◆担保するものは、工事請負契約書の締結で
担保することもあるかと思うが、国の出先 す。
機関の場合どうなのか。

◆最終的に品質が守れたかどうかは、検査 ◆低入札価格調査対象となった工事に対し、
体制によって分かるものか。 品質確保等の対策を実施することになりま

す。価格が低く押さえられるとダンピングに
よる品質低下があることから、これは事前に
そこで食い止める必要があります。

◆工事施工後も、品質が確保されたかどう ◆工事日報や検査で確認します。
かは検査するのか。

◆検査は低入札の工事契約の場合は、厳格 ◆工事検査の時には、低入札だったから厳格
にするのか。 に調査することはありません。

工事検査はあくまでも適格な品質で完成し
ているかどうかという観点で検査します。

◆工事の実施中は、現場は事業所の方で監督
し、コンクリート構造であれば出来形をチエ
ックしながら工事を行っています。

（局契約の場合）全体の工事が完了した段
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

階で農政局の検査を受けます。
これらによって工事の品質は保たれていま

す。

◆監督及び検査によって、品質確保につい ◆そうです。かなり厳しくチェックを行いま
て信頼性が出てくるわけか。 す。

◆最近の傾向として、入札参加業者も多く ◆低入札になったら、別の技術者を追加で配
なってきたのではないか。低価格入札もこ 置するとか、いろいろな手法が他省庁でも行
れから増えるのではないか。 われています。

工事の品質が落ちないようにするため、 ◆低入札になると前金払の率も通常は、４割
どういった補填や保証をするかというと、 支払うところが、２割しか支払わなかったり、
監督や検査を厳格化する必要があると思 契約保証金にしても通常、請負代金の10％を

委員からの う。 納付するところが30％に増額となります。
意見・質問 また、監督体制の強化も実施しています。
する回答等

◆追加資料の提出で、積算内訳書の提出を ◆低入札工事の場合は、現場監督業務の中で
受け乖離(かいり)率を算出してあるが、工 下請への支払状況を確認するよう指導されて
事原価については乖離(かいり)率が12％で います。
品質確保という点では、あまり問題はない
と受けとれるが、積算の内訳書は後々、拘
束力が出てくるのか。

単に低入札価格をパスするために、その
場しのぎ的なもので終わってないか。

◆そういった意味では、ある程度拘束力が ◆はい。
あるので、その場しのぎのものではないと 例えば、極端な低入札になれば、監督官庁
いうことでいいか。 の国土交通省から監督指導が入ることになっ

ています。
通常の低入札であれば、発注官庁の北陸農

政局で下請状況等問題がないかを確認し、極
端な低入札の場合については監督官庁が事情
聴取に入る仕組みになっています。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

２ 随意契約（工事）
九頭竜川下流農業水利事業
高椋新江１号用水路

五領川横断その２工事

◆随意契約すると方針決定されたのは、随 ◆変更追加する場合は、工事の一体性を非常
意契約審査調書に押印された方々（６名） に重要視しますので、これを審査した上で変
なのか。 更追加契約をします。

このケースは、前工事の業者に随意契約 あまり工事が錯そうしていなくて、分割工
を行ったということで、当初契約に変更追 事が合理的な場合については、別途発注が本
加したのと同じような感じもするが、違い 来の姿だと思います。
はあるのか。

このようなケースは別件で発注すると ◆この工事は、前工事のまま続けていきます
か、随意契約で発注とか、変更契約でも良 と、年度をまたがって翌年度の営農に支障が
かったとか、そういった区分の仕方はある 出るので、一旦打ち切ったものです。
のか。

◆随意契約にした理由を読むと、変更追加 ◆年度の境でなければ、変更追加でも良かっ
でも良いと思ったが、会計年度の関係もあ たと思っています。
って別件になったのか。

◆一貫した施工が技術的に必要であること ◆何にもトラブルがなければ３月までに完成
委員からの は、最初から分かっているわけだから、一 で、通常の一体発注で良かったが、今回井戸
意見・質問 体の構造物の工事なので前工事、後工事と が濁ったので、それへの対応で工期が不足し
、それに対 いう分け方自体がどうして分けたのかと疑 たため、やむなく前工事の一部を減らして、
する回答等 問を持った。 後工事にしました。

◆井戸が濁った対応や、対処費用はどこが ◆工事は、矢板を打って矢板の内側の土を出
出すのか。請負業者が出すのか。 した所で、ポンプを掛けて水を抜くと地下水

工事により影響がいろいろ出ると以前よ 位が下がります。地下水位が下がると、周辺
り何回か聞いたが、予定以外の（費用）金 の井戸に影響が出るだろうと考えて、元々井
がかかることになるが。 戸は設置する予定でした。

井戸工事は着手していましたが、矢板を打
つ段階で水が濁ることまでは、想定はしてい
ませんでした。

予定していた井戸が完成するのを待って、
それから矢板を打つので、余分な費用はかか
っていません。

◆最初から井戸が濁る計算で、工事費がか ◆井戸が濁ることは想定していなかったので
かるのか。 すが、矢板を打った場合、矢板の内側の土を

除去し深く掘ります。
掘った段階で、一番下にポンプを据え付け

て水を抜くと、周辺の地下水位が下がり井戸
がかれると想定したので、別の遠い所に井戸
を掘ることにしていました。

◆最初から井戸は想定していたのなら、工 ◆今回の工事には井戸の金額は、入っていま
事費の中に井戸の分の工事費も、今回の契 せん。
約金額に入っているわけか。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

◆井戸の工事費はどこが出すのか。矢板を ◆九頭竜川下流の事業の中で、必要になる設
打った業者が出すのか。 備なので補償工事費で支出します。

◆随意契約の場合は見積書の提出だが積算 ◆入札の時は工事費内訳書の提出を求めてい
内訳の提出は求めるのか。 ますが、見積合わせの時には求めていません。

◆後々、精算事項が発生した時に積算内訳 ◆最初に示した工事の仕様を見積書の提出が
は必要ないのか。 あった金額で施工することになります。

仕様が変われば変更契約で対応します。

◆この案件は、第１回変更で60,060千円か ◆１回変更を終えています。
ら、68,565千円に変更した契約がある。 （競争入札一覧表の該当変更契約欄を示す）

◆落札率は100％になっているが、これが ◆はい、そうです。
今回の案件か。

◆当初、随意契約で契約してすぐ、変更契 ◆確認して返答します。（後段参照）
約を行っている。その辺に違和感があるが。

委員からの
意見・質問 ◆図面ではパイプ横に道路橋が架かってい ◆川は洪水時は断面いっぱいに流れますの
、それに対 るが、この道路橋を借りて通せば安価では で、その時に流下断面を塞がないように、パ
する回答等 ないのか。また、それは技術的に無理なの イプが川を横断するときは、上に上げる水管

か。 橋にするか、もう一つは深い地下に潜らせる
ことになります。今回の場合は、地下に潜ら
せました。

◆横に道路橋が架かっているが、その橋を ◆これくらいの橋では、小さなパイプしか載
利用すれば良いのではないか。 せることができません。

この工事のように、呼び径が２ｍを超える
ようなものを載せようとすると、それなりの
大きな橋でないともたないことになります。

◆先ほどの随意契約を行ってすぐ、変更契約
を行っている件で、情報を付け加えさせてい
ただきます。

◆この工事の当初契約締結日は、２月15日で
すが契約締結後、直ちに工事を始めています。

第１回変更は３月15日に契約締結していま
すがこの間、約１か月でかなり工事は進みま
した。

その中で現地にあっては、掘削量の変更等
もありますが、大きな変更は浮き上がり防止
バンドの追加です。

工事は、まず矢板を打ってパイプを中に置
いてからコンクリートを打設しますが、コン
クリートが固まらない状態では、浮き上がっ
てしまうので、施工中にしっかりと固定する
ために、パイプを固定するバンドを追加する
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

変更がありました。
１か月間工事を実施したところ、現場の施

工条件に合わせて、いろいろな変更があった
ことから、第１回変更を行ったものです。

委員からの
意見・質問
、それに対 ◆設計に変更があったという理解でいいの ◆そうです。
する回答等 か。

◆設計変更することになり、元々内訳書の ◆そうです。
提出はないが、設計自体に変更があるから、
当然金額も変わってくるのか。



- 9 -

意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

３ 簡易公募型競争契約（業務）
西北陸土地改良調査管理事務所
農業用水有効活用調査検討業務

（第１回変更）

◆この調査検討業務は、全国８か所の対象 ◆詳細な場所までは分からないが、北陸管内
の一つだが、後はどんな対象地があるのか。 では新潟県から１地区とこの業務と合わせ２

地区。東海地域から３地区、近畿地域から２
地区、それから北海道地域から１地区の合計
８地区です。

◆この高温障害対策は、最近耳にするが、 ◆地区の選定に当たっては、地域がまとまっ
北陸ではここの地区（福井県坂井市ほか） ていて水収支計算が分かりやすい地域。
と新潟が選ばれたが、特別な条件はあった また新規需要米とか、作付けの状況につい
のか。 ては、平均的なもので、特別に遅植えが進ん

遅植えが進んでいないとか、あるいは逆 でいるとか、遅れているとかは選定基準に入
に進んでいるとか。 っていないと聞いています。そのほか、営農

ここは直まきが先行しているとか、何か がしっかりしている地域が設定されたと聞い
理由はあったのか。 ています。

◆最近新聞でも報道されて、直まきが広ま ◆今後の調査については、全国から８地区位
ってきているが、この福井県坂井市の調査 の標準モデルになるパターンの地区を選定し

委員からの は、坂井市だけの調査に終わらずに、全国 て、本省の農業水利基本問題検討委員会で、
意見・質問 に利用されるのか。 地区を更に絞り、モデルケース的なものにつ
、それに対 いて検討を深めていくと聞いています。
する回答等

◆ある意味では、基礎データになることか。 ◆そうです。

◆この（福井県坂井市ほか）地区は稲の高温
障害に積極的に取り組むことを福井県を挙げ
て実施している地域です。

高温障害対策については、現在、開水路を
使って水を田んぼに掛けていますし、地区外
にある小さな河川の表流水を田んぼに掛けて
います。

したがって、現状は水の温度は高いので、
当方の事業（九頭竜川下流農業水利事業）で、
九頭竜川の上流からパイプラインで冷たい水
を持ってきます。

冷たい水を、しかも夜間に水田に掛けると
高温障害をかなり削減できるのではないかと
いうことで、県を挙げていろいろな実験を行
っており、九頭竜の事業所としても是非とも
こういう調査を実施していただければと思っ
ています。

◆ほぼ全域で遅植えが実施されるのは、福 ◆福井県は米の品質を上げようと、遅植えを
井県全体をいうのか、坂井市周辺をいうの 奨励していまして、数年前までは日本中の他
か、北陸全体をいうのか。 地区と同じように、５月１日前後の連休時期

に田植をしていたが、福井県のＪＡが、苗の
供給を強制的に遅らせて、県全体で遅植えを
実施し、基本的には15日以降に植える状況に
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

あります。

◆富山県も（遅植えが）盛んだが、石川県 ◆高温障害の対策は、２つあり１つは、なる
はそうではない。 べく稲がとう熟する太る時期を７月の一番暑

３県でだいぶ（遅植えの）対応が違うと い時期を避けて遅らせるのが一つ。
いうことから、石川県もこういうＰＲをし もう一つは、基本的に冷たい水を掛けると、
なければいけない。 いうこともありますが、九頭竜川農業水利事

田植を遅くすれば高温障害対策をできる 業の場合は、両方やろうとしています。
のに、用水の工事まで必要なのか。 冷たい水を掛けるのはパイプラインの工事

工事で冷たい水を入れるような工事があ がなければできないので、できない地区は作
れば、連休中に田植をしても良いことにな 付時期を遅らせる場合があります。
るのか。

◆田植を遅くしただけでは、本当の高温対 ◆いいえ。高温対策にはなるが、遅くして更
策にならないのか。 に冷たい水を掛けるともっと効果があるとい

うことです。

◆この調査が北海道でも実施しているとの ◆全国的には、ほとんど連休です。植える時
ことだが、地域によって田植の時期は全然 期は、全国的には遅くしようという動きはあ
違うと思うが、全国的にはどんな状況か。 ります。東北でもそういう動きはあります。

北陸の時期は、九州と北海道を比べてほ
委員からの ぼ真ん中であるから、この高温障害対策の
意見・質問 参考になるのかならないのか。
、それに対
する回答等

◆北海道でも遅くしようということなの ◆北海道は分かりませんが、方向としてはそ
か。 ういう方向だと思います。

◆直まきと関係するのは、初めて知ったが、 ◆直まき自体は、モミをまくので苗を植える
直まきは広まっているのか。 よりは成長が遅い。そのため生育も少し時間

資料に高温障害対策として、直まきや遅 がかかることから、結果的に遅植えと同じよ
植えは県内全域で実施されていると記載さ うなことになります。
れているが、直まきも高温対策になるわけ
か。

◆新規需要米等の戦略作物は、各地域でス ◆そうです。
ポットごとにモデルケースみたいなのを作
っていく話なのか。

◆今回の変更契約であるが、変更追加にな ◆この水収支計算をするときに、関連する数
った内容は、作付状況実態調査と資料収集 値、作付比率とか、稲作暦（カレンダー）を
分析整理だが、具体的な内容は分からない 使ってどの時期にどれだけの水量が必要、何
が、当初の業務内容である水収支計算の実 をどれだけ作付けするというデータが必要な
施と異質なような感じがする。 ので、調査する方々とは、常日頃から連携を

この追加を受注業者に示したときに、ス 取りながらノウハウを蓄積していますので、
ムーズに受け入れてもらえたような感じだ 今回追加したことに関しても、スムーズに関
ったか。 係部局に聞き取りを実施したと聞いてます。

◆変更契約手続では、当初契約をしたのが ◆業務は契約締結して、大体１週間から10日
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

11月21日で、その直後の12月１日に変更要 位で関係業者と打合せを行います。
因の発生とあるが、これは当初契約をして その打合せの際にお互い情報共有を図るわ
10日間位の間に追加するというような話が けですが、その段階でこの調査であればこれ
出てきたのか。 を追加して欲しいとか、これはこういう実態

だったら、こうしたらいいといった検討を行
います。

その結果、変更が必要と判断したことから
調査業務が本格的に入る前に、打合せ簿等で
変更協議をし、最終的には変更契約締結を１
月30日に実施しています。

◆他の管内でも同じような業務があるんで ◆そうです。
すね。

◆北陸がこの調査検討業務が最初ではない ◆ないです。
のか。

◆他の管内の業務でも同じような追加業務 ◆他の管内の変更状況は分かりません。
を一緒に発注していたのか。

委員からの ◆見積執行調書にある3,400,000円（税抜 ◆変更前は税込みで、2,992,500円です。
意見・質問 き）は変更後の金額だが、変更前の金額は 今回の変更追加は、577,500円の増です。
、それに対 いくらか。
する回答等

◆見積合わせで、随意契約と同じで結論だ ◆当初契約については、当方の水収支計算の
けの数字（金額）になっているが、北陸農 歩掛をもって積算しています。
政局として妥当な金額かどうかは、他の管
内の発注業務の契約金額と比較したりと
か、そのようなことで判断しないのか。

◆工事と違って、なかなか算定基準が無い ◆はい。そのように聞いています。
のではないかと思うが、他の管内で実施し
ているのであれば、それを参考にするとい
うこともあるのではないかと思う。

そういった他の地域を参考にしたとかと
いうことでもないわけか。

◆入札とは関係ないのかもしれないが、こ ◆これから食料自給率向上に向けて、麦･大
の調査の目的は、生産力拡大とかが中心に 豆や新規需要米等の戦略作物の生産を拡大し
なっていると考えて良いのか。 て、自給率を50％に引き上げる場合、その時

の水収支や水量を把握するものです。
例えれば、取水している水の量がその量で

足りるのか、といった検討をするための資料
です。

◆要は耕作できるか。できないかという話 ◆水の量がもっと必要になるのか、逆にもう
なのか。それを審査するために実施すると 少し押さえることができるのかを、調査検討
いうことか。 する業務です。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

◆調査検討結果によっては、作付けできな ◆検討結果では、深水管理、掛け流し管理を
い可能性もあるのか。 12cmですると計算では水量が足りない結果に

なっています。
深水管理12㎝をもう少し少なく、７cmにす

るとか、掛け流しよりは冷たい水を夜間引き
入れるかんがい方式とかといった、各地域の
水の量や作付方式について、どのような型が
一番良いのかを考えるための基礎データの一
つです。

◆調査検討により最適な組合せを考えるの ◆はい、そのための基礎データの一つです。
か。

◆こういう調査といろいろな調査が合わさ ◆当事業所では本業務以外は調査していませ
って、農業水利基本問題検討委員会とかに ん。
提示されると思うが、今回の調査以外に並
行して行っている調査業務はあるのか。

委員からの ◆それはどういうことなんだろう。 ◆営農対策としては営農技術の対策、それと
意見・質問 例えば農業人口も最近だんだん減ってい 併せて農水省としては、経営対策を行ってい
、それに対 るから、それに対する、こういう環境があ ます。かなりの農家は高齢化しています。ま
する回答等 っても遂行するには何が必要か。また場合 た、高齢化した農家は離農しています。

によっては生産ができないとか、そういう そして離農した農家は、持っている土地を
レクチャも出てくることになるが。 集落営農若しくは大規模な営農をやっている

若い農家に貸し出しすることにより、大規模
な経営体、農家の数は減っても一戸一戸の効
率の良い経営体をして、農業をしっかり守っ
ていくという政策も併せて行っています。

◆生産環境をきちっとすることで、若者等 ◆その一環として小さなほ場では、何十ヘク
の労働力を呼び込むのか。 タールという経営や耕作はできませんので、

ほ場整備をして区画を大きくすることも併せ
て実施しています。

今回調査を実施しました九頭竜川の流域
は、ほ場整備率が83％と全国でも極めて高い
です。

しっかりとした良い営農効果が発現できれ
ば、集落営農なり若い経営体に引き継いで、
新しい良い営農効果が発現されます。九頭竜
川下流域は環境・基礎地盤が整っている地域
であります。

◆最近大きな田んぼを北陸で見るが、それ ◆直まきの場合はかなり大きい田んぼで実施
は、直まきをするために田んぼを大きくす します。
る結果ですか。 今までのほ場整備は、長さ100ｍ、幅30ｍ

という中規模の田んぼでした。
通常は３反区画ですが、今は１ha（100ｍ

×100ｍ）以上が大区画といいまして、１ha
以上の区画になれば、直まきは効率的に実施
できます。

さらに、地域によっては、２ha、３haとい
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

う水田を作っている地域もあります。

◆北陸にそんな田んぼはあるのか。 ◆あります。

◆直まきの場合は、生産力はかなり劣るが、 ◆１割から２割ぐらい収量が下がります。
田植の場合とどの程度違うのか。

◆その程度で済むのか。もっと極端に落ち ◆経営的には収益が少ないというイメージが
ると思ったが。 あります。それと直まきと通常の田植を組み

合わせますと、作業時期がずれてきます。
作業が集中しないので、一つの経営体でよ

り広い面積が経営できるメリットがありま
委員からの す。
意見・質問
、それに対
する回答等 ◆農業政策というと各地元の県や市町村に ◆そうです。

も、それぞれの農業政策があると思うが、
そういった所と業務の成果物というのは互
いに情報提供しながら調整していくのか。

◆ほ場整備にしても農政局がやるわけでは ◆基本的に地域には、県が指導し市町村が作
ないと思うが、こういった情報に基づいて る地域営農ビジョンがあります。
自治体なりに提言したりするのか。 その地域営農ビジョンの中にはどういう農

家を育成するとか、あるいはどんな営農作物
を作るか、そのためにはどういう整備をする
必要があるか等について、国、県、市町村、
土地改良区等が連絡を取り合って実施してい
く仕組みになっています。

◆20年ほど前は、アメリカみたいに大きな ◆田んぼの高低差は、プラスマイナスで平均
田んぼは水を張らなければならないから、 ５㎝です。
作れなかった。 高さをそろえるのは極めて難しく、ブルド

ーザのオペレータでもよほど腕が良くないと
できません。

しかし、最近レーザレベラーといって、レ
ーザー光線でブルドーザのブレードを自動的
にコントロールする装置があって、誰がブル

◆今言ったように、２haほどの100ｍ×200 の運転をしても、どんな大きい田んぼでも真
ｍ位の学校の運動場よりもまだ広い田んぼ っ平らになります。そんな機械があるので、
が現実にできるわけですね。 最近は２haでも４haでも随分増えています。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

４ 簡易公募型プロポーザル契約（業務）
新川流域農業水利事業
排水解析業務

◆簡易公募型で１者応札という事である ◆資格要件では地元に限ってはいません。業
が、事業の背景として排水改良が地域の悲 務ランクは、一番規模の大きなＡ等級にして
願といわれているが、このような業務をす います。というのは、比較的大きな業務であ
る業者は、地元にはいないのか。 り、予定価格もかなり高くなっています。

したがって、大きな業者にお願いをしよう
ということで公募しました。

同種の実績で見れば、参加資格業者は両手
に余る位の者はあるのですが、結果的には１
者しか手が上がらなかったということです。

◆業務内容は、解析業務であるが事業所が ◆過年度の業務で作成したデータを、事業所
所有しているデータを受注業者に提供し が持っています。そのデータを最新のデータ
て、それをいろいろ解析してもらう業務に に置き換える部分は置き換えて、改めて解析
なるのか。 をし、その解析結果に基づいて、施設の操作

方法の検討を行い提案をする内容です。

◆そうすれば事業所の業務にある程度精通 ◆少々ハードルは高いと思います。
するとか、枠組みなどに慣れていないと新

委員からの 規受注は難しいことになるのか。
意見・質問
、それに対
する回答等 ◆１者応札になった事情としては、そんな ◆そうだと思います。

ようなこともあるのか。

◆この業務は、内容的に人気がなかったの ◆解析の部分と操作運転方法の部分の２つし
ではないか。 かありませんので、解析結果に基づいて操作

次は多くの人に応札してもらうために 運転方法を検証するという業務内容上、分割
は、何が必要かを考えなければならない。 発注はあり得ません。

企業側の問題は当然あるが、他の業者は １者応札を防ぐために何らかの細工（工夫）
これを受注しても、得にならないと判断し ができるかと考えたのですが、やはりできな
たのではないかと思う。ではそれはいった いのでこういう形で発注をやっています。
い何なんだろうという感じである。

◆分割も一つの手だが、例えば他の仕事と ◆別の仕事と一緒に発注ということですが、
一緒にやってもらうことは可能なのか。 ますますもっておかしなことになります。

◆おかしなことになるのか。 ◆この業務は、過年度にこの仕事をやった者
が一番やりやすいと思い、他の者が遠慮され
たのかもしれません。

解析については、排水解析の汎用プログラ
ムというものが世の中にありますが、それは
誰でも使えます。

新川流域のデータを近年の出水により見直
し、シュミレーションするまでのところが技
術的に難しい部分です。

技術的に難しいと言うしかないのですが、
技術的に分かっている人には、誰でもできる
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

仕事です。
現況に合わせていろいろ修正する部分があ

るので、過年度にやった者の方が効率的にで
きると思います。

◆（資料の図面を見ながら）右側の太い川 ◆あれは、中ノ口川といいまして支川です。
がありますね、信濃川ですか。 信濃川はここから更に東側に分かれて、（図

面を示しながら）この辺を通って図面には入
らないですけども、この辺に流れていきます。

◆ その中ノ口川だけでも排水が大変で、 ◆（図面を示しながら）これが大河津分水で
一番下に放水路（大河津分水）を江戸時代 すが、信濃川はこちらへ流れていきます。
に造ったのですね。 信濃川より中ノ口川は若干ですが、高い所

を流れています。この辺りに、西川という川
があります。ここも高い所を流れていますが、
この間に挟まれたこの地域が、底平地なため
一番排水が大変な所です。

◆（図面を見ながら）あの青い太い真ん中 ◆上流は大通川という名前になっています
を流れている新川は、人造の川ですね。一 が、川の流れとしては 一本です。
番下から上まで全部ですか。

委員からの
意見・質問
、それに対 ◆（図面を見ながら）真ん中の左に、日本 ◆（図面を示しながら）説明を省略いたしま
する回答等 海に抜けているのもあるが。 したが、下流に流しきれないことから、昭和

55年からの事業（西蒲原農業水利事業）で、
トンネルを掘って、ショートカットさせてい
ます。また、ここにも１本トンネル(国上隧
道)を掘ってショートカットさせています。

江戸時代に大河津でショートカットして、
その後、それでも吐き切れない水をこことか、
こことかでショートカットして上流で抜いて
います。これは、この地域の排水の今の体系
を作ったと思います。

◆（図面を見ながら）上の方の青い所は、 ◆この辺（新潟市西区）は都市化してます。
海抜ゼロメートルで、いま水田地区か。 この川より向こう（新潟市中央区）は新潟

市の市街地ですので、この辺（新潟市西区）
は随分ベッドタウン化しています。

元々は、その青い所も含めた緑の所もそう
なのですが、水田ばかりでした。海沿いのこ
の辺（新潟市西区内野）でも海抜10ｍ弱位で
す。

◆昔は海か潟だった。 ◆平安時代とかの古図を見ると、この辺に山
があったりとか、ポッカリと海だったような
絵が残っています。どこまで本当か良く分か
らない状況ですが。

◆そうすると去年の夏の洪水被害（平成23 ◆そもそも去年の新潟地区の豪雨（平成23年
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

年７月新潟・福島豪雨）は、非常に大変だ ７月新潟・福島豪雨）をきっかけにして、こ
ったけど、この調査にとっては参考になる の業務を発注することにいたしました。
洪水ではあったのか。

◆西蒲原農業水利事業は昭和55年から平成15
年まで事業を実施したが、この事業のきっか
けは昭和53年６月の雨のパターンで連続雨量
348ｍｍでした。

このレベルの雨が降ったので水が吐けな
く、この事業を実施しました。

その後、平成16年にもかなりの雨が降りま
したが、（図面を指しながら）これがその時
の雨の総量と１時間当たりのピーク雨量で
す。(総量127mm 時間23mm）

（図面を指しながら）これが平成23年の雨
のデータで総量は、昭和53年程ではないが、
１時間当たりの雨量は53年を超えています。
(総量221mm 時間43mm）

排水に与える影響は、時間当たりに集中的
に降ることと、長い時間たくさん降ることの
両方が要素です。

そういう意味では、時間雨量が大きいとい
うことで、昨年(平成23年)の雨はかなり地区

委員からの の排水にとってインパクトの大きな事件でし
意見・質問 た。
、それに対
する回答等 吐ききれない部分が若干出たので、排水施

設の操作方法の改善という話になりました
が、大きな雨でも排水できるように、どのよ
うに操作をしたら良いのかを、コンピュータ
シュミレーションと絡めながらやりたいとい
うのがこの業務の目的です。

◆去年の洪水（平成23年7月新潟・福島豪 ◆全国ニュースで流れたのは２つあります
雨）の上空からの写真を見ると、人間の力 が、信濃川では堤防いっぱいまで水があふれ
ではどうにもならないと思うが。 かえらんばかりに流れていたのと、（図面を

指しながら）もっと上流の山の方で、五十嵐
川という川が氾濫しました。

手前味噌にはなりますが、新川流域地区は
一部湛水(たんすい)の被害は出ましたが、家
が水に浸かるとか、あるいは農産物に大きな
被害が出るとかは、結果的に起こっていませ
ん。排水ポンプがフル運転した結果として、
ぎりぎりの線でなんとか頑張ったという感じ
です。

◆あの（上空からのテレビ中継）画面を見 ◆稲は若干の水没には耐えられます。ただ最
たら、新潟のこの辺の米は全滅かと思いま 近新潟もこの辺り（新潟市西区）で、豆を作
したけど後で農水省にも聞いたら、収穫は 付けしています。
できたと聞きました。 枝豆ですが黒崎の茶豆という名前で売り出

あれくらい水が被っても水が、引いてし しています。全国区になっていませんが、地
まえば大丈夫なのですか。 域ではかなり有名でブランド化しています。

枝豆に水は駄目で、浸かると色が変わり商
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

品価値が全く無くなるそうです。枝豆の方は
被害が出ている地域もあると聞いてます。

◆１者しか応札しなかった原因が引っかか ◆仕様は、かなり細かい仕様書になっていま
りますが、例えば、ホームページで手続開 して、修正については、具体的にどういう内
始の公示は、具体的に内容はどこまで書か 容で修正しなさいとか、あるいはシュミレー
れるのか。 ションについては、どういうパターンの雨を

反映させるかとか、そういうことを細かく掲
載し公示しています。

仕様書は本日の資料としては付いていませ
んが、実際に具体的な作業が分かるものを作
成しています。

◆仕様書を見れば自分の会社でできるか、 ◆できるできないというよりは、効率的にで
できないかは判断できるのか。 きるかということと、商売として成り立つか

どうかということだと思います。
仕事の内容としてそれができる者は、１者

しかいないかというと、そんなことはないと
思います。

最初に申し上げたように、汎用プログラム
を使いますので、プログラミングのテクニッ

委員からの クとか必要ありませんから、データを直せば
意見・質問 良いだけなので、できる者はたくさんいるは
、それに対 ずです。
する回答等

◆分かりました。その後は、契約金額の大 ◆プロポーザル方式ですので、提案書の提出
小の問題になってくるのですね。 を受けます。その時にこだわったのは、解析

の部分が最終的な部分というよりは、それを
施設の運用方法につなげるところにこだりま
した。

データ解析の結果だけもらっても有り難く
ないものですから、ちゃんと施設の運転操作
ができるという部分をプロポーザルの中で、
どこまで分かっていただいているかを見よう
と思ったのです。

そうするとひょっとしたら、その部分がハ
ードルが高い要素かもしれません。

◆資料の入札参加表明者選定審査結果表に ◆大いに関係あります。
「予定管理技術者評価の中の資格要件」で
技術者資格があり、この受注業者は技術士
（農業土木）が在籍しているようだが技術
士という資格は、今回の本件業務とは何か
関係あるのか。

◆参加表明者選定基準の欄は、発注業務に ◆特別仕様書に、技術士とか農業土木技術管
関係ある資格をチエックするのか。 理士を配置予定技術者の資格要件としていま

す。

◆業務の内容ですが、コンピュータの操作 ◆与える雨のデータだけでも、６パターンあ
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

については、プログラム操作という室内で ります。
の業務の印象を受けるが、契約金額1700万 排水解析モデルを修正すると簡単に書いて
円となると、ちょっとピンと来ない。 いますが２万ヘクタールの農地の地形の標高

一般的には、大体そんなもんでしょうか。 の情報とか、ほ場整備後の水の流れがどちら
委員からの に流れるとかを地域ごとの小さなブロックに
意見・質問 分けてデータとして与える作業も量的にはか
、それに対 なりありますし、単純な作業としてもかなり
する回答等 大きなものです。

また、結果に基づいて操作をどうしたら良
いのかという、その辺はかなりクオリティが
高い部分ですので、知的生産という意味では
かなり重い仕事だというふうには思っていま
す。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

５ 一般競争契約（役務）
北陸農政局
自動車燃料の単価契約（第２回変更）

◆単価契約と名称のついた契約は、今回初 ◆予定の単価に予定の数量を掛けた数字とな
めてかもしれないが、当初の入札執行調書 っています。
及び契約変更に係る見積執行調書のどちら
も500万円台の金額が記載されているが、
年間の見込み金額なのか。

◆入札により自動車燃料の契約業者を決定 ◆入札書内訳にレギュラーがいくら、プレミ
した上で、単価を割り出して単価契約をす アムではいくら、というのを記載したものを
るという手順なのか。 提出していただき落札決定後、契約書に記載

することになります。

◆一般競争なので、まず業者を決定する時 ◆北陸農政局で、１年間に使うレギュラーガ
は、年間でいくらどれくらいの数量を使用 ソリンはこれだけ、プレミアムガソリンは何
するかが前提になるのだろうが、総額でま リッターというふうに算定します。
ず業者を決定し、決まった業者との間で単 そこで本局の場合は、北陸４県にまたがり
価契約を取り結ぶのか。 ますので、石川県で使う分は何リッター必要

か算出するほか、富山、福井各県各々算定し
ます。

委員からの それに対して総価で入札します。入札時に
意見・質問 は、各単価と数量を掛けて総額を記載して、
、それに対 提出することになります。

する回答等
◆入札時に総額で、ガソリンのプレミアム ◆はい。
とレギュラーがあると思うが、総額で決め
て、決まった業者とこの内訳についてもう
一回確認するのか。

◆年間契約、一年契約だが今回２回目変更 ◆はい。
だが、１回目変更で単価を安くしたという
のは、これは農政局側から申し入れたのか。

◆今回の２回目の変更は、契約業者の方か ◆単価は、常に変動すると思いますが、一定
ら変更契約願の書類提出があったことなの 程度以上の差が開いた場合は適正な価格とは
か。 言えないことになりますので、変更契約を行

ガソリンの場合特殊なのかも知れない うようにしています。
が、一般的に仕入れ単価が上下したことで、
その変更契約するっていうことは、通常あ
るのか。ガソリンはいろいろな特殊事情が
あるのかも知れないが。

◆これはある数値を決めておいて、例えば ◆自動的ということではないです。
20％変動があった場合に、自動的に改定し
ていく制度ではないのか。

◆業者としては、上がった時には上げても ◆下がる時は、こちらから言います。
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意 見 ・ 質 問 回 答 等
(詳細に記述すること。) (詳細に記述すること。)

らわなければいけないが、下がった時は黙
っていればいいことになるが。

◆これは一回下げたので今度逆に上がった ◆上がった時は、石油情報センターという所
時に、変更できませんとは言いづらかった で、２週間程度の間隔をみて、落ち着いた頃
という事情もあるのではないか。 で変更をしていくというような方法をとって

います。

◆ガソリンスタンドによって、石油の価格 ◆石油情報センターの情報と市販のスタンド
は違うと思うが、これは契約業者のスタン の情報を収集・比較し、市販のスタンドが安
ドで判断しているのか。 ければそちらの方を採用します。

◆大きな官庁は、ガソリン価格の変更につ ◆何パーセント変動したら変更するとか、と
いて共通の問題を抱えているわけだから、 いう規定はないです。
何パーセント変動したらとかの数値目標と
いうか、規定はないのか。

委員からの
意見・質問
、それに対 ◆ガソリン価格が何パーセント変動したら ◆石油情報センターの価格と連動させている
する回答等 変更する官庁はないのか。 所はあるみたいです。

◆そうすると、どの業者が応札してきても ◆前年度は、１者応札でしたが、今年度につ
同じ金額で決まってしまうと思うが。 いては、２者が参加してきました。

◆プレミアムガソリン契約はどの車種なの ◆平成15年式のトヨタクラウンを発注した時
か。 に、プレミアムガソリン仕様の車が調達され

ました。

◆ちなみに２者応札された場合は、どこが ◆ガソリンの使用する数量に対しての総価で
違うのか。 の勝負になります。

今回は、落札した業者よりも高い価格で応
札されたということです。

◆プレミアムガソリン仕様の車は、その１ ◆プレミアムは、１台です。
台だけか。 ◆15年式ですからもう10年近く経ちますの

で、更新時期が来ればなくなっていくと思っ
ています。


