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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）
柏崎周辺農業水利事業所
市野新田ダム付帯工事（第１回変更）

◆防風壁は、ダムを造るとこういう風が起 ◆ダムの工事に伴って風の影響があるだろう
きると行政が予測して最初から造るのか、 ということで、防風壁の設置は当初から予定
民間の人から要求が出て造るのか、どち していました。

らか。最初から分かっていれば防風壁の予
算も付くだろうが、できてから農家の人に
言われて造ったのなら、予算外の金になる。

◆対象になる農家は、それでよしというこ ◆(位置図等を示しながら)ダムの放流設備の
とか。 位置がこちらで、直近の民家はこの１軒だけ

ですので、こちらの方に設置します。

◆ダムの防風壁というのは、素人からする ◆はい。
と珍しいと感じる。

◆変更契約になるが、変更の要請は発注者 ◆発注当時は、まだダムの構造が固まってお
側から持ち掛けたという形か。 らず、固まり次第追加するということで考え

ていましたので、発注者側の要請で追加しま
した。
沈砂池についても、どうしても借地に応じ
ていただけない方がおられましたので、構造
変更をせざるを得ないということで、変更契

委員からの 約をしました。
意見・質問
それに対す ◆資料の契約手続の流れで、12月14日に契 ◆そうです。
る回答等 約変更等協議通知を出されている。当初契

約の受注者に通知して、協議をしたという
ことか。

◆どのような協議をするのか。要は、変更 ◆その前の段階で、変更追加をする前提で打
するからには変更設計や変更後の施工図が ち合わせ等を行い、打合簿の処理等をして、
必要になるが、それはどの段階で作られる ある程度設計等を進めている状況です。
のか。この協議通知を出す前か。

◆変更があるからには、変更分の施工単価 ◆変更に伴ってコンクリートボリュームや鉄
等いろいろ問題が出てくる。 筋の量がこれぐらい変わりますといった数量
当然、受注者側で積算するだろうが、発 等の協議を行います。

注者側でも、予定価格が変わってくる関係
で、積算しなければいけないと思う。それ
はどの段階でされるのか。単価的なことや
数量等をここで協議することになるのか。

◆変更契約の開札が12月21日なので、１週 ◆沈砂池の場合は、12月以前の工事施工の初
間足らずのことだ。それを考えると、事前 期段階からある程度借地の契約を進めてお
に発注者側は発注者側で図面ができていて り、借地に応じていただけなかった段階で、
積算も終わっている。それで協議して、現 設計等の変更準備を進めています。その後、
場説明をして、すぐにまた開札ということ さらに設計を進めていき、業者に通知して、
か。 次の変更協議の対象になりますので、このよ

うな構造でやってくださいという指示を出し
て、やってもらっています。

◆変更契約の前の現場説明のときに、受注 ◆設計内容を変えまして、こちらの場所に造
者側から、これぐらいの単価でないとでき るということのみを協議して合意し、あとは、
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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。)

ないというような話もあるのか。それとも、 どれだけの価格で札を入れるか、こちら側が
こう変えるのでこのとおりにやってほしい どれだけ見積もるかということです。
と一方的に言い切ってしまうような説明な
のか。

◆この説明のときは、別に金額的な交渉ま ◆金額ではなく数量です。
ではしないのか。

◆12月21日に変更契約の開札となっている ◆そうです。
が、これは随意契約の場合と同じような開
札か。総額を入れて、予定価格より低いか
どうかというだけか。

委員からの ◆変更契約に関する審査体制だが、例えば ◆もちろん、本当の担当レベルではなく、監
意見・質問 現場で決めるのはどの辺まで審議が行われ 督職員、主任監督職員、総括監督職員の中で
それに対す るのか。変更があったときに、担当セクシ も打合せをして、事業所の総意としてきちん
る回答等 ョンの一番上の方まで承認システムが行っ と決めた内容で変更していきましょうという

ているのかどうか。 プロセスになります。

◆最初に防風壁のことは織り込み済みだと ◆防風壁については、どうしてもダムの洪水
おっしゃったが、９月から12月までの３か 吐のすぐ近くになり、別発注のダムの工事と
月間で、その内容が変わってきたというこ かなり連動する部分があります。ダムの洪水
とか。 吐は本工事の発注当時には構造変更協議を行

っており、取り付け部分の構造が変わってく
る可能性がありました。この部分の構造決定
がいつになるか読めていない状況でしたが、
協議が終わって構造が決定されたので、変更
追加しました。

◆発注者側で民家と交渉することになるの ◆そうです。
か。

◆場合によっては、折り合いがつかずに工 ◆今回は交渉がスムーズにいきましたが、民
期がずれ込むこともあり得るのか。 家の方の意向も聞いていかなければいけない

ところがあります。

◆細部にわたらないまでも、この程度の防 ◆ダムの構造変更協議の関係から、工期がず
風壁は造る予定だということで、大体の合 れ込む可能性はありましたが、防風壁は大体
意はできて当初契約という形になっている の構造はお話をして、地元の方もある程度了
のか。 承されていました。
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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 競争契約（工事）
西北陸土地改良調査管理事務所
ストックマネジメント技術高度化事業
氷見地区
中央幹線用水路漏水要因調査工事
（第１回変更）

◆この前造ったのはどこの企業で、いつご ◆平成２年の施工で、本社が東京の大手の業
ろ造ったのか。 者です。

◆その前回施工した業者が当時の同じ材料 ◆しています。
で造ったものが、同じ事故を起こしていな
いかというチェックはしたのか。

◆その説明があってのこの話だと思う。こ ◆このパイプはパイプメーカーが納入した材
の入札等監視委員会は、この工事だけの点 料で、業者が平成２年当時に施工した案件で
検でいいのだろうが、何かそういうものが す。今回、実際のパイプを切り取り、そもそ
ないと説得力がない。壊れたものを直した もパイプが不良品でなかったのか、施工がお
ら幾ら掛かった、それを点検するだけでは、 かしかったのではないかといったことを調査
この委員会の意味がない。前も言ったが、 ・分析しています。
そういう説明がないのはおかしい。平成２ まだ最終結果ではありませんが、パイプの
年に施工した業者が造ったこのパイプは、 材料は問題なかったと。施工についても、パ
ほかでは壊れていないのか。 イプを撤去した段階でも砂基礎は残っていた

ということもありますし、それらについて当
時の施工業者に重大な瑕疵(かし)があるとは

委員からの 判断できなかったことから、今回、ストック
意見・質問 マネジメント技術高度化事業で直すというこ
それに対す とです。
る回答等

◆この割け方を見ると、ここだけに特定で ◆今調査中で最終結果報告はまだ出ていない
きる原因があったと思われるが、どうか。 ので何ともいえませんが、このストックマネ

ジメント技術高度化事業の中でFRPM管のパイ
プラインの事故原因を究明して、今後の施工
に役立てていきたいと考えています。

◆20年近く、いろいろなところでチェック ◆毎年チェックするわけではないのですが、
しているのか。 パイプラインの地下埋設構造物ですので、大

きな漏水がないかどうかという機能診断は４
から５年ごとに行っています。当然、管理受
託者である土地改良区では、毎年４月の通水
前に全線を歩いて、パイプラインはもとより、
分水工、空気弁等に異常がないかという管理
は行っていますが、昨年度まではそういう異
常はなかったという報告を受けています。

◆管理受託者の土地改良区が前に応急対策 ◆あくまでも私ども発注者側の積算で行って
を依頼したということで、この受注者を選 いますので、基本的には、現地を一番よく知
定して随意契約したのだと思うが、この受 っているということからここにお願いしたと
注者が、例えば、今は手がすいていないの いうことですので、もし断られたらというと
で受けられないといった事態が出てきた場 ころまで考えておりませんでした。
合、どうされるのか。多少単価を上げてで
もこちらに依頼するのか。

◆いろいろな業者にいろいろなことを依頼 ◆それはありません。
すると不合理が出てくると思うが、そうい
ったことを避けるために、多少拝み倒して
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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。)

でもということはあるのか。

◆これを見ると、パイプのつなぎ目が全部 ◆今回、上下流にロボットカメラで行けると
危ない。ということは、これがパンクしな ころまで行きましたが、そういうところでは
かったら、ほかのところが何年か後に来そ 亀裂は発見されず、この箇所に集中して発見
うな感じもしないでもない。そうすると、 されています。
これ全体が危ないということにならない
か。

◆カーブのところなら分かるが、全くの直 ◆そういったこともあるので、農村工学研究
線コースでこういうことになるというの 所のパイプの専門家にも見ていただいたり、
は、何かあるのだろう。 できるだけ原因の特定をしていきたいと考え

ています。

◆全国で同じパイプが使われているのか。 ◆同じようなパイプは、全国的に使われてい
ます。

◆当初計画は540万円で、変更要因が発生 ◆資料の「現地精査結果」にあるように、当
して900万円になっている。どこがどう違 初は破裂箇所の前後20ｍについて、パイプの
ってきたのか、もう少し説明をお願いした 状態や砂基礎の状態も併せて確認したいとい
い。 うことで、発注しました。

ただ、破裂しているような状況ですので、
その上下流についても確認したいということ
から、現地調査に入ってから、農村工学研究
所、土地改良技術事務所などから意見をいた

委員からの だきまして、中にロボットカメラを入れて調
意見・質問 べようということになり、現地を精査しまし
それに対す た。
る回答等 その結果、当初予定していた範囲よりもさ

らに上下流に２か所亀裂が生じていることか
ら、下流側に６ｍ、上流側に８ｍ、合計14ｍ
を変更追加したことから、525万円が924万円
になりました。

◆水が左から右へ流れるときは、パイプは ◆受け口と差し口がありますが、水を送る流
あのようにつなぐのか。素人考えでは、逆 れに対して受け口を上流側に向けるといった
かと思ったのだが、どういう理由があるの 決まりは、特段ありません。施工者の考え方
か。 によります。

◆決まりがあった方がいいような気もする ◆特段そういう決まりはありません。
が。

◆事故が起きて、原因調査をした上で復旧 ◆現地でも水が噴出しているところが１か所
工事をするという発注内容なので、変更が しかなかったので、間違いなくこの付近だろ
生じやすいと思うが、当初契約はどういう うということから、両サイドに１本ずつ延長
想定で積算をするのか。堅いところで設定 を取っておけば大丈夫だろうという想定で発
して、ある程度変更があるだろうという前 注しました。これが最大かと思って発注した
提の下で発注するのか。 のですが、実際には亀裂が上下流にもあった

ということで、想定外の状況です。

◆応急なので、調査と復旧工事を分離する ◆パイプの分析など高度なものについては、
ということはできないのか。 要因分析業務を別途発注しており、そちらで

やっています。こちらは工事ですので、必要
最低限の工事施工に伴う内容について追加し
ています。本来的にはパイプの取り替え工事
という内容です。
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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。)

◆見積依頼を出しているが、見積が妥当か ◆随意契約における見積依頼を出しても、基
どうかはどういうことから判断したのか。 本的な予定価格の算定は、私ども発注者側の

積算が基礎となっています。材料については
委員からの 私どもの工事基礎データ表を用いて行ってい
意見・質問 ます。歩掛についても、私どもの標準歩掛で
それに対す 行っています。数量については、特別仕様書
る回答等 で受注予定者に示しています。ですから、わ

れわれが通常行っている積算に基づいて算出
された予定価格の範囲内であれば、見積も妥
当であると考えています。
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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。)

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
国営施設機能保全事業
射水平野地区排水機場除塵設備他劣化
状況調査業務

◆資料の「簡易公募型競争入札の契約手続」 ◆業務における見積徴収者数は５者以上が原
で、当初公示の説明の中に「見積徴収者よ 則です。
りヒアリングを実施」とあるが、この見積
徴収者というのは複数なのか。

◆当初公示で応募者無しにより中止した ◆「②実績要件の緩和」は、参加資格ではあ
後、「①参加等級の緩和」はＡだけでなく りません。私どもの選定基準の中で、当該業
Ｂもということで分かりやすいが、「②実 務を持っていた場合は総合評価の点数が多く
績要件の緩和」は、参加資格の方ではなく、 与えられます。当初は、工事業務の中に健全
業者選定の基準を緩和したということか。 度評価がありますので、機能診断と保全計画

の策定をした業者のみが当該業務担当だとい
うことで判断したのですが、より参加しやす
くするため、機能診断のみであっても当該業
務にしました。

◆結局、再公示して受注に至った業者は、 ◆Ａ等級です。
Ａ等級だったということか。

◆これは実績要件の緩和前でもクリアして ◆そうです。
委員からの いた業者なのか。
意見・質問
それに対す
る回答等 ◆結局、緩和しなくても変わらなかったと ◆結果論としてはそうです。

いうことか。

◆当初公示のときは手すきではなかったけ ◆そこは分かりません。
れども、手がすいたということか。

◆東北で手いっぱいという説明があった。 ◆25年度当初分の建設工事発注時にも、特に
新聞報道でも事業で手いっぱいというのは 職人の手配が難しいという問題もあります。
よく聞くが、これ以外にも影響はあるのか。

◆これから懸念されるということでしょう。

◆仮に要件緩和をしても応募がなかったと ◆さらなる緩和を探らなくてはならないとい
したら、次にどういう手を考えているのか。 うことになると思います。

◆業務内容の見直しです。
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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。)

４ 簡易公募型プロポーザル契約（業務）
九頭竜川下流農業水利事業所
新技術検討業務

◆資料の「技術提案書審査結果表」は、評 ◆「技術提案書審査結果表」には付けていま
点が付いているが、満点が何点なのかは普 せんが、公示の段階、技術提案書を求める段
通は記載しないのか。項目ごとの満点は上 階で、どういった評価をしますという評価基
の方が５点、下の方は10点というところか。 準は、業者には示しています。

◆そこに満点とかは書いてあるのか。 ◆そうです。

◆業務によって評価項目が追加になることも
ありますので、決まっていませんが、業務を
出す場合、工事する場合には、業者は満点が
どれくらいかというのは把握できます。

◆評点したのは評価委員会だと思うが、各 ◆５名の評価委員の平均を出しまして、それ
人が評点した平均点を出すのか。 で、Ａ、Ｂの点数を案分するというやり方で

す。

◆資料の「簡易公募型プロポーザル方式の ◆入札説明書の交付の際にダウンロードした
契約手続」で、一番下に、事後審査という 11者の中から５者を選定して、アンケートを
ことで事業者に対するアンケート調査を行 しています。そのアンケートからは、「ほか
ったということだが、この事業者は本件の の業務との兼ね合いから手持ち人員の確保は
受注業者という意味か。 困難である」「社の専門分野・得意分野と異

委員からの なる業務内容であった。または不慣れな業務
意見・質問 であり、業務を確実に履行できるかリスクが
それに対す あると判断した」という回答が得られていま
る回答等 す。

当事業所としては、業務発注が年度後期に
なったということで、必要な人員確保及び業
務内容の把握が困難であったこと。また、業
務内容が非常に専門的で高度な技術を要求す
るものであったことから、結果的に１者にな
ったものと理解しています。

◆事後審査は、しなければいけないことに ◆入札・契約手続審査委員会の規則がありま
なっているわけでなく、任意にされたのか。 して、プロポーザルというのは随意契約です

から、応札者が例えば１者の場合は、事後審
査でアンケートを取って次に反映しようとい
う意味合いです。

◆技術の内容はよく理解できないのだが、 ◆今後、その技術を現場に適用することが可
流動化システムの検討によってコスト削減 能かどうかを含めて検討していくということ
を図れることが前提になるのか。どの程度 です。今回、この技術については、今後、幹
図れるかを調査してもらうということか。 線用水路に加えて、支線用水路で既設の水路

内に配管する工事がありますので、そこでの
適用ができないかも含めて検討しています。

◆これをやるということではなく、適用で ◆それも含めてです。
きないかどうかを調査するということか。

◆どの辺のコストが削減できるのか想像が ◆今回、地中深く掘るシールド工事をやって
つかなかったのだが。 いまして、そこからは泥のような土が出ます。

それは、一般的には産業廃棄物ということで、
産業廃棄物処理費と運搬費が必要になるので
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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。)

すが、受益地内で埋め戻し材として有効活用
することによって処分費と運搬費を計上しな

委員からの くて済むし、環境にも優しいということで、
意見・質問 コスト縮減を図っているということです。
それに対す
る回答等 ◆農業以外で何か有効な手段ができるのか ◆事業費の中で、工事費のコスト縮減を図る

と思ったのだが、そういう効果を期待して ということです。
いるわけではないのか。
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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。)

５ 一般競争契約（役務）
北陸農政局
国有農地測量・境界確定促進委託事業
（福井県岩ヶ野地区ほか２地区）

◆資料の「自作農財産の課題（１）」の図 ◆開墾できなかったところや売渡希望者がい
のピンク色の2,820haは登記のついていな なかったところ、共有で利用している道路、
い土地ということだが、現況はどうなって 水路以外に売り渡しができていないところ、
いるのか。 例えば、河川が氾濫して国有地が河川となっ

たようなところもあります。

◆耕作農地もあるのか。 ◆原則ないです。

◆この業務の対象としては、山林も含まれ ◆そうです。
てくるのか。

◆山林を開墾して農地として売却すること ◆農地にすることを目的に買収しています
を想定しているのか。 が、農林水産大臣が農業の用に供しないと認

定したら、買受優先権は買収前の所有者等に
ありますので、買収前の所有者等に買い受け
希望の確認を行います。買い受けを希望しな
ければ、原則、一般競争入札で処分します。

◆山林は山林のまま売却するのか。 ◆そうです。

委員からの
意見・質問 ◆今の話で資料の地図から想定すると、と ◆他の地区では市街化区域内の土地もありま
それに対す ても売れそうにない場所ばかりに見える す。
る回答等 が、売れるのか。

◆こういった土地は管理されているのか。 ◆買収から、管理、売渡しまで県知事が行っ
ています。

◆社団法人福井県公共嘱託登記土地家屋調 ◆土地家屋調査士の集まりです。
査士協会の構成員はどうなっているのか。

◆そのように集まったところが業務を受託 ◆受託することは可能です。
していいのか。

◆実際に作業をするのは、そこに所属して ◆そうです。
いる土地家屋調査士か。

◆それはどこの県にも一つあるのか。 ◆ほとんどの県にあると思います。

◆資料の「入札公告」の中ほどに、土地家 ◆入札参加に必要となる証明書の提出があり
屋調査士が９人以上在籍する協会なり法人 ませんのでわかりませんが、恐らく条件は満
なりと書いてある。そうすると、入札説明 たしていると思われます。
書を交付した４者は、４者ともこの要件を
満たしていたのか。

◆一般競争という形態になっているが、行 ◆土地家屋調査士法により、設置することが
政とのタイアップが不可欠な役務だと思 できることとなっています。
う。特に土地家屋調査士が９人以上在籍し
なければならないと、どうしても受託者が
絞られ、寡占化してくる。今回受託された
協会もそうだが、こういった受託業者は、
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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。)

どういう法令に根拠がある協会なのかとい
ったことはチェックするのか。

◆要するに、任意に集まってつくったとい ◆土地家屋調査士会と違い全ての方が所属し
うことか。土地家屋調査士会が別にあると ているわけではありません。
思うが、そういうところと混同しやすい。
それとは別の任意の団体というところか。

◆資料の「委託事業計画書」にある国庫委 ◆そうです。
託費予算額3,263万4,762円と資料の「抽出
事案の説明資料（随意契約）物品役務」の
限度額が一致している。これは、入札の結

委員からの 果が委託事業計画書の予算額に上ってき
意見・質問 て、予算額と書いてあるのは契約で決まっ
それに対す た金額という意味か。
る回答等

◆金額が大きいが、現地で測量するのか。 ◆測量します。

◆勝山、大野、敦賀という山地で、なぜ雪 ◆積算根拠となる資料収集に時間を要したた
の降る測量に不適切な時期に発注するの め発注が遅くなりました。
か。理由が分からない。

◆この事業は全国的に実施されているの ◆そうです。
か。

◆ということは、石川県でも実施されてい ◆石川県でも昨年度は発注しています。
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。)

６ 企画競争契約（役務）
柏崎周辺農業水利事業所
地域資源価値等検討業務

◆要は、公共事業について費用対効果分析 ◆費用対効果というよりは、この場合の目的
をするための資料を作るというものか。 は公益的で副次的な効果というところです。

国営事業を行うに当たっては、農業効果はか
なり厳しく算出しますが、農家だけでなく、
非農家の理解も得る必要があります。こうい
った大施設を造って農業が発展していく中
で、どのような副次的な効果が出てくるかと
いうところを示さないと、地域全体の理解を
得られません。そういったものを、定性的な
ものではなく、定量化して分かりやすい形で
提示していくことが、事業の理解につながる
と考えています。
今回は、直接農業的な効果というよりは、
もっと幅広く、例えば田んぼに水がたまるこ
とによって水源がかん養されるとか、一時的
な貯留効果があって洪水防止機能が働くと
か、そういう効果を算出していきたいという
ことです。

◆委託理由書に「仕様書等の具体的な提示 ◆企画競争という形を取っておりますので、
が困難である」とあるとおり、いろいろな 第三者委員会を設置しております。

委員からの アイデアがあって、その優劣で受注業者を
意見・質問 特定するという発注かと思うが、そもそも
それに対す こういった重要な意思決定に関わる業務を
る回答等 外部に委託すること自体がどうなのかとい

う気もする。そういうこともあって、有識
者委員会の意見も聞くということか。何で
もかんでも第三者による有識者委員会を作
るわけではなく、意思決定に関わる業務な
のでそういうものを設置するということ
か。

◆企画競争であれば必ず有識者委員会を設 ◆企画競争で公募する場合は第三者からの意
置するのか。業務の重要性を鑑みてという 見を必ず聞く必要性がありす。ただ、これが
ことか。 企画競争になじむかといったところまでは踏

み込みません。これまでの手続の流れ、公募
の仕方とか、競争性の確保の観点から、契約
の妥当性を主に伺っています。

◆有識者委員会の報告書に、「企画競争方 ◆普通の業務は公表していますので、今後、
式においても特定基準（評点）の事前公表 企画競争も公表して、より競争性を高めるべ
を検討されたい」とある。本来は事前公表 きだという意見をいただきました。
していないが、この件は公表した方がいい
ということか。

◆この案件は、事前公表はされていないの ◆そうです。
で、今後ということか。

◆企画提案書を評価するための特定基準 ◆資料の「公募」のところにあるように、目
は、事前に公表されるのか。例えば、応募 的や、概要として６項目を示しています。そ
された方に、こういうところをポイントに の中でプロポーザルを書いていただくことに
して提案書を書いてほしいといったことは なります。
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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。)

事前に示されるのか。

◆このテーマに従って、得点を比較してい ◆テーマに従って書いていただいた企画に対
くということか。 して評価を行っていきます。その結果が資料

の「企画提案書評価結果表」です。

◆契約限度額5,901,000円が事前に公表して ◆目安となる金額がなければ、際限なく大き
あるが、事前に公表することがいいのか悪 いもの、小さいもの、いろいろな想定ができ
いのか。 ます。限度額の中でどれぐらいの企画ができ

るのかを各業者でつかんで企画競争ができる
ようにしています。

委員からの
意見・質問 ◆予定価格を事前に公表するという形にな ◆あくまでも契約限度額は、この範囲内で企
それに対す ってしまう。今までそういうことをやって 画を出して、プロポーザル方式も、事前に大
る回答等 こなかったのか。 筋の額は示しています。

◆今までも限度額を示していたか。 ◆はい、おおむねです。

◆では、統一されているわけではなく、ケ ◆通常の簡易公募では公表していません。今
ース・バイ・ケースなのか。 回の企画競争、プロポーザル方式、そういっ

た提案を受けるもの、企画力で勝負するよう
なものについては、事前に、大まかですけれ
ども示しています。企画競争は限度額です。

◆契約金額は幾らになるのか。 ◆同じです。契約金額は5,901,000円です。
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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。)

７ その他

◆ご審議、ありがとうございました。今回の
審議案件全般について、各委員の皆様から再
度ご意見などがあれば、お願いしたいと思い
ますが、いかがでしょうか。

◆６件とは別に、例えば資料の「随意契約 ◆個人の方に対する土地の買収や補償といっ
（物品役務等）」の表で「個人情報非公表」 た案件です。
というのが何件か出ている。右側に理由が
書いてあるが、具体的にはどういうことか。

◆個人に幾ら支払うといったものは、全部 ◆そうです。
非公開になっているのか。

◆資料の「指名停止等一覧表」にある指名 ◆この事故は、平成22年に作業員２名が死亡
停止業者は、富山の新湊大橋の落下事故で したものですが、その後の処分が確定したの
だいぶ大きく報道され、この辺ではみんな がつい最近です。
記憶していると思うが、今ごろ処分が出る
というのは、行政処分のスピードはずれて
いるのではないか。強風でコンテナが落下
して二人亡くなった事故で、労働問題で後
から処分が出て、相当大きな事件だったと
思うが。

委員からの ◆どっちの処分か。 ◆発注者が北陸地方整備局であり、事故後の
意見・質問 警察、労働基準監督署の捜査結果も踏まえ、
それに対す 行政処分の検討に時間を要したものと認識し
る回答等 ています。

◆そちらが先に出て、こちらが後になるの
は分かるが、どちらにしても、行政として
とてつもない時間をかけているものだとび
っくりした。

◆変更契約は、ほとんどが落札率99％、100 ◆当初契約の変更は、現場でお互いに協議し
％になっているが、予算どおりやってほし ていますから、ある程度予定額と見積額が接
いという話になってしまうのか。内容をも 近しているのではないかと思います。
う少し吟味するとか、いろいろな手続きを
踏まえて企業を決定するということはない
のか。

◆現場の中でなれ合いがあると、一番怖い。◆変更後の予定価格をつくるときには、「当
初の予定価格分の当初の落札額」の比率が変
更後の積算の予定価格に掛かります。その分、
変更後の予定価格が査定されていますので、
受注する限度額も僅差できているということ
です。

◆どうしようもない話なのか。 ◆当初の契約で90％だったら、変更後も予定
額に対して90％の請負比率を掛けますので、
当然、率は高くなると思います。

◆毎回、再度入札における一位不動状況を ◆特にチェックなどはしていません。
ご報告いただいている。談合の疑いがある
かどうかという観点で統計を取られている
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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。)

のだと思うが、一位不動が100％あったので
チェックするということは、実際にされて
いるのか。

◆何らかの理由があって出すようになって
いると思うので、ちゃんとチェックした方
がいいのではないか。

◆今回も１者応札の案件が何件かあった。
意見の具申や勧告ということで記述すべき
事項はなかったかと思うが、今日指摘があ
った点は、今後も参考にしていただきたい。
この時期になると、変更契約が多々見ら

れるようになる。今日の抽出案件の中にも
２件ほどあった。変更契約は昨年度から審
議対象にするようになったが、それ以前は
ブラックボックスだった。ただ、審議対象
になった後も、変更契約について一定のル
ールがあるのかないのか、そこもよく分か
らないのが正直な感想だ。
これについては、「会計法」、「公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法
律」及び「公共工事の入札及び契約の適正
化を図るための措置に関する指針」を見て

委員からの も詳しく言及しているものがない。要は運
意見・質問 用に任されているのかと思うが、毎年度後
それに対す 半になると多々見られる事象であるにもか
る回答等 かわらず、不透明なのもいかがかと思って

いる。
変更契約は、運用次第で当初の契約の入

札手続きの意味がなくなる事態もあり得る
ので、説明可能なルールを構築していくの
がよいと思う。

今日は、平成24年度の最後の委員会にな
る。私事だが、四半期に１度の委員会とい
うことで、３年間で12回出席したことにな
る。ようやく入札手続きについて分かって
きたところで交代になるのだが、別に嫌気
が差して辞めるわけではない。推薦母体の
取り決めに従うだけのことだが、もともと
この委員会は、何か企画立案するとか決議
をするということではなく、過去の事例を
チェックし、問題があれば検証する場だと
思うので、時々は構成員の一部に変更があ
ってもいいと思っている。

最後になるが、ご承知のとおり、この委
員会では毎回詳細な議事録を作っていただ
いている。これは、次回の審議につなぐた
めというより、情報公開、公表を主眼とし
ていると思うが、たまに過去の議事録を見
ていると、同じような質問や指摘をしてい
ることがあり、少し反省している。遠方か
ら集まっていただき、時間を取って審議し
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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。)

ている中で、繰り返しの指摘をするのは気
が引ける。しかし、進歩が足りない部分が
あるという見方もできる。
これはいろいろな原因があると思う。そ

委員からの れぞれ見直すべきところは見直す必要があ
意見・質問 ると思うが、同じ事務所で同じような指摘
それに対す ・質問が続かないように、各事務所の入札
る回答等 案件の責任者の方々は、議事録を時々見返

すなりして、回顧していただきたい。
少ない回数だったが、後任の方もまたよ

ろしくお願いしたい。


