
平成２４年１１月２８日（水）北陸農政局第２会議室

宮前　 悟 （弁護士）　　松木　浩一（公認会計士）

小倉　正人（ジャーナリスト）
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（ホームページ掲載日：平成25年1月11日）

開催日及び場所

審議対象期間

標準型プロポーザル

 工 事

 業 務

指
名
競
争

その他の指名競争

指
名
競
争

随
意
契
約

一般競争

その他の随意契約

公募型プロポーザル

公募型指名競争

委員

審議対象案件

 物品・
役務等

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

一　般　競　争

指　名　競　争

随意契約（企画競争・公募）

随意契約（その他）



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）
柏崎周辺農業水利事業所
市野新田ダム付替市道１号橋梁上部工

他工事

◆３者の競争参加申請があり、最終的に２ ◆１者は８月22日、もう１者は８月10日に辞
者が辞退したが、どの段階で辞退している 退を文書で提出されています。
のか。 １者については、ほかの工事を落札したの
また、辞退の理由は何か。 で、予定配置技術者を確保できなくなったた

め、もう１者は、積算内容が多岐にわたり、
時間が不足したためということです。

◆説明資料の評価点数の総括表に評価点と ◆評価点そのものは知らされません。
評価時状況があり、７月26日時点で評価が
出ているということだと思うが、評価点は
入札の前に当事者に知らされるのか。

◆落札業者の評価の数字とあとの二つとは ◆偶然だと思います。点数は事前に伝えない
明らかに差が出ている。これらは単なる偶 ので、それは分からないと思います。
然か。これだけ差が付いているから辞めた
という常識があるのではないかと思う。

◆評価項目の「簡易な施工計画」のところ ◆工事ごとに、評価の着眼点という課題が違
で、落札業者とほかは大きな差が付いてい っているので、この工事に関しては、説明資
る。「簡易な施工計画」というのはこの案 料の評価点数の総括表の「評価の着眼点」を

委員からの 件固有の評価項目なのか。 技術提案の課題として出しています。それは
意見・質問 工事によって全部違います。
それに対す
る回答等 ◆入札手続の中止を回避するために、最初 ◆それは分かりません。

に「競争参加資格確認申請書及び競争参加
資格確認資料」だけが複数の申請者から出
て、実際はほかの申請者は最初からやる気
がないが、入札の中止を回避した上で、や
る気のあった１者だけ入札したのではない
かと思える。

◆ここの仕組みから考えると、これまでも
工事の案件で途中辞退しているものも多い
ので、そういうこともないのかと思う。特
にこの案件に固有の評価対象で得点に差が
付いているのでそのような気がする。その
辺は注意していただきたい。

◆評価点の項目の「企業評価」に「地域へ ◆地域の清掃活動やボランティア活動等に継
の貢献、地域貢献活動への支援」があり、 続的に参加している場合は加点がもらえる仕
ここでも評価点に若干差が付いているが、 組みになっています。
具体的にどんなところで判断されたのか。

◆それは業者から何か示されるのか。 ◆その参加は、主催団体からの証明書によっ
て確認しています。「何とかクリーン作戦」
などの証明が多いです。

◆大体清掃活動だ。

◆今の工事は上部工事だが、下部工事はい ◆23年度で、下部工事の業者は同じではなか
つごろ、どの業者がやったか分かるか。 ったかと思います。
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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。)

◆12者交付されて、３者しか提出していな ◆それは聞き取り等をしていないので分かり
いということで、随分開きがあるが、これ ません。
はどういう理由なのか。 魅力がないこともないと思います。
そんなに魅力のない工事だったのか。

◆説明資料の入札公告の「２競争参加資格」 ◆これは農林水産省統一で、過去15か年遡っ
に（５）施工実績とあり、「平成９年度以 て施工実績を評価するということが決まって
降に元請け・・・」と書いてある。15年間 います。
ということかと思う。ここで線引きをする
のはガイドラインのようなものがあるの
か。

◆入札公告の２競争参加資格（８）に北陸 ◆国交省や北陸農政局など、案件によって指
農政局長から指名停止等を受けている期間 名停止期間は変わると思うが、ほとんど連動
中でないこととあるが、例えば自治体など していると思っていただければと思います。
で指名停止を受けるケースもあると思う 先程報告した例は、福井県としても指名停
が、それには漏れなく連動されているのか。 止をしているし、これは建設業法の処分権者
例えば本件と関係ないが、先程の報告の が福井県知事なので、そちらが業法違反で、

指名停止のものを見ると、福井県の指名停 指示処分を受けたということです。業法違反
止にはなっていないけれども、農政局では ということで、例えば国交省であれ、われわ
指名停止になっているということなのか。 れも同一に指名停止します。

◆入札公告の２競争参加資格（10）で、暴 ◆そうです。今年はありませんが、過去には
力団排除の関係で、「警察当局から、部局 ありました。そういうシステムになっていま
長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配 す。

委員からの ・・・」とあるが、これは各県の県警から
意見・質問 このような通報があるのか。案件としては
それに対す 出てきていないけれども、一応そういう通
る回答等 報が来るシステムになっているのか。

◆これは一般競争入札だが、この場合、応 ◆今回の場合は橋梁工事なので、入札公告の
募される方が非常に少ないと思うが、もう 競争参加資格に、極力競争性を確保するとい
少し応募者が多くなるような方法や方策は うことで、本来であれば、土木一式工事で「Ｃ
何かあるか。橋梁上部工事なので、関連す 等級」の業者の対象工事ですが、さらに競争
る工事を検討しているのであれば、それを 性を確保するために、上位等級の「Ｂ等級」
含めて魅力ある工事案件にするにはどうす の業者も参加してもいいと幅広に公告をした
るのか。 案件で、そのような努力もしています。

◆それでも少ないというのはどういうこと ◆特殊な橋梁工事ということもあります。ま
か。 た、発注時期が７月の公告案件は他省庁の工

事も集中して出る時期でもあります。入札公
告の内容を見て、実績や配置予定技術者の確
保などを各企業が判断して、12者は興味があ
ったかもしれませんが、結果的に３者になっ
たと思います。

◆業者は、本当にその工事を請けて、採算 ◆我々も極力競争性を確保するために、あえ
が取れるかどうか、魅力ある工事かどうか て、このように１者の場合は、以後の手続は
で判断するので、魅力があれば応募も当然 中止するというところまで踏み込んで書いて
増えてくるのではないかという思いがあっ います。ただ、公告するときには、要件緩和
た。 を十分念頭に置きながら、競争性を確保する

ように努めています。
この２者は参加してすぐに応募を取り下げ

たわけではありません。先程の簡易な施工計
画というのは、相当現地を見て、自分たちで
施工計画書を作ることになり、相当経費もか
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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。)

かります。そのような中で、札入れ前に辞退
したという状況ですので、そのような恣意性
はないと思います。

◆昨今、土木関係の業者は公共工事が減っ ◆今回の工事は、特殊な橋梁工事(プレスト･
たということで、かなりピンチであると聞 コンクリート橋)で通常の一般的、標準的な

委員からの いている。そのような状況から見ると、も 橋梁工事ではないので、地域の施工実績から
意見・質問 う少し競争があって普通ではないか。 いっても本来数が少ないということもあっ
それに対す て、少し少なかったのかなとは思います。
る回答等

◆新潟県は、昨年の23年７月に新潟・福島豪
雨があって、その災害復旧がちょうど24年度
に入ってから多く出ていますので、その関係
で業者もかなり受注を抱えているのではない
かと思います。
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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所
高椋新江１号用水路五領川横断その２
工事（第３回変更）

◆もともと工事がこのようなことになった ◆濁りの処理については、別に井戸をもう１
のは、最初の工事によって井戸水が濁った 本掘って、そこから水をくみ上げて給水しな
からである。当然、濁らせた人が責任を取 がらこの工事をやっていました。もう１本の
らなければいけない。進めると、また別の 井戸を掘ったので、実際には泥水を処理する
案件が出てきて、それも原因発生者が処理 ことはなかったのですが、この工事で矢板を
しなければいけない。予定外のことが起き がんがん打ち込んでいる間、古くからあった
て、その１、その２、その３と同じ業者が 井戸は濁り続けていました。それは観測をし
やっていくということになると、悪く言え ています。
ば、原因を作った自分の責任で、次々新し
い仕事が入ってくるという感じにならない
か。
それから、井戸の濁りは工事をやめたら

すぐに止まったのか。それとも別の工事が
必要だったのか。

◆もう１本の井戸を掘った工事はどこの誰 ◆これは同じ九頭竜川下流農業水利事業でや
がしたのか。 っています。

◆井戸を掘るのはまた別の工事でやるのだ ◆濁ってしまったので、余分なお金がかかっ
から、また余分なお金が要る。 ています。止めることはできないので、もう

委員からの 濁りを生じた人が自分の責任で濁りを止 １本井戸を掘っています。
意見・質問 めたわけではない。新しい工事が生じたた
それに対す めに別のお金がかかったということであ
る回答等 る。

◆その１工事は、もともと競争で決まった ◆通常の一般競争入札です。
か。そのときの落札率は分かるか。

◆その１工事とその２工事に分けて、その ◆工事を別々に発注すると経費が余分にかか
２工事を随意契約にしたというときに、契 ります。最初に発注した工事の経費と後で発
約金額を決めるに当たって、２期に分かれ 注した工事の経費があって、後の方は単独で
ることになった点を考慮して、金額交渉な 経費を算出するが、もしも一緒に発注したら
りはしないのか。 経費はどれぐらいになるかということで算出

します。そうすると全体の額が小さくなりま
す。その中から、前の工事で支払った額を差
し引いて、残りだけで経費を算出し、その２
工事の経費にしています。従って、実際は諸
経費について低くなっています。

◆先程審査した橋梁工事では下部をやった ◆別件工事として、違う年度に期間が開いて
ところに、新しい工事として上部を発注し 発注しています。そういう場合は合算するこ
て、同じ業者が工事をやっている。あれは とはしないので、別件工事として単独で積算
上部と下部が少し違う工事なので別にした して発注しています。
という説明があった。今の話と一緒にすれ そのようなルールにはなっていないので、
ば、初めから一体の工事で、通しでやれば 別件工事ということでやっています。
よいのではないか。

◆この件は２期に分けたことで、その１工 ◆そうです。
事の方はやはり減額変更になっているの
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。)

◆今回の見積執行調書は５回見積書を提出 ◆建設工事の契約の場合にあっては、見積執
して、最終的に予定価格どおりの額で採用 行回数は原則２回を限度としていますが、今
されている。 回の変更契約の場合、業者は、実際の工事等
変更契約で、結局は随意契約のようなこ の作業を終えていますので、何回も見積書を

とにするのであれば、極端な話、最初に大 提出して予定価格の範囲内になった時点で採
きな数字を出して、５万円ずつ減らしてい 用となります。
けばどこかで一致するのだろうが、見積の
回数を制限したりしないのか。

◆例えば、当初契約で、かなり競争した結 ◆変更契約時点の設計金額に、当初の請負比
果、落札率が低くなり、そこの穴埋めを変 率による査定をして変更時の予定価格として
更が生じた際にするということが起きない います。
ようにしなければいけないと思う。

◆どちらにしても随意契約のようになるの
であれば、価格を決めるに当たって、そう
いうものが発生した原因なども考慮に入れ
て、単に予算内に収まっていればいいとい
う感覚ではなく、そのようなシステムがあ
ればと思う。
そうでなければ、当初の契約は形式だけ

の話で、最終的に何度も変更が出てきて、
そこで利益を上げるというところが出てい
るのではないかという気がする。

委員からの ◆この前、インターネットに、どこかの地 ◆あります。
意見・質問 方整備局の随意契約見積心得が公表されて
それに対す いたが、あのようなものは農政局にもある
る回答等 のか。

◆それはあくまで当初の随意契約の際に適 ◆両方に適用されます。
用するものか。変更契約のときは適用され
ないのか。
その内容は忘れたが、いいことも書いて

あったように思うが、見積の内訳まで出し
てもらい、変更の際にもっと交渉できるよ
うな内容がいいかと思う。

◆この工事のその１工事は23年度にやって ◆五領川横断という前工事は、23年度にやっ
いる。そのときの入札価格が２億３千万円 ています。年度内に終わる予定だったのが、
だが、この工事の成否はどうだったのか。 所長が説明したとおり、様々な事由から２か
工事がうまくいかなくて、その結果出てき 月ぐらい中止期間があって、年度内に終わら
たのがもう１回復旧工事が必要になってく ないということで随意契約をしました。
るということではないのか。

◆トータルで３億円になってしまうのか。 ◆工期が遅れたことによって、追加の工事が
出てきました。もともと工期は３月いっぱい
に全部終わっていて、水路も河川も元どおり
に戻すことになっていました。しかし、水路
は仮復旧工事の状態、河川も仮復旧工事の状
態で、３月いっぱいに工事が終わらないし、
４月からは、かんがいが始まるので水を通さ
なければいけません。しかし、水路ができ上
がっていないので、仮復旧ということで、仮
廻しの水路を通して、その経費がかかってい
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。)

◆そういう工事の業者側の責任問題は発生 ◆責任問題は発生しません。
しないのか。 特に予算執行の制約はありません。減額す
トータルで３億円を超えてしまうが、予 るのは、先程ご説明しましたが、合算査定で

算執行上どうなのか。減額する要素はあっ 諸経費の方から減額します。
委員からの たのではないか。
意見・質問
それに対す ◆民間の工事であれば、設計に問題があっ ◆井戸水の場合は、水脈があって、割と近い
る回答等 たら請負業者は全く負担しないということ 所でも何の影響もない場合があるし、同じ水

はあまり通用しない。設計に問題があって 脈がかなり離れていても泥水が出る、あるい
も、施工していくうちに分かるので、施工 は水位が下がるという影響が出る場合もあり
側に何の落ち度もないというのはどうかと ます。それは相当な金と時間をかければ調査
いうケースもあると思う。ケースによるが、 はできますが、なかなかそこまでは調査をす
当初の設計が悪かったというだけで、施工 ることができません。
側の免責とはならないこともある。
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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。)

３ 簡易公募型競争契約（業務）
信濃川水系土地改良調査管理事務所
全体実施設計新川流域二期地区環境配

慮計画作成業務

◆指名競争契約審査調書に予算額613万２ ◆それぞれ発注をする前の段階で、何者かか
千円と書いてある。入札執行調書に、予定 ら見積を取って、妥当な価格を算出していま
価格が同じ金額になっているが、これは税 す。
込みの金額で、税を引くと584万円である。
事業内容を見ても、このようなケースをど
うやって積算するのか。予定価格の積算基
準はあるのか。

◆まず、何者かから見積を取るといっても、 ◆そうではありません。それぞれの作業によ
何らかの基準に基づいているのだろう。予 って、例えば技術者が何人要る、何人ぐらい
算が先にありきという話ではないのか。 の手がかかるだろうという人件費だけだから
あるいは、同種の業務のほかの地域のも です。

のを援用するということではないのか。

◆委員会資料の参加表明者選定結果表が、 ◆あまり関係ありません。一つは、企業の評
技術提案書審査結果表と入札執行調書（総 価の部分で、もう一つは技術者評価の部分で、
合評価落札方式）にどう結び付いていくの どういう技術者が要るのかという話です。
か。 総合提案書の方の評価は、実際に配置技術

者が決まるので、その技術者に係る評価とい
う形に多分なるのだと思います。

委員からの
意見・質問 ◆補足すると、参加表明者選定結果表は、総
それに対す 合評価の簡易公募のいわゆる指名競争になる
る回答等 ので、この参加表明を出していただいたとこ

ろが、例えば15者いたら、10者に指名を絞り
込むというときに使います。
今回は５者だけだったので、これをそのま

ま指名しました。

◆10者以上であれば、10者で切ります。

◆それを受けて、今度は具体的に技術提案等
を含め、それを評価したのが技術提案書審査
結果表です。評価点の合計は、例えば落札業
者だったら45点です。これが入札執行調書の
落札業者の技術点の内訳の合計45点へ連動し
ています。

◆技術提案書審査結果表の評価は、「業務 ◆これは総合評価の評価基準です。若干違う
への取組方針評価」の配点が大きくて、し のは、先程の工事と同じで、１個だけ特殊性
かも、大体ここで差が付いている。この配 のものがあるということです。一番下の「業
点や評価項目にはガイドラインがあるの 務への取組方針評価」の隣に、「技術提案【テ
か。 ーマ】」とあります。これが本業務特有の提
この表の上に「※機能診断調査業務部門 案を求めています。

以外」と書いてあるが、業務内容によって このような配点のウエイトについては、農
何通りかのパターンがあるのか。 林水産省でほとんどみんな統一されていま

す。「※機能診断」というのは、また特殊な
業務で、別枠で評価基準を設けています。
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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。)

◆環境配慮をする理由だが、委員会資料の ◆土地改良法を使って事業計画を策定して行
「農業農村整備事業における環境配慮への うものについては全てです。
取組」に書いてあるが、食料･農業･農村基
本法第24条に「農業生産基盤の整備に当た
っては環境との調和に配慮すること」と決
められている。この法律に基づいて、この
ようなソフト面の事業にお金をかけてい
る。
先程から出てくる橋を架けたり、パイプ
を通す、用水を造るのも、あらゆる農業土
木工事は大体農村環境に配慮すべきだと思
う。この24条に引っかかる面積や工事の基
準はどこに線引きされているのか。

◆土地改良法を使ってする工事は、相当大 ◆例えば改良区がやるような団体のものもあ
規模なものしかないのか。 れば、市町がやるもの、県がやるものがあり

ます。

◆そのときには全部が環境委員会のような ◆例えば、国営事業が着工する前には、２か
ものをつくり、メダカやドジョウなどの調 ら３年かけて生き物の調査をやります。保護
査などを全部しているのか。 すべき生き物がいるかいないかの洗い出しを
土地改良法に適用される工事と適用され します。それがどこにいるのかというところ

ない工事の区別がよく分からない。先程ま も調査します。そのようなところの水路の改
でやっていた、例えば水路を造る、ダムの 修などをする場合は、保全するような工法を
付帯工事の橋を造るというものもそうなの 考えます。これは生き物の場合ですが、景観

委員からの か。 の場合には、造成する施設が周囲の景観とマ
意見・質問 ッチするような色彩やデザインを考えます。
それに対す 平成13年度に土地改良法が改正されてから
る回答等 は全ての土地改良事業で環境配慮を実施する

ということになっています。ですから、現在
実施中の土地改良事業については、規模や範
囲の大小はありますが必ず環境配慮をやって
います。ただ、事業地区全体の中で環境に配
慮すべき施設があれば配慮するということに
なっていて、全ての施設について環境配慮を
考えるということにはなっていません。どの
施設で環境配慮するかは地元と相談して決め
ています。

◆地元との相談の上か。地元というのは、 ◆当然国だけで勝手に決めるわけにはいきま
何をもって決めているのか。 せんので、地元に環境協議会を設置して考え

ていきます。

◆工事で改修する施設の管理は土地改良区が
主体なので、土地改良区の皆さん、それから
管理をお願いしなければならない場合は、例
えば自治会長にも環境配慮の検討段階から入
っていただいて、地域ごとに、どのように造
るのかということを積み上げていくという形
で検討を重ねています。

◆行政や改良区の関係者以外に、地域の環境
に関わる専門家やアドバイザーにも参画いた
だき、ご意見をいただくということもやって
います。当然、地域住民の方にも入っていた
だき、地域で考えていきます。
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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。)

◆例えば、県単のほ場整備や国の補助事業、 ◆環境配慮を行う施設の工事費は、全体の事
あるいは国営のものもある。結局、その都 業費の中に入ります。
度同じようなことをするということなのだ 費用負担は、国営事業であれば、国が３分
ろうと思うが、費用負担はどこがするのか。 の２を負担し、残りが県、市町村、農家の負
起業者というか、事業主が負担するのか。 担となります。

国営だったら国だし、県単だったら県が負
担するのか。受益者負担なのか。

◆中には、例えば難しい組織を作ってやら ◆そういう話は出てきます。ただ、地域のい
なければいけないものもあるかもしれない ろいろな方々のご意見の統合ですから、地域
が、それはいいから早くやってくれと、こ の環境に熱心な皆さんもおられます。そのよ
んなことに時間と金をかけるのは、いくら うな中でどの程度かというものを合意形成し
法律で決められているからといって決め決 ていただくということになっています。
めにする必要はないだろうという声は出て
くるだろう。

◆委員会資料の「入札公示（設計等）」を ◆これは指名競争なので、その場合は札入れ
先程の工事の案件のときの入札公告と比較 をする者が１者の場合はそこで中止になりま
していたが、４の業務内容等の（６）に「い す。再公告です。
ずれかの手続き期限をもって、入札者が２ 先程の工事は一般競争です。
者未満となることが明らかとなった場合」

委員からの とある。これは入札のときも２者未満だっ
意見・質問 たら手続中止なのか。
それに対す
る回答等 ◆一般競争と指名競争のときと何か違うの ◆簡易公募の競争入札方式という名前になっ

か。これは指名競争なのか。 ているものですが、基本的には指名競争にな
ります。札入れまでに１者しかいなかったら、
以降の手続は中止するという書き方になりま
す。
先程の工事の場合は、入札参加者（応募者）

がその時点で２者未満の場合は、以降の手続
は中止します。再度、公告し直すという違い
です。

◆違いの理由はよく分からないが、それは ◆工事の場合は、あくまでも競争参加者を確
先程の工事の場合も、入札が１者だったら 保したいということがあるので、応募した参
再度入札するとロスが大きくなるのか。 加者を重視しました。

こちらの業務の場合は指名競争になるの
で、札入れのときに１者の場合は競争性が働
かないということから、入札時点というよう
にしています。

◆指名競争契約審査調書と技術提案書審査 ◆コピーしたときに消えたものです。
調書の押印の欄は、一名だけが濃くてあと
の方は薄いが、これは薄いというだけなの
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。)

４ 簡易公募型プロポーザル契約（業務）
佐渡農業水利事業所
外山ダム河川協議資料等作成業務

（第１回変更）

◆変更後の契約額が税抜きで1,415万円と ◆税抜きで1,100万円です。ですから、315万
いうことかと思うが、変更前は幾らだった 円増という変更契約書が取り交わされていま
か。 す。

◆作業内容として「外山ダム貯水池内地す ◆新規追加の「外山ダム貯水池内地すべりブ
べりブロック安定度確認」が追加されたと ロック安定度確認」の金額です。
いうことで、金額がそれぐらいかかるとい 地すべりを起こす可能性があるのではない
うことか。普通、谷間の山が崩れたり、物 かというブロックを二十数か所挙げて調査を
が崩れたりするかどうかは、ダムを造ると しており、その中で個々に安定性を確認して
きから考えて造るが、今回の地すべりブロ いくと、大体５ブロックが事前に対応が必要
ックというのは造ったときは考えなかった だということです。例えば押さえ盛土や抑止
のか。 杭や水抜き工などで対応をやっているブロッ

クが５か所ぐらいあります。そこが動くと分
かるようにひずみ計を試験湛水をやる前に入
れてあります。その動きが微小であったとい
うことで、それをもう１回地下水位を与え直
して計算をし、所定の安全度1.10を満足して
いるかどうかを再検討して有識者のダム技術
検討委員会に諮るという作業をやったという
ことです。

委員からの
意見・質問 ◆それが職員では無理で、専門家でなけれ ◆資料の作成の中で、図面の挿入や文言の訂
それに対す ば駄目だから追加したということか。職員 正、簡単な計算であれば職員自らやっていま
る回答等 でやれるものならば、追加しなくてもいい す。ただ、これはコンピュータを使って安定

ということか。 解析を加えなければ難しい作業なので、コン
サルタントに契約をしてやらせたということ
です。

◆そのブロックが必要だという判断は、職 ◆ダム技術検討委員会に幹事がおられ、これ
員がしたのか。 を検討するようにというご指示をいただいた

ということです。

◆そうすると、ダムを造る前の専門家の委 ◆それの下部組織が幹事会で、幹事は職員で
員会があるが、ここに出てくる委員会とは 構成されています。本省２名、農政局と土地
別のものか。 改良技術事務所とで７名の９名の体制で構成
外山ダム技術検討委員会委員に４人いる をしています。そこで委員に上程する資料の

が、これらの人たちは後のもののチェック 検討を行い、委員会に上程するというシステ
をするための委員か。ダムを造る前の委員 ムになっています。
会の委員でもあるのか。 その４人は同じ委員会の委員です。設計な

どの前段の作業でも、これらの有識者に意見
をいただいています。

◆ダムの建設業者はどこか。今回受注した ◆清水建設です。今回受注した業者とは違い
業者とは違うのか。 ます。

◆委員会資料の変更契約手続の流れを見る ◆打合せ簿を交わした後に作業をやらせて、
と、６月20日に変更要因の発生があって、 後で変更しているという形態をとっていま
変更契約の締結が約２か月後の８月27日、 す。
工期が８月31日なので、工期ぎりぎりの変
更契約かと思うが、要は出来高査定のよう
なことか。
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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。)

◆変更要因の発生はどこから出てきた話 ◆学識経験者の委員会に先だって、１か月前
か。当初契約の段階で、コンサルからやっ に幹事会をやるというお話をしましたが、そ
た方がいいという話は出たりしないのか。 の幹事会でこのような検討をやるようにご指

示をいただいたのが６月20日です。

◆受注した業者に調査依頼というか、検討 ◆指摘があれば、それに対応せざるを得ない
依頼の後、例えば結果によっては、追加工 と思います。いわゆる河川管理者が許可する
事が必要になってくるケースもあり得るの かしないかということになります。
か。不合格であるとか、追加工事が必要に 不具合があれば、河川法上の合格証が出な
なるとか、不具合があるなどである。 いので、指摘の処置が終わったら合格証を出
その場合はどのような扱いになるのか。 すという流れになるかと思います。

◆写真にあったとおり、実際に水をためて、
その挙動を監視して、それで安定性を最終確
認するという試験湛水の結果をもって、万が
一異常値が出た場合は、別途河川管理者より
も構築する我々自体で、安全性を確保するた
めに追加工事ということもあり得ます。

委員からの
意見・質問 ◆安全だというお墨付きは何年間有効なの ◆有識者で構成するダム技術検討委員会その
それに対す か。１か月後に問題が起きても、安全だと ものは、諮問機関です。有識者としては、い
る回答等 いったら、それは問題だけれども、20年後 いという諮問を出すということなので、それ

だったら、さすがに責める人もいないだろ は恐らく法的に拘束力はないのだろうと思い
う。何か区切る線があれば教えてほしい。 ます。法的に責任を負うというのは河川管理

者です。構造令に則って造って、それを検査
し、それでよしとしたということの責任は河
川管理者にくると聞いています。

◆これも１者応募だったようだが、同じよ ◆協議資料作成ができる業者は多数あると思
うな業務をほかのコンサルに発注したとい います。
うことはあるのか。要は、地域内にこうい
うことを受注できるような業者はほかに幾
つかあるのか。

◆なぜ１者だったのかという疑問は出てく ◆これはプロポーザル（随意）契約なので、
る。 １者でも契約が成立するということです。た

だ、応募者が１者しかいなかったというのは、
このような特殊な業務という性格もあるの
で、本体からずっと実施設計などをやられて
いた業者の方が有利性が働くということで１
者になったのだと思います。
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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）
九頭竜川下流農業水利事業所
施設整備方策検討業務

◆委員会資料の業務内容に、委員の選定や ◆数年前であれば、このような業務は学会な
審議の運営、検討課題のリードなどの項目 り、研究所に委託するというものだったが、
があるが、これがそもそも外部に委託する なるべく門戸を広げて一般競争入札にしてい
内容なのかどうか。一般競争だが、価格で ます。実際、応募前の入札説明書の交付申請
競争させるような内容なのかどうかという では３者ありました。入札説明書の内容を見
疑問がある。これまで見ていると、このよ て、民間のコンサルタントの手に負える仕事
うな案件の受注者は往々にして公益法人が ではないということで実際には応募しなかっ
多いような感じがする。この件も入札があ たのではないかと思います。
ったのは公益社団法人と一般財団法人とい
うことである。
契約手続の流れの最初に、入札・契約手

続審査委員会があり、ここで競争性の阻害
要因の有無などを審査するということだ
が、このような業務であっても競争性が確
保できるという一般的な判断になるのか。
今回は、たまたま２者から入札があったが、
ひょっとすると１者になるかもしれないと
いう予想はしなかったのか。

◆これだけ大きなパイプで冷たい水を流す ◆日本で初めてです。
という工事は北陸農政局管内では初めてな

委員からの のか。
意見・質問
それに対す ◆パイプラインの効果は、どのような経過 ◆最初に事業計画を作るときに、もともとは
る回答等 に基づいてやるという結果になったのか。 開水路で水を持ってきていましたが、その開

水路が数十年前のもので、壊れてしまうので
造り直さなければならないということでし
た。改修をするときに、開水路のままでやる
のか、パイプラインにするのかということを
いろいろ検討した結果、パイプラインにして
改修した方が経済効果が上がるということに
なりました。
また、地元からも、古い水路を改修するの

であれば、開水路ではなくて、管水路にして
地下に埋めてくれという地元の要望がありま
した。ぜひとも検討をということで、今、効
果を検討しています。
さらに、農家の方から、パイプラインの水

を使うと、除草剤（農薬）を使わなくても雑
草が生えないという話がありました。これは
農薬の量を減らせるので、環境に優しい米と
しても売り出せるのではないかということも
考えています。そのようなものも今後の部会
の中で検討していくテーマに加えていきたい
と考えています。

◆最初に実証調査、検査のようなものがあ ◆はい。温度の話と雑草の話は業務計画を立
って、それでやろうというわけではなくて、 てるときには、気が付きませんでした。
これからの話になるのか。 米の収量はパイプラインも開水路でもほぼ
経済効果とは何かと思ったが、それは河 同じで、ただ、維持管理に手間がかからない

川の改修工事よりは、パイプラインの方が ということです。夜間かんがいで冷たい水を
いいだろうということをいっているのか。 かければ米の値段が上がる、それを経済効果
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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。)

米がこれだけ量産できるという検証までは に反映させるという作業を今後やっていく必
行っていないのか。 要があると思います。

◆口径3,500mmというのは日本で初めてと ◆パイプラインの限度の大きさが3,500mmで
いうことになるので、うまくいくとこれが す。これがうまくいけば、今後類似の事業要

委員からの 定着するということか。地域によっては、 望が増えた場合、3,000mm程度の大きな口径
意見・質問 これを3,000にしたり、2,700にしたりとい のパイプラインも可能ということになろうか
それに対す うことがあるのか。 と思います。
る回答等

◆入札公告の競争参加資格には、工事の審 ◆検討します。
議案件のときに見たのでは、暴力団が実質
的に支配するなどというような文言が入っ
ているが、今回の公告には入っていない。
一応入っていた方がいいのではないかとい
う気がする。
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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。)

６ 企画競争契約（役務）
北陸農政局
平成24年度６次産業総合推進委託事業

（新潟県）

◆委員会資料の委託契約書はかなり詳細 ◆そうです。
で、よく練られているという印象を受ける
が、要は、委託限度額を決めて、最終的に
実費精算をするという内容なのか。

◆「企画競争を伴う随意契約とする理由」 ◆本省から各県別に金額の提示がありまし
に、各県の契約限度額が書かれているが、 た。
この金額の違いはどこに由来するのか。 前年度実績が今後、本省においてどう考慮
６次産業総合推進委託事業に係る事業企 されるのかは分かりません。

画書審査結果報告書を見ても、４県のいず
れも、いわば特殊法人のようなところがい
ずれも１者応募となっているので、随意契
約らしいと思う。
ただ、本日冒頭の発注一覧の説明のとき

に目に付いたのでは、発注業務一覧表にそ
れぞれの県の契約金額が出ているが、富山
県が極端に小さくて、新潟県のほとんど半
分ぐらいである。恐らくこの契約は単年度
契約なので、１年ごとの契約で更新されて
いくのだろう。前年度の実績はどうしても

委員からの 翌年度の契約に影響してくることになるの
意見・質問 か。
それに対す 委員会資料の企画提案書の評価採点表
る回答等 は、全部５点を付けている委員がいたり、

減点の項目も統一性が見られないが、もう
少し吟味していただいた方がいいのではな
いかという気がした。さすがに全部５点と
いうのはどうかと思う。要は、資格的に不
適合でなければ、１者応札でいいのだろう
か。

◆各県で１者応札が非常に気になる。各県 ◆この事業を受けるためには、まず農林漁業
で応札できそうなところは２者か３者ぐら についての専門的知識がなければならないと
いありそうな気がするが、なぜ１者だった いうことです。農業だけでなく、林業や水産
のだろう。 業といった分野に、一定の知見を持っていな

ければならず、法制度や生産と加工、販売な
ど、地域の農林水産物の実態も知っていなけ
ればいけないということが一つあると思いま
す。もう一つは統括力です。商品開発や販路
開拓、マーケティング開発といった様々な専
門家のプランナーを統括して運営していかな
ければいけません。しかも、そのような専門
家を適材適所に配置する能力が要るというこ
とです。もう一つは企画力です。研修会、交
流会を開催して、各農林漁業者のニーズを吸
い上げて、把握・分析をするほかに、いろい
ろな業種と連携しながら対応する企画力を問
われます。この三つの要件に対応できる者が
少なかったということだと思います。
昨年度に１県５者程からアンケートを採り

ましたが、これだけたくさんの事項をこなし
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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。)

ていくのは難しく、特に人材を確保するのは
非常に難しいということでしたので、多分そ
のようなことが影響しているのではないかと
思います。

◆しかし、福井県中小企業団体中央会は、 ◆福井県中小企業団体中央会は、農商工連携
そういう事業をやるような団体になるの などについて知見があり、相談業務などの事
か。 業について、対応できると考えております。
もう少したくさんの人に応募してもらう 今、ホームページと庁舎の掲示板だけで公

ような方策はあるか。 募していますが、新聞紙面を使って広報がで
きないかと考えましたが、予算的に厳しくて

委員からの できませんでした。また、電子媒体を使って
意見・質問 募集することも考えましたが、メールは我々
それに対す が把握しているアドレスにしかできませんの
る回答等 で、特定の者だけにお知らせすることになり

ます。そうなると、公平性に欠けることにな
ります。

◆ホームページに掲載したのが５月24日 ◆昨年度にできるだけ早く業務内容を知りた
で、説明会が６月１日ということは、約１ いとの要望があったことから、昨年と比べて
週間だが。 公募日から説明会までの期間を少し短くし、

約１週間としました。

◆補足として、説明会に出席することが企画
競争に参加できるという条件とはなっておら
ず、電話等々でも随時ご相談は受け付けてい
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。)

７ その他

◆今日６件以外のことだが、旧富山農政事 ◆入札における最低価格が低入札となり、低
務所高岡庁舎の解体工事が899万円、予定 入札価格調査委員会に諮った結果、この価格
価格が2,100万円というのは随分安い。ほ が妥当であると判断され落札決定をしていま
かにも半分ぐらいのものが結構あるが、こ す。
れが一番極端ではないかと思った。前々回 また、予定価格については参考見積を取り、
の引っ越しの費用見積で恐ろしく低いもの 一番安価であった額を参考としていると思わ
があって落札している。農政局の本職では れます。
ない部分で、このように何のために適正価
格を出しているのか訳が分からない。 ◆この件については、また今後、機会あるご
前も同じような回答をしていたが、安け とに精査しながら、検討していきたいと思っ

ればいいというものではないし、これだけ ています。よろしくお願いします。
差が出るのであれば、最初の2,100万円と
いう数字はどうやって出したのか。たまに
あるのは分かる。この前の説明では、こん
なご時世だからという話だった。少しおか
しいと思うのが常識的だろう。基準に合っ
たから安くできているだけでは外部への説
明にならないのではないか。このようなこ
とがすんなり通るようではおかしい。

◆抽出案件の中には、１者応札のもの、公
益法人受注のものがそれぞれあったが、意

委員からの 見の具申や勧告として、特記すべきものは
意見・質問 特になかったと思う。抽出案件は中身を見
それに対す ないで抽出しているが、いざ開けてみると、
る回答等 これはどうかなという案件もないではな

い。指摘の中でひやりとするようなことが
あったとするならば、今後、十分注意して
いただければと思う。
今回審議対象の発注一覧にも、競争や公

募といいつつも、１者応札、１者応募のも
のが工事、業務、役務にわたってそれぞれ
複数件ある。結論としては、そのようなも
のをまずゼロにしていただきたい。
公益法人受注のものについては、競争参

加資格のある業者の中に公益法人が入って
くる限りは、結果としてそのようなものが
あるのは避けがたいが、他方、競争契約と
いうことになっていくと、１者応札という
もの、特に価格で競り合うようなケースに
ついてそのようなものが出てくるというの
は、法令も予定していないだろうし、その
ようなことはやむを得ないといっているよ
うな文献等も恐らくないと思う。一般競争
に対する例外として、随意契約が法令上、
認められているが、会計法29条３の第４項
に「競争を許さない場合、競争に付するこ
とが不利と認められる場合は随意契約によ
るものとする」と記載されている。
要は、このようなことに該当するような

ケースは随意契約でもいいということでな
く、随意契約にしなければならないという
解釈になろうかと思う。特に受注業者が限
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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。)

定されるようなケースについて、これを競
争に付して、結果として１者応札で、しか
も予算範囲内に収まっているということ
は、説明としては簡単かもしれないが、そ
のような競争で入札があると交渉の余地が
ないということになるので、そのようなこ
とを考えると必ずしも有利でない場合もあ
るのではないかと思う。
大切だと思うのは、公費の効率的な執行

をいかに確保していくかということだと思
う。農政局においても、広く市民から集め
たお金を運用しているということで、民間
の公開会社と同じような面があると思う。
そのようなことも考えていくと、法令が予

委員からの 定していないような事態はぜひゼロにして
意見・質問 いただきたい。
それに対す 競争入札というと、よく独占禁止法の絡
る回答等 みなどが引き合いに出されがちだが、独占

禁止法はいわば経済統制法令で、特に民間
分野で競争の確保自体を目的としているよ
うな法律である。他方、公共の契約は事業
目的なり、支出目的はほかにあるので、そ
のような目的を効率的に実現していくため
の経済性をいかに確保するかというところ
に主眼があると思う。
別に随意契約を推奨しているわけではな

い。特に昨今の情勢からすると、随意契約
はいかがなものかという見方もあると思
う。別段、随意契約自体に悪が内在してい
るということでもないと思うので、そのよ
うなことを考えながら手続きを選択し、今
後とも運営をしていただきたいと思う。


