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別紙のとおり 別紙のとおり

特になし

事務局：　　　　　　　　　

(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。

回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

(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
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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）
佐渡農業水利事業所
小倉ダム・外山ダム監視制御設備工事

◆既存のシステムに機能追加するという話 ◆同じです。小倉ダムのシステムは古くて改
かと思うが、既存のシステムを受注した業 良部分が多いのですが、これを佐渡市吉岡に
者は今回の業者と違うのか。 ある中央管理所へ送るためネットワークに載

せる工事です。

◆設計は誰がしているのか。 ◆水管理の設計は一般の設計コンサルタント
また、設計段階で受注者に話を聞くとい で行っています。

うことはないのか。 設計段階での関与はないです。

◆古いというのはいつなのか。 ◆小倉ダムのシステムについては平成17年で
す。

◆それくらいでこの類の機械は古くなるの ◆中央管理所で一元管理する設計を平成22年
か。 に行っているので、それから見るとこれが早

かったということで、これを築造するときに
委員からの 一元管理せずにダムを走らせる必要があった
意見・質問 ので、そういう意味で古いという表現をして
それに対す います。既に、平成16年の時点でこういう構
る回答等 想を盛り込んでいれば改良の項目も少なくて

済んだかと思いますが、小倉ダムは先行して
工事を実施していたので、この部分は改良の
余地が多いということで古いという表現にし
ました。

◆似たようなケースはどこでもあるが、５ ◆中央管理所の全体構想は平成22年度に取り
年しかたっていないのにシステム的に古く まとめたものですから、最初に整備した小倉
なるのか。 ダムでは、その構想が加味されていませんで
外山ダムはどうか。 した。

外山ダムは同じくらいの年度で設計したの
で、改良する部分はごくわずかでした。

◆５年前に造った小倉ダムの設備は三菱電 ◆特定の業者に偏らないように発注している
機(株)なのか。では、１者しかなかったと のですが、設備工事を実施した者の方が内容
いうのは、そういうことも背景にあるのか。 をよく知っているという意味では多少は有利
仮にＡ社が製作した物を５年後にＢ社が追 なのかなという程度です。
加というのは理論上できないと思うが。 １者応札になる前に、どういう業者が資料

を取りにきたかというのを調べてありまし
て、これは複数者が来たけれども入札に参加
しなかったというケースです。
入札の説明書を取りに来たけれども参加し

なかった業者に事情を聞きましたら、「既存
の改良なので、うちは不利ではないかと断念
した」というのが一つの理由です。
もう一つは、施工実績の同種工事の管理レ

ベルとして求めた要件(Ｙ－１Ａ以上）の実
績を有する技術者がその業者にはいなかった
ということで入札を断念したとのことでし
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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。)

た。
そういうことを参考にし、施工実績等の要

件のハードルを下げて再公告したのですが、
結局は応募してきませんでした。

◆Ａ社が製作した物をＡ社が機能追加する ◆そういうケースもあると思いますが、そこ
というのは誰が考えても有利でやりやす は調べていないです。
い。だから、一者応札となった背景もある
のではないか。全然ないとは言えない。全
国的に見ると、Ａ社が最初に製作して、機
能追加はＢ社が行うというケースはあるの
か。
恐らく、調べてみたら100％近く、Ａ社

が製作した物はＡ社が機能追加するのは当
たり前だと思うので、多分ないのではない
かと思って聞いた。

◆１者応札は２回目も１者の場合は３回目 ◆３回目はないです。
はないのか。

委員からの
意見・質問 ◆なぜか。 ◆農水省の試行という位置付けです。あくま
それに対す でも一般競争入札の公募をかけて、要件を最
る回答等 大限緩和して入札参加を促すというので、そ

れも１回までです。２回目も１者だった場合
はそのまま入札を継続する。そうしないと工
期が決まっていますので、効果発現するため
にも最大限の努力をして公募をかけて、それ
でも１者という判断で１回だけ再公告を実施
することにしています。

◆「競争参加申請者が１者だった場合に手 ◆そのまま継続します。
続きを中止する」と入札公告に書いてある
が、競争参加申請者が複数で参加資格を審
査した結果１者だった場合は、中止せずに
そのままずっと続くのか。

◆再度の公告で工事実績の要件を落とした ◆それはないです。
との説明だが、管理レベルＹ－１Ａ以上と
いう要件は、入札する業者は自分がこのレ
ベルにあると分かっているのか。解釈に争
いがあることはないのか。

◆一般競争入札方式の契約手続の流れを見 ◆いわゆる低入札対策にもかかってくるの
ると、施工体制の確認は必ず開札の後にす で、それによって確実に施工できるかどうか
るのか。 を具体的な金額で判断してヒアリングしま
それは入札金額を前提にした施工体制で す。

チェックするという意味か。入札前にチェ
ックすると、その結果によって金額が変わ
ったりしないように、金額を固定しておい
て、その金額を前提に確認するのか。
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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。)

◆今回はたまたま１者応札で、施工体制の ◆入札執行調書に調査基準価格があります。
評価が30点満点、これは比較するものがな その予定価格の範囲に入っていますので、通
いから満点になったのか。 常であれば、これで十分、施工は確実という

ことです。調査基準価格よりも低入札になっ
た場合は、下請を圧迫する可能性があるとい
うことで、もっと厳しい施工体制の調査をし
て、30点が10点になったり、０点になったり
します。この場合は１者で範囲に入っていた
ので標準の30点を与えています。

◆１者応札でも調査基準価格より下回って ◆そうです。
いれば厳しい審査をするのか。

委員からの
意見・質問 ◆遠隔操作というのは１か所だけか。将来 ◆ダムについてはこの２か所だけです。幹線
それに対す ３か所、４か所を同時にするという計画の 用水路にゲートが付いていますので、それの
る回答等 中の２か所なのか。 操作は中央管理所で行うゲートが何か所かあ

ります。

◆２か所しかないのに遠隔操作する意味が ◆ダムは大量の水をためた重要施設ですの
分からない。 で、そういう意味ではきちんと管理する必要

があります。

◆事業所で、もともと必要があると思われ ◆もともと水管理施設の構想はありました。
て予定していたのか、あるいは業者から機 ただ、具現化するのが事業の最後になってく
能追加した方がいいという指摘があって出 るので、どの事業でも事業完了の間近になっ
てきた話なのか。 てから取り組むような状況です。

それから中央管理でなぜやるのかという話
については、ダムの運用は、ダムに入ってく
る水とパイプラインで使う水の両方を見なが
らコントロールするということで、いかない
となかなかうまくいかないので、一元的に管
理するというように御理解ください。

◆仮に工事をせずに一元管理しなかったら ◆昔のダムにあったのですが電話連絡の方法
どういう事態になるのか。 です。ダムに管理者がいて、「水が足りない

から流してください」というこれまでのよう
なやり方が考えられます。現在は通信網が発
達したり、ゲートの回路や流量の情報を目視
で集められますので、そういうもので操作す
るということです。
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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。)

２ 随意契約（工事）
九頭竜川下流農業水利事業所
北陸本線森田・春江間115ｋ453ｍ付近
用水管線路下横断新設工事

◆手続の流れで最初にJR西日本金沢支社宛 ◆そうです。JR西日本金沢支社の方で作業内
てに実施協議書を提出とあるが、この工事 容、見積り等を取ってもらい、その中身を事
が随意契約になるのは何となく分かるが、 業所で確認して、それでいいということで80
水路が軌道に影響する可能性もあるので、 0万円の限度額で工事を実施しています。
農政局が費用負担するからJR西日本で対応
してほしいという話か。
特に事業所側で設計したり仕様を指定す

ることもないのか。

◆見積書は徴収していて、内訳はあるのか。 ◆見積りの内訳は、作業員が何日か張り付い
て、どのようなスタイルでするのか、その作
業内容を事業所でチェックします。

◆JR西日本の用地の下をくぐるのに使用料 ◆JR西日本と三年ごとの更新で土地賃貸借契
や土地代は要るのか。 約を結んでいます。また、支払については、

委員からの 毎年JR西日本からの請求に基づき支払いをし
意見・質問 ています。
それに対す
る回答等

◆実際に行うのは関連会社かと思ったが、 ◆実際はJR西日本の管理者が付いて、現場の
JR西日本なのか。 作業はJR西日本の下請業者が行います。責任

問題や最後の管理の難しさがあるので、それ
はJR西日本の社員が直接します。

◆今回の契約は工事という位置付けになっ ◆公共機関の間で工事を受託する場合は協定
ているが、工事請負契約はなくて、その代 に基づきお金を支払います。通常の工事の場
わり協定書を取り交わして契約となるのだ 合は、予定よりも少ない額で済んだ場合は、
が、協定書をもって契約という形態は割と 協定に基づいて算出してお金を返してもらい
あるのか。これは特殊な案件なのか。 ます。この場合も同じで、最終的に精算して

813万円を払う必要がなければ払いません。

◆事業所が発注ということで、工事でいう ◆いや、現場でどれぐらい進捗したのかとい
と通常完成検査があるが、完成検査的なも う状況は、お金を支出するからには正確にチ
のや工事途中の施工体制のチェックはしな ェックします。
いのか。丸投げではないのか。

◆工事施工位置図を見ると既に線路の下を ◆本工事は６月中旬に線路をくぐっていま
３本くぐっていて、４本目になるのか。 す。現在はモニタリングです。
残りの三つは大分前にできているのか。 残りの三つのうち金沢方面の二つは２～３

年前にできていて、福井方面のはもっと古い
です（19年）。

◆最初から４か所ぐらいと分かっているの ◆分かっています。
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。)

委員からの ◆１か所だけ線路をくぐって枝分かれすれ ◆水路の配置がこのようになった方がいいと
意見・質問 ば１回で済むような気がする。 いうことで、４か所になっています。
それに対す
る回答等
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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。)

３ 簡易公募型競争契約（業務）
土地改良技術事務所
平成24年度設計材料単価実態調査業務

◆技術支援対象の国営の土地改良事業所な ◆そうです。
どは事業実施主体で設計や積算をしている
のか。

◆今回の業務の実勢取引価格は民間のもの ◆定期調査では、資材価格のデータ等の調査
が公表されていることはないのか。建設物 をして電子化されたデータをもらうようにし
価などが雑誌になって本屋に売っていたり ています。積算上、電算化するための経費だ
するが、ああいうものは限られた分野だけ けしか計上していません。我々が調査に力点
で、国営の土木の関係で活用できるものは を置いているのは、市場性が非常に少なくて
ないのか。 自ら調査する項目です。

◆土地改良技術事務所で主体的に調査しな ◆確かに民間でもできますが、ただ２万件の
いと民間に任せていても収集できないの 調査を初めて民間が参入して調査するのは難
か。 しいと思います。

委員からの
意見・質問 ◆この業務の成果物は各事業実施主体に貸 ◆「情報ネットワークを活用した業務システ
それに対す し出したり、コンピュータでネット化する ムの開発と運用」の業務システムの中に積算
る回答等 のか。 システムがあります。これは国営事業所職員

また、その成果物は民間に流れないよう は誰でも利用することができる歩掛と単価表
に、民間とは一線を画した形で管理するの があります。そこに今回得られた成果を直ち
か。 に入れていくと最新の価格での積算ができる

という流れになっています。
基本的には必要があれば誰にでも提供でき

ます。例えば、県営事業所に対しても提供し
ています。

◆これは地域ごとの単価が違うという説明 ◆石川県内では国営事業所を実施していませ
で、新潟、富山、福井と、石川は抜けてい ん。
たが、どういう意味なのか。

◆予算額はどのように積算されるのか。 ◆過去の調査に用いた歩掛等を参考にしなが
ら１品目当たりどの程度の歩掛(ぶがかり）
になるのかを参考にしています。例えば、仮
にここに２万品目の調査をするとすると、調
査に非常に慣れた方が１日に、500品目調査
できるとすれば２万品目を500品目で割って
計算します。

◆１日当たり幾らかというのは決まってい ◆ここ２～３年の調査の予定価格を検討した
るのか。 ときの書類を参考にしています。

◆今回参加表明した２者は何年か前に談合 ◆過去の談合の件と、今回の入札との関連は
の件で指名停止になっているのを御存じ 分かりません。
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。)

今回は１者が予算額の2000万円ぽんと入 業務が極めて特殊な調査であるということ
札して、もう１者の方は細かい金額を入札 は御理解していただき、今回、こういった調
していて気持ち悪い金額になっている。 査に長（た）けている者が応札に参加表明さ

れました。

◆これだけでは談合があったのかを判断で ◆予定価格が、250万円以上の工事と1,000万
きないが、内部的にチェックする体制はど 円以上の総合評価落札方式での業務におい
うなっているのか。 て、入札書の提出と同時に内訳書の提出を求

めており、その内容に疑義があった場合には
落札者の決定等を保留し、当局総務部長を委

委員からの 員長とした「北陸農政局公正入札等調査委員
意見・質問 会」で調査・審議することとなっています。
それに対す
る回答等

◆参加表明者選定結果表の見方を教えても ◆参加表明されたときの評価の視点は企業評
らいたい。黄色の着色欄が２か所あるが、 価と、どういう管理技術者を配置させるのか。
これはなぜか。実績がなかったなら他方の 実績があるかないかということです。
者の左の０の欄にも色を塗らなければいけ 色の意味はありません。合計点の順位で評
ないのではないか。私は片方が２で片方が 価します。
０なので、それに注目しなさいという意味
での色塗りかと思ったのだが、色は無視す
ればいいのか。

◆最新の設計材料単価のデータをバージョ ◆毎年です。
ンアップしていくということだろうと思う
が、何年かに１回は同じようなことをする
のか。

◆前年も今回の落札者が受注したのか。競 ◆大変な作業量なので、問い合わせるメーカ
争契約になっているが、毎年やっていると ーや販売店がたくさんあります。そこは応札
ころはノウハウがあって有利なところはあ 者がそれぞれ持っているノウハウ、テクニッ
るのか。 クがあると思います。
１回やると顔がつながったり勝手が分か

るので、１回目をやったところは２回目、
３回目は安い金額でやりやすいということ
になっているのか。
企業自体もデータベースを作って、連絡

先が分かるようになっていると思う。
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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）
柏崎周辺農業水利事業所
市野新田ダム試験計画他検討業務

◆発注業務の中身は業務説明書を見てもら ◆まず、「技術提案書の提出に関する公示」
うことになるのか。 に業務内容が書いてあります。

９の（1）に「詳細は、業務説明書による」
とあり、これをもう少しブレイクダウンした
細かい内容を書いたものを公表しています。

◆「技術提案書の提出に関する公示」を見 ◆電子入札システムからPDFでダウンロード
ると業務説明書は電子入札システムより公 してもらいます。
募すると書いてあるが、これは具体的な媒
体はどんな形で受け渡すのか。CD-Rに交付
を希望する場合はということも書いてある
が、これは通常はどういう形で交付してい
るのか。

◆入札する目的がない者もダウンロードで ◆資格名簿ということで、参加できる者は専
きるのか。 用のカードを持っていて、カードを持ってい

委員からの また、誰がダウンロードしたのか分かる る方だけが入手できる形になっています。
意見・質問 のか。 ダウンロードシステムは入札の専用システ
それに対す ムで、どの者が見ているかは全て一覧で出る
る回答等 ので確認できます。

◆ダウンロードしたい場合はカードをもら ◆専用の認証カードが必要です。
わないとできないのか。 公告自体はホームページ上に掲載しますの
参加した者に全部カードを渡さなければ で、公示分自体の入手は誰でもできますが、

ならないのか。 更に詳細な資料は名簿に登録されている者だ
けが入手できる仕組みになっています。

◆名簿は２年ごとに更新します。

◆名簿に登録された者がカードを持っていま
す。

◆指名競争ではないと思うが、そこで絞ら ◆公示については農政局のホームページ上か
れてくるのか。 ら誰でも入手できます。

◆これを見ても業務の中身は分からないの ◆申請されている内容でチェックしたり、業
で、カードを持っていないと分からないと 務実績は農林水産省の業務実績情報システム
いうことか。 (AGRIS:農業農村整備事業測量調査設計業務
今回の受注者は業務の受注で割と名前の 実績情報サービス)のデータベースにより客

出てくるところだが、参加表明者選定基準 観的にチェックしています。
の評価は毎回特別にしているのか。分かっ
ているから前のデータを借用するのではな
く、その都度チェックしているのか。

◆データベースを使っているのならそんな ◆参加表明者が多いと相当の事務負担になり
に極端な事務負担はないのか。 ますが、今回は１者なのでそれほどではない
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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。)

です。

◆今回なぜ１者になったか原因分析はして ◆ダウンロードした業者５者に聞き取りをし
いるのか。 て、一番多いのが、土質、地質の問題と、気

象条件で、ここは雪が相当降るので、雪の前
後には湿潤な土を押し固める管理をどうする
かなど高度な専門技術が必要になります。自

委員からの 分たちの技術や技術者がそこにうまく配置で
意見・質問 きるか分からなかったので断念したというこ
それに対す とがあるようです。
る回答等

◆技術提案書審査結果表の評価対象で「技 ◆Ｃが標準で、Ｂが優れています。こちらの
術提案書評価」は各項目Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ、 求めるものがあるので、その求めるものを念
Ｂ、ＢとなってＣが圧倒的なのは、１者な 頭に置いて審査していますので、どうしても
ので比較のしようがないが、余り良くない 厳しめの評価になってＢが少なくなります。
と思っているのか。 高度な技術ゆえに公募型のプロポーザル方式
地域性に限って割といいのかと思うが、 を採用しているものであり、審査結果は５人

あとは標準というか、まあまあというか、 で行ったものを平均しています。
優れていないというか、ほかにいないから
おまえにしたということか。

◆プロポーザル方式になっているのは、余 ◆そうです。こちらがこういう試験をすれば
り代替性のない業務なのか。中身を見ない いいとか、こういう計画を立てればいいとい
と判断できないのか。 うのが分かっていれば、その業務内容で評価

をしますが、それまでコンサルタントの持っ
ているノウハウや技術的知見など技術者の高
い技術力を総合化して提案してもらって、そ
れを評価するということですので、相当難し
いものを行う場合にプロポーザルを採用しま
す。



- 10 -

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）
西北陸土地改良調査管理事務所
手取川流域地区

土地所有状況調査等業務

◆この事業は以前にも関連で出てきたと思 ◆今回の手取川流域地区の事業については、
うが、土地改良事業とは今ある土地がどう 地番ごとのほ場に関して変更はないのです
改良されて、どう変わるのか。 が、そこに取り入れる用水路や頭首工の改修

を行うということで施設が新しくなることに
なっており、それの手続を土地改良法に基づ
いて行った上で、事業を実施します。

◆田んぼの形が変わるのではなく、用水路 ◆そうです。手取川流域地区は用水改良を行
のコンクリートが良くなるということか。 いますので、白山頭首工と用水路が改修され

ます。

◆それに関わる者１万人の同意を取った ◆前年度業務でデータベース化をある程度し
り、いなかったら先祖を探して全部調べる ています。
のか。1000万円で１万人というのは大変な
ことだ。

委員からの
意見・質問
それに対す ◆１万人の基礎データはあるのか。それを ◆基礎データを作るに当たって、土地改良区
る回答等 調べると大変だが、あるものを使えば実に が現在持っている賦課台帳や市町村が持って

簡単なものなのか。 いる農地基本台帳からのデータを移行させ
て、それの突合する作業になりますので、実
際一つずつ新しく調べるということではあり
ません。
しかし、簡単というわけではありません。

◆受益地の情報を精査するとなると戸別に ◆必要ならばそのような形になります。土地
訪問調査することを想定されているのか。 改良区であれば土地改良区の管理者が一筆ご

とに賦課金を取るので賦課台帳が整備されて
いますし、土地改良区に入っていないところ
は農地基本台帳で面積や所有者があるのです
が、それを重ね合わせたときに、誰の土地で
もないとか、土地の所有者が二人出てきたと
なったときに、土地改良区も知らない、関係
市町も知らないということになれば、その地
番の集落へ行って、この土地はどなたのもの
で、相続がどのようになっているのかという
調査が出てくる場合もあります。

◆それぞれの田んぼの権利関係をきちんと ◆水路の改修ということで、今までの農業が
確認しようとするとこの金額ではとても足 大きく変わらないのかもしれませんが、改修
りない。そうかといって、農政局が費用負 費の負担は、ここに散らばっている１万人の
担をしなくてはならないのかとも思う。農 受益者に賦課しなければいけないので、後々
業委員会のデータを拝借するということも こじれるのは許されないので、きちんと正確
あるかもしれないが、農業委員会のデータ にしていただかなければいけないと思いま
は保有目的も違うと思うが、正確なものだ す。そこは土地改良法上でもきちんと定めら
と思えない。本当にここまでやらなければ れています。
いけないのかと考えないのか。表向きのデ
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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。)

ータなら自治体から拝借してくればいい話
なので、相続関係まで調べようとするとこ
の金額ではとてもやれないと思う。換地の
話になれば土地改良区が自主的にするのだ
ろうが、農政局で水路の付け替えのために
こんなことをしなければいけないのかと思
うが、そんなことは問題にならないのか。

◆土地改良の発注者に、中途半端な調査し ◆データをきちんと管理して日々の更新をし
たものをまた貸与するという話か。土地改 ていこうと思うと、それだけでコストがかか
良事業の事業実施主体はそれを真に受けて ります。土地改良事業団体連合会が自動的に
進めたりするのだろう。本当にするのなら 持つような形の仕組みにはなっていないとい
徹底的にしなければならないと思うが、農 うことです。
政局が費用負担しなければならないのか。
受注したのは土地改良事業団体連合会で、
ここは自分の費用を負担してしないのか。
あくまでも農政局が費用負担しなければい
けないのか。土地改良事業があれば必要に
なってくるデータなので、土地改良事業団
体連合会が主体になってしてはどうかと思
うが、そういうわけにいかないのか。

委員からの
意見・質問
それに対す ◆基準年はいつになるのか。これは費用を ◆基本的に事業を仕組む前までということ
る回答等 基に変わってくる。工事をする前に調査を で、今回の場合も同意聴取を来年１月から始

するのか。 めると、整理作業は９月末くらいに一度締め
ないとデータ整理ができません。事業を実施
する前に、できるだけ最新のデータというこ
とで可能な限り更新します。ただ、それで１
月の同意聴取で三条資格者の同意者名簿が作
成できないと困るので、事業所は９月末に締
めて、そこで関係者を整理します。ただ、当
然10月以降にも変更が出てくると思います
が、その場合は同意聴取しながら、その時点
で変更修正していきます。

◆個別の同意書は必要なのか。調査の中に ◆土地改良事業については、過去の事業で裁
は土地改良委員とかがいるので、その方の 判などあった関係上、個人の署名押印をきち
サインでよかったのではないかと思う。 んと取るように指導を受けています。

◆これは一般競争になっているが、受注す ◆一般競争の方が広い範囲で応募者は集まり
るのはここしかないという気がするが、ど やすいです。ただ建設コンサルタントのよう
うして一般競争になるのか。 に技術力的なものよりは労務提供のところが

多いので、役務の提供の一般競争ということ
で公募すると入札・契約手続審査委員会で決
めて進めています。

◆これは農地の変更届出は出すことになっ ◆ある程度は整備されているのですが、中に
ているが、それを確認することでは不十分 は出し忘れも若干ありますので、どうしても
なのか。 整理する必要があります。
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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。)

委員からの ◆受注した土地改良事業団体連合会は自治 ◆応募したのは石川県土地改良事業団体連合
意見・質問 体ともつながりがあると思うが、ほかに参 会のほかは普通の民間コンサルタントで、入
それに対す 加しようとしたところはそうでないのか。 札説明書をもらったり説明会に参加しており
る回答等 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。)

６ 随意契約（役務）
北陸農政局
平成24年度収入減少影響緩和対策

積立金管理業務委託事業

◆「担い手育成総合支援協議会」という名 ◆任意団体で、構成員は県、市長会、町村会、
称になっているが、これは法人なのか、組 農協系統の例えば全農の県本部、中央会、日
合のようなものか。 本政策金融公庫などがメンバーになり、農業
業務の受託をするためにできている協議 の担い手を育成するための支援をしていま

会なのか。 す。
以前から農業の担い手を育成するための支

援事業をしていて、その中で農業施策に精通
しているということで大臣がこの団体を指定
しています。

◆前段の話で収入減少影響緩和対策がある ◆理由は問わないのですが、これは最近５か
が、収入減少にはいろいろな理由があるが、 年のうちの最高と最低を除いた、３か年を平
どういうことを意味するのか。 均した収入が10万円でしたが、今年は９万円

にしかならなかった。その場合の１万円につ
委員からの いて９割を補てんするというイメージです。
意見・質問
それに対す
る回答等 ◆極端な例で、仕事をさぼって遊んでいて ◆10割補てんにしますとそういうことが出て

作柄が悪くて減少しても理由になるのか。 きますので、９割しか補てんしないというこ
とにして営農意欲を持っていただきたいとい
うことです。

◆農業共済と並立するだろう。どちらから ◆農業共済の場合は自然災害等で収穫できな
も出るのか。 かった状況になった場合に補てんされるとい

うことで、こちらは再生産が図られるように
収入の減少を補てんしているということで
す。
両方出る場合もあります。

◆これは国の政策なのか。そうすると石川 ◆４県とも同じように実施しています。
県、富山県も同じようなことが考えられる
のか。

◆石川県はどこが委託先になっているの ◆「財団法人いしかわ農業人材機構」です。
か。 担い手を育成するための組織であるのは同じ

ですが、石川県は担い手育成を担っているい
しかわ農業人材機構に管理していただいてい
ます。

◆収入減少影響緩和対策積立金管理業務委 ◆実績を見て精査していかなければいけない
託契約書で、毎年更新を予定している単年 と思うが、基本的にはこのようなペースで動
度契約で、委託費は毎年790万円ぐらいな いていくことになっています。
のか。




