
平成２５年８月２８日（水）北陸農政局第３会議室

蕪城　哲平 （弁護士）　　松木　浩一（公認会計士）

小倉　正人（ジャーナリスト）

平成２５年４月１日～平成２５年６月３０日

２５２件 うち、 １者応札案件４０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件１件

　　６件 うち、 １者応札案件５件

(抽出率2.4％) (抽出率12.5％)
契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

(抽出0.0％)

１件 うち、 １者応札案件１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

該当なし

該当なし

該当なし

(今回抽出しなかったが、次回抽出対象とする案件１件）

該当なし

１件 うち、 １者応札案件１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

該当なし

１件 うち、 １者応札案件０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

該当なし

該当なし

１件 うち、 １者応札案件１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

該当なし

該当なし

１件 うち、 １者応札案件１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

該当なし

１件 うち、 １者応札案件１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

抽出なし

特になし

 業 務

指
名
競
争

公募型競争

公募型指名競争

委員

審議対象案件

審議対象期間

一般競争

随意契約

工事希望型競争 工 事

簡易公募型競争

その他の随意契約

簡易公募型プロポーザル

その他の指名競争

指
名
競
争

随
意
契
約

一般競争

その他の指名競争

公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

抽出案件

　　　　入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成25年10月17日）

開催日及び場所

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

 物品・
役務等

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）
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特になし

事務局：　　　　　　　　　

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。

(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）

新川流域農業水利事業所
新川右岸排水機場資機材倉庫建築工事

◆排水施設がたくさんあるが、全て共通し ◆いいえ。中に入れる角落しゲートは、それ
た仕様のものを造るのか。 ぞれのポンプ場の水路の幅に合わせて特注し

ているので、当然、入れ物の大きさも変わっ
てきます。

◆規格品みたいなものはないのか。 ◆規格品では間に合わないと思います。

◆倉庫を造る工事はそれほど専門性が要ら ◆一般論としては地域対策で仕事の回りがよ
ない。それでも１者しか入札してこなかっ く、人手が足りないからと考えております。
た理由は何か。 何件かの会社にアンケートを採った結果も、

他に仕事があるという回答が半数以上でし
た。

◆昨年12月の選挙以前は、国が公共事業全般
を絞り、各土木建設業者、コンサルタントが
執行体制を縮小していました。そのような状
況の中、今年２月の補正予算で緊急経済対策
分が非常に大きく出てきたために、急に大き

な仕事が来ることになり、社員や技術者の数
が全国的に逼迫しているという状況です。そ
の関係で、１者応札、もしくは誰も手を挙げ

委員からの ない事例の数が、特に震災以降と今回の補正
意見・質問 以降は増えています。それから地域性があり

それに対す まして、建設業者の仕事が多過ぎて人手が足
る回答 りない、あるいは多少余裕があるという状況

は、業種や地域によって若干まだら状になっ
ているというのが現状認識です。

◆１者応札の場合、業者にアンケートを行 ◆決められた手続です。
うというのは決められた手続か。

◆１者応札のときはアンケートを採って理由
を聞きます。

◆今回の１者応札は、本当に応札があった ◆どこも挙がらないのでどうですかと声を掛

のか。 けたりすることは基本的にはできないことに
なっているので、公告を見て判断していただ
くことになります。通常、発注の際は工事内
容をインターネットからダウンロードして見
ていただきますが、10者ダウンロードがあっ

ても手を挙げてくださるのはその１～２割、
もしくは１者、あるいは０者の場合もあるの
が事実です。

◆今はＣ等級に限定しているが、もう少し ◆結果として数が出てこない場合や、その地

ランクを広げていくことは考えているの 域では相対的に業者が少ない場合には、例え
か。 ばＢ等級の工事でもＣ等級を含めて公告する

ことがあります。特にこの辺で言うと、新潟
県の柏崎事業所では手を挙げる方が少ないこ
とが最初から想定されるので、Ｃ等級の工事
でもＢ等級まで広げています。
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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。)

◆今回はＣ等級だけか。 ◆誰も手が挙がらない、もしくは１者が頻発

するという状況でないと、ランクを広げての
運用はなかなか難しいです。逆に、例えばＣ
等級にＤ等級を入れられると困るという意見
も当然あると思うので、実績と様子を判断し
た上でないと弾力的な運用はしにくい状況で

す。農政局では建築工事の発注が非常に少な
いので、最初からランクを広げるのは難しい

委員からの です。
意見・質問
それに対す ◆資料の「入札公告（建設工事）」の工事 ◆緊急経済対策を受けて公共工事が大量に増

る回答 概要の（９）にある「実績変更対象費」と えているため、契約後、当初見込んでいた労
はどういう内容か。実績が違ってくれば変 務者が地元等で確保できず、近畿や九州など
更する可能性はあるということか。 の県外から確保しなければいけないという場

合が生じる可能性があります。その場合に、
遠方から来る費用を変更することができると
いうことです。国交省と連携し情報を得なが

ら対応することになります。

◆最終的に承認システムは担当者同士でや ◆地域ごとに決めますので、局が入って判断
るのではないのか。 することとなります。
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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。)

２ 一般競争契約（業務）

加治川二期農業水利事業所
現場技術（その３）業務

(補足説明)
◆現場技術業務は、専門技術者の派遣のよう

な性質のものです。事業所の技術系職員が非
常に少ない中でアウトソーシングできるもの
はしましょうということで、外に出す設計業
務だけでなく、非常に細かい業務についても、
主に技術系コンサルタントの方に来ていただ

き、事業所職員と分担して作業をしていきま
す。
特に今年２月の補正予算以降は、農水省だ
けでなく県や国交省などで発注業務が増えて
おり、どこも人手不足に陥っているので、各
事業所ではコンサルタントの方を複数名お願

いしています。ただ、今年度は特に応募して
くる会社が非常に少なく、コンサルタントも
人を出す余裕がないということです。実は今
年の１回目は応札者がなくて流れており、２
回目の対応となっています。

◆どのように改良していくか分からないの ◆今回の案件は、抽出要件における１者応札
に、金額は何によって決まるのか。 という観点で、工事と業務と役務の中からピ

委員からの ックアップされていますが、われわれは今回、
意見・質問 そもそも１者応札は競争性の確保という観点

それに対す ではどうなのかということを一番問題視して
る回答 います。

金額については、技術者の経験年数やラン
クに時間当たりの労務単価と就業時間を掛け
て、およその金額が基本的に決まります。

◆スタッフの質によって時給は全く違うの ◆技術者は経験年数と能力によって積算単価
に、何回も審査するのか。 が決まっています。主任技術者、技師Ａ、技

師Ｂといった技術員のランクがあり、それを
クリアした方に来ていただくことになりま
す。金額的には執行率の問題は確かにありま

すが、そこは多分論点にはならないと思いま
す。今回は、全体的な技術者不足の中で、１
者もしくは２者という競争性を確保しにくい
状況が現場で生じてしまっているということ
です。

◆入札公告の内容だが、この現場技術業務 ◆現場技術業務にも一般競争を適用するよう
には電子入札がない。なぜここだけが電子 になったのですが、システム設計がそれに対
入札になっていないのか。 応できていませんでした。そのため、この案

件については電子入札でなく、紙入札でさせ

ていただいています。

◆応札者が１者だけである理由にはならな ◆公告の中で提示しているので、このことで
いのか。 参加しにくいとは考えにくいです。

◆紙入札は現地まで行かなければいけな ◆公告、公示は農政局のホームページに載せ

い。 ているので、業者が案件情報を見るのは通常
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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。)

の電子入札と変わりません。ただ、いろいろ

な資料のやりとりが電子入札のシステムに対
応できていないので、紙の方式を取っている
ということです。

◆従来は、現場技術業務は公募型の指名競争

入札を行っています。公募型指名競争入札で
は、まず手を挙げていただき、技術者の数や
会社の状況を審査して足切りをして、10者ま
で絞った上で指名入札をするために時間がか
かります。１回目はそのような方法で行った

のですが、応札者がいませんでした。もう一
度同じ方法で行ってもいいのですが、期間が
延びてしまいますし、早めに業者を決めたい
ので、今年の補正予算と当初予算については
一般競争でもよいという例外措置で執行した
ところ、システムがそれに対応していません

でした。

委員からの ◆人を雇うというのは、事業所に外部の方 ◆はい。現場技術には、（その１）（その２）
意見・質問 に来ていただいて一緒に仕事をするという （その３）があります。（その１）は第２頭
それに対す ことかと思うが、幾つかの事業を同時並行 首工、（その２）は地区内の水路改修、（そ

る回答 で進めている場合は事業ごとに来ていただ の３）は大庄屋江頭首工と第１頭首工という
くのか。 ように業務を割り振っています。

◆他の事業所でも、内容に応じて３～４人、

あるいは０人の事業があります。事業の進捗
や、設計や調査等の仕事の多寡に合わせて、
必要な技術者を調整しながら確保していきま
す。

◆業務時間が明確に決められているが、業 ◆基本的には契約した期間ずっと従事しても
務期間より早く終わってしまうなど、ずれ らいます。本命の仕事が片付いても別の仕事
が出てくることはあり得るのか。 あるので、期間中はその人に適した業務をし

ていただくのが原則です。非常に大きな専門
的な案件でも、予定より早く終わったからと
いって契約変更して打ち切るということは、

ないわけではないのですが、現実的にはあま
りありません。

◆業務期間内は仕事をさせようと思えばい ◆はい。
くらでもあるということか。
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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。)

３ 簡易公募型競争契約（業務）

佐渡農業水利事業所
外山幹線用水路通水試験他業務

(補足説明)
◆佐渡農業水利事業は、今年度、完成予定と

なっています。全体としてはダムを造り、そ
の周辺にパイプラインを引いて、畑（主に果
樹）のかんがい用に使用します。パイプライ
ンは道路の下に引きますので、水を通したと
きに水漏れが生じないか最終確認するという

業務です。
パイプラインはソケットでパイプを継ぎ足
しており、溶接しているわけではありません。
地面が沈下したり地震でずれたりしたとき
に、ガチガチに止めているとパイプそのもの
が破損してしまうので、継ぎ目が若干動く形

になっています。そこにゴムのパッキンを差
し込むことで水漏れを防ぐわけですが、その
施工の際にパッキンがゆがんでいたりずれた
りすると、圧力がかかったときに水が漏れて
しまいます。そういう箇所がないかどうか最

終年度に実際に水を流しながらチェックし、
漏れている所が発見されたら直していきま
す。

委員からの
意見・質問 ◆用水路の通水試験業務は割と珍しいこと ◆このような施設を造る場合は、ほぼ行いま

それに対す なのか。過去に同様の業務をされたことは す。過去に完成したものとして、小倉ダムで
る回答 あるのか。 もこうした設備試験を行っています。

◆業務内容の一つに通水マニュアルの作成 ◆施設管理者が良好な維持管理をするため、
があるが、過去に依頼した業者にもマニュ 実際に使う方のマニュアルです。施設は土地

アル作成をお願いしていたのか。過去のも 改良区が管理しますが、その場合に水を流す
のを流用して安く上げるということはでき 際のノウハウが全くないので、そのためのも
ないのか。 のです。

◆取扱説明書のようなものと思っていただけ
ればいいと思います。パイプラインは延長が

長く、圧力がかかっているので、末端のバル
ブを急に閉めたりするとウオーターハンマー
といって管が破裂することがあります。パイ
プラインの中継ごとに、このバルブは何分か
けて閉めるというような守らなければいけな

いことがあって、それらをまとめているもの
です。

◆予定価格はどのように決めるのか。 ◆仕様を提示して複数社から見積を取って決
めています。

◆そのような見積もりかは分からないが、 ◆作業項目と作業量で見積を依頼し、上がっ
かなり詳細なものなのか。 てきた中から最低価格のものを採っていま

す。

◆見積価格そのまま、100％ではないのか。 ◆箇所数、施設数に違いはありますが、やる

ことがパターン化しているということもあり
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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。)

ます。これは実際に水を流すためのものでな

く、それに関するマニュアルや計画書なので、
委員からの 何人置いて何をやらせるかという項目は、あ
意見・質問 る程度パターン化していると思います。当然、
それに対す どの地区でもやっていることです。
る回答

◆積算表はないということか。 ◆積算表はありませんが、業務に関する、い
わゆる積算基準はあります。
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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。)

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
市野新田ダム水管理施設システム設計
業務

◆警報装置は設計するだけで、建設するの ◆建設工事は別の業者です。

は別の業者なのか。

◆中央管理所のシステムを作った業者が末 ◆今回のシステム設計は、中央管理所と市野
端のシステムも作るのが一番スムーズだと 新田ダムを結ぶ分も含めて全体で行います。
思うのだが。 中央管理所では既に後谷ダムと栃ヶ原ダムを

管理していますが、今回、新たに市野新田ダ
ムができるので、それを追加して中央管理所
とつなぐという業務です。
今回の受注業者は、中央管理所を設計した
業者とは違います。

◆別に不都合はないのか。 ◆不都合はないと考えています。

◆中央管理所のシステムを作った業者はな ◆平成18年に後谷ダム、栃ヶ原ダムを含めた
ぜ応札してこないのか。 設計を担当した「農業土木事業協会」は、４

～５年前に聞いた話ではシステム設計から撤

退したということです。

◆「農業土木事業協会」はコンサルタントの
委員からの ＯＢが多く、そうした技術者が抜けて得意分
意見・質問 野ができなくなるということがあります。

それに対す
る回答 ◆業務内容には主にシステム設計と警報設 ◆システム設計がメインで、警報設備の設計

備の設計の二つがあるが、請負金額1995万 は数百万円程度だと思います。
円の大体の内訳は分かるか。メインはシス
テム設計か。

◆別々に発注してはまずいのか。これは連 ◆別々に発注することも可能かもしれません
動したものなのか。 が、市野新田ダムに係る警報設備は連動する

ものなので、監督する側も一緒に発注した方
が都合がいいのです。

◆畑が違うように思ったが、同じ会社が請 ◆専門外でできなければ別の会社に依頼する
け負っても問題はないのか。どちらかが専 場合もあるかもしれませんが、今回は自社で
門外ということはないのか。 できるということで入札しているのだと思い

ます。

◆第１回の入札金額は2050万円だった。予 ◆一度入札して、金額が予定価格より上であ
定価格を上回った関係で第２回があるとい ればもう一度入札することになっています。
うことか。

◆予定価格はそのとき公表されないのか。 ◆公表しません。

◆それでまた上回っていれば、もう１回行 ◆あまりにも予定価格とかけ離れている場合
うのか。 は、何回もやらずに終わることもあります。

◆何割も違うとなると、多分、お互いに積算
の考え方や予想している単価が違うことが想

定されますので、入札を何回もやり直しても



- 8 -

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。)

意味がないのです。恐らく数パーセントしか

下げてこないので。

◆１者しか応札していないのが気になる ◆アンケート調査の結果では、人員の確保が
委員からの が、何か原因はあるのか。 できなかったという業者が多かったです。シ
意見・質問 ステム設計は、水路設計のように何十件も出

それに対す るわけではなく、全国でも年間数件ぐらいし
る回答 か出ないので、あまり経験のないところが多

いのではないでしょうか。

◆ここでも技術者が必要か。 ◆そうです。普通の土木と違うので、電気関

係の技術者が必要になります。
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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。)

５ 一般競争契約（役務）

北陸農政局
平成25年度用排水・ほ場整備基礎緒元
畑調査業務

◆一般的には土地改良の教科書があって、 ◆既存のものは、こういう本の中にいろいろ

その中にいろいろな項目があるわけだが、 入っていますが、時代の変遷とともにさまざ
今回はユリ球根に限定して調査するのか。 まな作物が現れるので、それらについて新た

にデータを取っているということです。

◆魚沼郡津南町辺りのデータしか取れない ◆気象条件や土壌条件は違いますが、それら

のではないか。 をまた他の地区で参考にすることができま
す。

◆全く別の所でも同様のユリ球根の調査を ◆ユリについてはここだけです。
しているのか。

◆ここのデータが一般的に通用するのか。 ◆恐らく、土壌条件や気象条件などをパター
ン化した上で、それに係数を掛けるなど補正
しながら使っていくことになると思います。
別の場所でもっと調べた方がいいという話に
なれば、そうすることになるかと思います。

◆作物別に基準を作るわけではないのか。 ◆そういうわけではない。基本的には、土の
性状と雨の降り方、それから、かんがいで補

委員からの 給する水とを組み合わせた分析が前提にあっ
意見・質問 て、必ずしもユリが植わっていることを念頭

それに対す に置いているわけではありません。作物によ
る回答 って使う土の厚さが違ったり、土が湿ってい

た方がいい場合、あるいは乾いていた方がい
い場合がありますが、土地改良の観点から、
ある営農条件と雨量条件、土壌条件があった

ときにどれだけ水をかける必要があるのかが
分かれば、水の総量と必要なパイプの太さが
決まります。ちょうどよい大きさのパイプを
決めるための一つの基準を作るわけです。

◆なぜ魚沼のユリが候補になったのか。 ◆特にここ最近、ユリが結構作られるように

なってきているということや、これまではあ
まりそうした作物について調査してこなかっ
たということから、特徴的な事例としてデー
タを取ることになりました。

◆東京である程度全体をコントロールしてお
り、各農政局に事業のテーマが割り振られて
います。それをどこでやるかは各農政局が決
めています。

◆今回は１者応札だが、何者ぐらいが応 ◆こうしたことができる業者の数は、それほ
札できる業者がいるのか。 ど多くないと思っていました。過去にも同様

の調査をしていますが、やはり応札するのは
数者程度というケースが多かったです。

◆資格者は管理技術者だけか。 ◆管理技術者は、どちらかというとあまり特

殊な資格ではありません。主に農業部門の調
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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。)

査をしている業者が持っています。ただ、こ

のような調査自体が非常に珍しく、手を出す
ことをちゅうちょされているような気がして
います。

◆こうした環境調査の入札は継続的に行かな

ければいけないので、距離的に遠い所は経費
が掛かるためになかなか手を挙げにくいので
す。そのために、事実上、近隣の業者になっ
てしまうということが大きな問題かと思いま
す。やはり、やることが非常に明確である関

係で、業者としてはうまみがあまり期待でき
ない性質の業務なのではないかと考察してい
ます。

◆それは問題かもしれない。ただ問題がな ◆本来は諸経費率ということで会社の取り分
いとすれば、もう一つ仕事を加えてはどう が乗っているはずです。300万円というと直

か。 接工事費の事業費の半分くらいで、残りで間
接経費なり会社の取り分を見ていくと、手間
暇が掛かる割に少ない。その比率で考えると、
みんなでやりたいという感じの業務ではない

委員からの と思います。

意見・質問
それに対す ◆正直に言って、そんなに予算を持っている
る回答 調査ではありません。

◆「環境公害研究センター」はどのような ◆一昨年、同様の系統の業務をしていました。

会社か。 こうした調査の経験がある業者のようです。

◆特に自然環境の保全やモニタリングなどを
得意としている石川県の会社で、よくトンネ
ルの騒音計測をしています。

◆業務内容と工期を見たときに、契約金額 ◆一般的な基準がない部分もあるので、見積
が安いという印象を持った。予定価格を計 徴収等を行った上で予定価格を決めていま
算する際の基準はどのように決めるのか。 す。時々ほ場に行ってデータを回収するので

すが、その回数によって金額が決まっていま
す。現場に張り付くような業務ではないので、

金額は安いですが、この程度です。

◆データ回収は月に数回か。 ◆２週間に１回ぐらいです。

◆データの回収というよりは、現地が荒らさ

れて観測計器が破壊されたり、風で倒れたり
していないかをチェックするという性質が強
いです。そういう意味でも仕事が少ないので、
積算すると安い金額になります。
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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。)

６ 公募契約（役務）

九頭竜川下流農業水利事業所
三里浜砂丘地園芸検討（その１）業務
の委託

◆この地域は「三里浜協同組合」だけで全 ◆業務名に（その１）とありますが、（その

て網羅しているのか。他の農協と重なって ２）業務もあり、そちらは別のＪＡ花咲ふく
いないのか。 いが請け負っています。扱っている作物が違

い、（その１）業務には今回、小玉すいかが
入っていますが、基本的に加工野菜を扱って
います。（その２）業務では、ニンジンやダ

イコンなどの生鮮野菜を扱っています。三里
浜農協はカバーする範囲が非常に狭く（三里
浜砂丘地のみ）、ＪＡ花咲ふくいはもう少し
広い範囲（坂井市及びあわら市）をカバーし
ています。

◆（その２）業務と同時に進んでいるのか。 ◆はい。

◆この手の業務は、地域の農業を変えていく
ために行っています。新しい水を使うとこん
なことができるということを実験的に示して

農家の方に普及啓発し、結果として事業の効
果をしっかり発揮させていくという趣旨があ
ります。どの地域でも、新規の畑地かんがい

委員からの 事業を実施する際はこうした形で普及啓発を
意見・質問 行っています。

それに対す
る回答 ◆三里浜では平成20年度からこのような事 ◆営農推進のための業務を平成20年度から行

業を行っているが、なぜ平成24年度から農 っているのはご指摘のとおりです。（当初か
政局が参入しているのか。 ら委託事業として実施しており）過去の資料

を貸与資料としてお貸ししています。作物は

年によって変えているのですが、うまくいか
なかった年もあります。一方で、平成20～21
年に試したハツカダイコンはなかなかうまく
いっており、今のところ１ha程度定着してい
ると聞いています。
われわれとしては、全てが成功すると分か

っていたらやる意味がないので、失敗を糧に、
いい種が植わって伸びていけばいいと思って
います。逆に、３年たって事業が終わったら
われわれは出ていかなければいけないので、
今しかできないのです。施設はできたけれど

も、この水をどのように使ったらいいのか分
からないということになってしまうので、施
設を無駄にしないためにも、こうした取り組
みは必要だと考えています。

◆作物に着目したのではなく、三里浜とい ◆そうです。特にここは新規の地域なので。
う場所に着目したということか。

◆予定価格と入札価格についてはどのよう ◆昔の随意契約のような感じです。中身はほ
な考え方をしているのか。 ぼ資材費で、資材費自体は決まったようなも

のです。
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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。)

◆これは随意契約そのものです。ただ、単な

る随意契約ではなく、他に同じような条件で
できる業者がいないかどうかを確認した上
で、随意契約を結ぶという手続になっていま
す。

◆今おっしゃっているのは、審査調査のとこ
ろの予算額ということであれば、それは先方
の提示した予算計画に合わせてあります。

◆公募資料の361ページの第３に「契約限度

額」を示しています。その範囲の中で随意契
約を結ぶことになります。

◆この業務の成果物として、例えば小玉す ◆どういう作物を扱うかは県や市の営農部局
委員からの いかがよく育つことが分かったとしたら、 と相談して決めているので、県、市、ＪＡを
意見・質問 その情報の取り扱いはどうなるのか。ＪＡ 通じて還元していく形になります。

それに対す から各農家に下ろしていくのか。
る回答

◆塩分のなくなった水が大量に供給される ◆ないわけではありません。いずれにしても、
ことになるとそのような経験は誰にでもあ 砂地なので水があった方が作付けできる範囲
る。 が劇的に広がります。特に施設園芸が確実に

逆に塩分があった方がいい植物はないの できるようになります。気候条件にもよりま
か。きれいな水を使ったら余計に採れなく すが、メロンのような高付加価値作物の栽培
なるということが起きないとも限らないと が理屈上は可能になります。
思うのだが。 事業の中で、何に着目してやっていけば結

果的に地域の皆さんが喜んでくれるのかを探

り、うまくいったものは地元農家の方に直接
見ていただき、地域の農業に反映できればと
思っています。
本来は、通常の地区であれば県の農業普及

事業になるのですが、ここはまだ事業が実施

中で、今まさに水が来るというところですの
で、国も一緒になって必要な資源として実験
するという趣旨で行っています。
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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。)

６ 全体を通しての質疑応答

◆「指名停止等一覧表」について基本的な ◆特定の大きな工事ですと、通常は３月15日
ことを教えてほしい。「工期までに完成せ とか20日ぐらいが工期になります。工期の少
ず、発注者が契約を解除された」とは具体 し前に工事完了の届けを農政局に出していた
的にどういうことか。工事をやめてしまう だき、農政局の検査官が現地に見に行き、設

のか。 計図面と現地とを照らし合わせて確認して初
めて届けを受け取り、代金をお支払いするこ
とになります。
それが、工期を過ぎても検査に行った時点

で工事がまだ終わっておらず、工期の変更契

約をして３月31日まで延ばしても終わらなか
ったというのが今回の事例です。工事が終わ
っている分については出来高でお支払いしま
すが、約束どおり工期内にできなかったため
ペナルティーを科します。さらに、指名停止
の他に違約金の支払いを求め、工事代金から

天引きします。ただ、このような事例はめっ
たにありません。

◆最後の工事は誰かが行うのか。 ◆別途、翌年度に発注して工事を終わらせま
す。

大雪などの不可抗力で終わらない場合は、
委員からの 途中まで工事をするという契約に変更して終
意見・質問 わります。今回の場合、業者ができると言い
それに対す ながら実際には終わりませんでした。
る回答

◆終わらないと思ったら手続をし直すのか。◆そうなのですが、それをしなかったのです。
理屈の上ではあり得るのですが、全国的にこ
うした事例が起こるのは非常にまれだと思い
ます。

◆できなかった分は他の業者に依頼するの ◆心情的にはそうしたいのですが、仕組みと
か。最後まできちんとやらせないのか。 しては、約束どおりできなかったわけですか

ら契約を解除して、今後一切関与しない、お
引き取りいただきます。そして、別の業者に
続きをやってもらいます。

◆「庭山組」は存続しているのか。 ◆最近倒産したそうです。

◆「大成ロテック」の談合相手はどこか。 ◆談合相手の情報は来ていないので分かりま
せん。
これは農政局発注の工事ではなく、高知県

高岡郡越知町発注の工事で談合が発覚し、罰
金の略式命令を受けたというものです。法令
違反を他のところで行ったということで、北
陸農政局でも指名停止措置を出しました。他
にも談合で罰金令が出れば、その社に対して

も北陸農政局は指名停止措置を出しますが、
明らかになっているのはここだけです。
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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

◆今回の６件についても、担当者からの説
明や補足説明が非常に分かりやすく、よく
理解できた。審議の結果、規則にあるよう
な意見の具申・勧告の必要なものは、特に

委員からの なかった。
意見・質問 今回は、なぜ１者応札になったのか、予
それに対す 定価格となぜ近いのかといったことについ
る回答 てご質問させていただいた。明解なご回答

を頂いたものもあるが、複数の会社の入札

額が近似している理由については明確なご
説明を頂けなかったと思う。皆さんは何度
も経験されていると思うので、委員が疑問
に思って質問することは大体予測できるで
あろう。明解なご回答を頂けるとわれわれ
も気持ちよく帰れると思うので、今後とも

よろしくお願いしたい。


