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別紙のとおり 別紙のとおり

特になし

事務局：　　　　　　　　　

意見・質問

(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

回答等

委員からの意見・質問、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。)

前回（第２回）北陸農政局入札等監視委員
会の追加説明

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

第２回
北陸農政局 ◆前回の委員会で、外山幹線用水路通水試験
入札等 他業務に２者が入札に参加し、両者とも予定
監視委員会 価格にかなり近似した価格で入札した理由に

ついて問われましたが、十分ご説明できませ
追加説明 んでしたので追加でご説明させていただきま

す。
今回の入札業者に対しては、この業務に係
る直接人件費や旅費等の間接経費、技術経費
率等、積算に関わる根拠を示した積算参考資
料を配布していますので、それをもって算定
すれば、同じような条件で予定価格に近い数
字が推定できるのではないかと思われます。
それが今回入札した価格が２者近似した理
由ではないかと考えています。
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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。)

１ 一般競争契約（工事）
信濃川水系土地改良調査管理事務所
佐渡地区防災情報ネットワーク機器製作
据付工事

◆今回業務の一つとして既設データ処理装 ◆そうです。
置改造があるが、装置を備え付けたのも今
回の受注者か。

◆防災情報ネットワーク設備は全国にある ◆受注者以外にも大きな電機メーカーには設
が、受注者は各所で受注しているのか。 備の製造・設置能力があるので、事業により

各メーカーが受注しています。その１社であ
るということです。

◆どこかが突出して多いということはある ◆それは分からないです。
のか。

◆同レベルの装置は佐渡島には一つだけ ◆そうです。佐渡地区の管理施設で一元管理
か。 していて、佐渡地区のさまざまな施設の情報

が全て１カ所に入ってきます。そこに転送装
置を設置すれば、全て転送できる形になって
います。

◆では、北陸農政局管内では各地に設置さ ◆そうです。事業所が複数あり、事業も各種
れているのか。 ありますので。例えば、柏崎周辺農業水利事

委員からの 業所も、あと数年で事業が完了します。事業
意見・質問 所単位でデータを集中管理していますので、
それに対す 最終的には内閣府のプラットフォームに転送
る回答 できるような装置を設置することになると思

います。

◆事業継続中の事業所のデータはもちろんで
すが、これまでに完了した国営造成施設のデ
ータについても的確な情報把握を行うため、
現在、順次、各調査管理事務所に機器を設置
していただいてデータを収集している状況で
す。

◆それは当初から計画されていたものなの ◆佐渡地区の事業は平成２年から行っていま
か。それとも性能が向上してきたために必 すが、防災情報ネットワーク事業は平成21年
要になって追加するのか。 から始まったものです。ですから、情報化技

術の発展に伴い、国営造成施設の的確な情報
把握を行うために追加しています。

◆評価点数の総括表で、受注者は「不正又 ◆提案していただいた資料から評価基準に基
は不誠実な行為等」で-2.0があるにもかか づいて、点数を付けて評価しています。
わらず「加算点Max30.000点」となってい 今回は１者入札で、生の点数は10点ですが、
る。どのような計算で点を付けたのか。 「入札公告（建設工事）」の「３総合評価落

札方式に関する事項」の（２）に、「①標準
点を100点とし、施工体制評価点の最高点を3
0点、加算点の最高点を30点とする」「③加
算点の算出方法は、上記（１）の評価項目（企
業評価、技術者評価）について評価した結果、
得られた評価点数の合計値の最も高い者に30
点、その他の者は評価点数の合計値に応じて
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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。)

按分して求められる点数を加算点として与え
る」と書かれていることから、今回の加算点
は30点としています。

◆では、１者の場合は最高の30点が付くの ◆そうです。例えば２者で10点と９点という
か。 評価でしたら、10点の者に30点加算し、後は

按分で減らしていくという形で採点します。

◆複数者並んだ際に、満点が30点になるよう
に生の点数を換算することによって点差を開
かせるという意味で、最高値を30点に調整し
ているということです。

◆入札執行調書で、基準評価値が43.327の ◆はい。予定価格を上回った者とは契約でき
ところ評価値が69.565になっていて、基準 ませんが、１者の場合は落札されることにな
評価値を上回っているから採用して落札す ります。
るということだと思う。しかし、基準評価

委員からの 値は標準点を予定価格で割ったもので、標
意見・質問 準点は100点であり、１者の場合必ずMax30
それに対す が付くとなると標準点を上回るのは確実
る回答 で、落札は間違いないことになってしまう。

この矛盾はどうなのか。それとも別に何か
縛りがあるのか。予定価格を上回っていた
ら駄目だろうが、１者の場合、下回ってい
れば確実に採用されるのか。

◆規定は分かったが非常に甘いと思う。 ◆強いて言えば企業評価等で失格になる可能
性はありますが、それ以外では１者入札の場
合はこの計算は全く意味をなしません。

◆評価点数の総括表にある企業評価の「不 ◆一般的には、過去に指名停止を受けた場合
正又は不誠実な行為等」で-2.0とされてい にはマイナスになることがありますが、この
るのはどういう意味か。ゼロではないのか。 -2.0の具体的な理由については今すぐには把

握できません。

◆過去に何があったかが分かるのか。-3.0 ◆指名停止の場合は、-2.0点と決まっていま
ではなく-2.0なのは何か意味はあるのか。 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 指名競争契約（工事）
佐渡農業水利事業所
金井排水機場周辺整備工事

◆通常は公募するのですが、今回は平成24年
度に工事を請け負った受注者が、年度末ぎり
ぎりになって張りブロック等の工事を残した
まま事実上撤退してしまいました。事情はい
ろいろあったようですが、出水期までに張り
ブロックを張らないと災害につながることか
ら、期間短縮のために指名競争入札を行った
という事情があります。

◆前回、指名停止になった企業で確か倒産 ◆そうです。出来高の支払い金額から契約上
したはずだ。請け負って途中で放棄した形 の違約金を引いた額を支払いました。出来高
だが、工事した分だけ支払ったのか。 が１億円の場合、違約金の2000万円を差し引

いた8000万円をお支払いしたというような形
で精算しています。

◆残りの工事を引き受けたのは今回の受注 ◆そうです。
者か。

◆今回の予定価格はどうなるのか。 ◆違約金等は全く入れず、残った業務や工事
量に対して通常どおり新たに積算します。

委員からの ◆分割にすれば当然割高にはなるだろう ◆それは計算したことがありませんが、違約
意見・質問 が、違約金を取った分だけ差し引きで、結 金の分が若干安くなるかもしれません。
それに対す 果的には安上がりだったことにならないの
る回答 か。

◆検証していなくて申し訳ないのですが、違
約金は国損が生じないようにとの考え方で設
定されているはずですので、少なくともマイ
ナスにはなっていないのではないかと思いま
す。必要でしたら次回までに試算を出します。

◆入札執行調書に辞退が並んでいるのは、 ◆想像ですが、島内の業者はみんな、現場で
それと何か関係しているのか。 トラブルがあったことを知っていますので、

警戒したのではないかと思います。

◆昨年度の受注者は経営的な問題でやめた ◆そういうことではありません。工期内に終
のか。工事が難しかったから放棄したので わらなかったということです。
はないのか。誰も手を付けたくないような
場所だったのではないか。

◆張りブロックの仕事はそれほど難しくな
い、ごく普通の土木工事ですので、技術的な
問題はなかったと思われます。

◆前回受注者と今回の受注者の関係と、１ ◆前回受注者はもともと佐渡の業者ではない
者を除いて辞退したことに因果関係はない ので、今回の受注者との関係は分かりません。
のか。

◆前回受注者は着手当初から遅れが目立って
おり、後半に挽回したのですが結果間に合わ
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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。)

なかったという状況です。辞退後、一切連絡
がつかなくなって事業停止に至ったので、そ
の間に今回の受注者と「後はお願いします」
というようなやりとりはないはずです。
時期的な問題と、やり残しのところをやる
ということで、この件に限らず最近は公共工
事で辞退される業者は多く出ていますので、
事情はあるにせよ、辞退自体は特に珍しいこ
とではないと思います。

委員からの ◆出水期とはいつごろを想定しているの ◆６月の梅雨を想定しています。この水路自
意見・質問 か。着工するころには既に出水時期に入っ 体は排水路です。新しく水源を作って多く水
それに対す ているのではないか。 が流れ込むようになったり、雨も増えてきた
る回答 りするので拡幅しています。そこがきちんと

整備されなければ、その分の水で洗掘してし
まうので、どうしても６月までには整備しな
ければいけないと考えています。

◆出水時期に入ってしまうのであれば、指 ◆５月に入札して１カ月で完成し、梅雨時期
名入札ではなく一般入札でもよかったので の終わりには対処できると考えています。
はないかと思ったのだが。

◆一般競争ではなく指名競争にすると、ど ◆一般競争入札ですと３カ月近くかかります
れぐらい期間短縮が図れるのか。 が、指名競争だと１カ月もかかりません。
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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
小矢部川地区他開水路劣化調査他業務

◆調査が行われた1200カ所は、どのような ◆気象条件や地形条件等も加味して選定され
要素で選ばれたのか。50年の間に地震があ たと思います。全国のことは想定できないの
った場所となかった場所では全く状況が違 ですが、当事務所管内では、小矢部川地区は
うのではないか。北陸の水路で他にも選ば かなり標高の高い山間地を走る農業用水路
れた場所はあるのか。 で、射水平野地区は低地平野部の農業用水路

です。気象条件等も違うので、この２カ所の
調査を行うことにして、それぞれに割り振っ
ています。

◆亀裂の問題を考えると、かつて地震のあ ◆今回の調査の目的は、地震によるひび割れ
ったところが優先的に選ばれてもいいと思 などではなく、老朽化によるひび割れを調査
うが。 することです。全国1200カ所の選定理由には

大きく分けて三つあり、一つは凍結によって
コンクリート中にある水分が膨張してひび割
れる凍害で、海の近くでは塩害によるひび割
れもあります。

◆自然劣化を優先して選んだということ ◆そうです。
か。

◆選定されたものには、昭和30年代に作ら ◆コンクリートの基準が変わっていまして、
委員からの れて50年以上使用されている用水路が多 昔はひび割れが何mm以上開けば直すとされて
意見・質問 い。昭和40年代のコンクリートは質が悪く いましたが、今はひび割れが開き続けている
それに対す 手抜き工事だといわれるが、そういう見方 か止まっているかで直すか直さないかを決め
る回答 は今回は全く入っていないのか。 ることになっています。昭和30年代に作られ

た用水路も、ひび割れの進行と鉄筋の腐食を
見て、いろいろなところを調査するときの物
差しを作ることを目的として、1200カ所の調
査をすることになっています。

◆ひび割れの状況は定点観測しなければ分 ◆進行性があるかどうかは、ある程度見ては
からない。数年に１度はやっているのか。 います。進行していなければ、開いた状態で

物が詰まっていたり、挟まっていたりします
ので、そういうことを中心に見ています。

◆参加表明者選定結果表と技術提案書審査 ◆参加表明者選定結果表は、参加表明者を選
結果表の内容が微妙に違う。似ているとこ 定するための評価です。簡易公募型競争入札
ろもあるが順位の違いもあるのだが、総合 方式の契約手続きというフロー図があります
評価では技術提案書審査結果表だけが総合 が、８月12日に説明書を交付して、参加した
評価の対象になっている。これはなぜか。 い業者は８月26日までに参加表明書を提出し

ます。
参加表明書を提出した者の中から、企業評
価（企業が参加資格を有しているか）と予定
管理技術者評価（用水路の機能診断の専門技
術力）を行い、点数化して上位10者を選びま
す。この場合は参加表明者が３者で、３者と
も欠格要件がないので３者選ばれています。
その後、３者に参加資格通知書を送り、９
月３日にあらためて指名通知を行い、併せて
技術提案書の提出要請をしています。
技術提案書審査結果表が微妙に違うのは、
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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。)

技術提案書の審査には予定管理技術者評価に
加えて業務への取組方針評価があるからで
す。予定管理技術者については経験年数等で
点数化し、業務への取組方針については業務
のやり方や設計条件、前提条件の理解度など
を具体的に文章で提出していただき、その内
容を評価して点数を付けるという流れです。

◆実際に総合的に評価すると、ちょっと違
う結果が出るかもしれない。

◆「簡易公募型競争入札方式」となってい ◆【簡易公募型競争入札方式（総合評価落札
る資料と「公募型指名競争方式」となって 方式）（実施方針重視型）】入札公示（設計
いる資料があるが、どちらが正しいのか。 等）の４（３）にあるとおり、「簡易公募型

競争入札方式」が正しいです。

◆今回は調査が目的で、復旧はついでなの ◆今回はひび割れと鉄筋の腐食の関係の調査
か。 を行いますが、穴を開けたままにしておくわ

けにはいきませんので、穴を開けたところは
復旧します。

◆今回の調査結果を基に他のあらゆる水路 ◆今回はひび割れと鉄筋コンクリートの中性
を一つ一つ見ていって、必要があれば補修 化との関係の確認が目的なので、例えばひび
することに役立てるものを作る、その基準 割れが５mm以上のところは中性化が進んでい
づくりが今回の目的なのか。 る、１mmであれば問題ないというような集計

委員からの をしていく形になるかと思います。
意見・質問
それに対す ◆別の地域の判定基準を作るためですので、
る回答 別の地区で調査を行う際に役立てていくこと

になります。

◆業務概要にある調査延長0.9km、用水路3. ◆そうです。
5kmというのは、全長ではなく、例えば10k
mのうちの９kmだけ抽出して調べるという
意味か。

◆では、この事業の予定価格は幾らにでも ◆はつりをして壁等の中性化の確認をするの
設定できることになる。例えば1000万円な は、当方では60地点と考えています。各地点
らば徹底的に調査できるだろうし、100万 に水中部と地中部があるので120地点になり
円ならば100万円なりの調査ができるよう ますが、そういう調査をするために必要な人
に思うが、そういうわけではないのか。 数や材料を基に積算して予定価格を出してい

ますので、キロ数が多いからという観点では
なく、何地点調査するかに尽きると思います。

◆入札参加者の１者が辞退した理由は何 ◆私どもでは関知していません。
か。

◆入札執行調書にある調査基準価格822万6 ◆予定価格は、この額より下回った者が契約
750円と予定価格の関係を教えてほしい。 できるというもので、調査基準価格は、低入

札の調査価格なので、この８割前後を下回る
と業務品質に影響が出ると考えて、下回った
者には第三者の業務照査や管理技術者の立会
頻度を多くするといった取り組みをしてもら
うことになります。
さらに、調査基準価格を下回れば、本当に
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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。)

この会社の体制で可能かという調査が行われ
ます。調査の結果、その業者が無理だとなれ

委員からの ば、その者とは契約しないことになります。
意見・質問
それに対す ◆完全に８割ではないのか。 ◆大体８割前後です。ここには資料がないの
る回答 ですが、項目ごとに、直接調査費、間接調査

費等でそれぞれ率があります。
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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。)

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
基幹水利施設地質等調査業務

◆柏崎周辺（二期）と書いてあるが、一期 ◆総事業費は450億円で、予算上、一期とし
があったのか。 て約半分の採択を認めて、翌年以降、予算の

総規模を見ながら二期として着工していま
す。結果的には平成９年度に一期、10年度に
二期工事に着手しています。一期は既に完了
し、二期は平成28年度に完了する予定で進め
ています。

◆一期の担当と業者はどこか。 ◆一期も柏崎周辺農業水利事業所が担当で
す。予算上の一期・二期で、毎年度の予算の
中で、さまざまな工事や業務を発注していま
す。

◆複数年契約する場合、競争入札に多くの ◆一期と二期で450億円の事業計画が組まれ
業者が集まって予算にも競争性が出てくる ていて、その中で工事や業務等が細分化され
ことがあるが、今回はそのようなことは考 て、それぞれ契約を行う形になっていますの
えなかったのか。 で、柏崎周辺（二期）農業水利事業ではなく、

基幹水利施設地質等調査業務という名称で契
約を結んでいます。

委員からの ◆本事業の場合、１年で終わらないダム本体
意見・質問 の工事等については３カ年、４カ年の工期で
それに対す 発注を行っています。複数年で発注する場合
る回答 には、予算要求の時点で１件ごとに国会の承

認が必要となりますので、通常は主要なダム
や大きな頭首工等の案件にのみ特別な予算要
求をして複数年にまたがる予算を認めていた
だいて発注します。それ以外のものは１年ご
とに発注していく形で整備しています。

◆本調査業務は単年度です。平成25年７月18
日～平成26年３月20日の工期で契約を結んで
います。

◆公募型と言いながら、参加者が非常に少 ◆参加者が１者だったため、契約確定後に、
ないことが心配だ。 参加表明書の提出はあったが技術提案書の提

出がなかった業者に不参加の理由を聞いたと
ころ、東日本大震災の復興・復旧の関係に相
当技術者が取られていることに加えて、平成
23年夏にあった新潟豪雨の復旧が新潟県では
続けられていることから、非常に技術者が不
足しており、この業務に技術者を投じられな
いと判断して出さなかったという回答でし
た。

◆ダム本体を作ったのはいつごろか。 ◆ダムを供用開始したのは平成22年度です。
安全性を確認する試験湛水をしようとしてい
た矢先の平成19年７月に中越沖地震が起こ
り、その後、調査して少し手直しをしたりし
て水を貯めはじめ、１年半ほどかかって平成
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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。)

21年に県土木部の検査に合格して、平成22年
から供用を開始し、現在は柏崎市と土地改良
区が管理しています。

◆割と新しいダムなので、今回の業務はア ◆何らか製造責任があればアフターサービス
フターサービスのような形でダム本体を作 で補修してもらうことはありますが、事業所
った会社にお願いできないのか。 として平成９年頃から詳しく調査した上で設

計を行い、平成14年頃からダム工事に着手し
ていますので、しっかりと責任を持って対応
しなければいけないと考えています。

◆最初は２者いたということだが、２者と ◆２者とも全国の業者で、新潟県でもいろい
も新潟の会社なのか。 ろな業務を受けていると思います。

◆では、担当者と顔見知りであることもあ ◆たまたまどこかで一緒だったことはあるか
るのか。 もしれませんが、われわれも２～３年で転勤

していますし、彼らも全国のプロジェクトに
配置されているので、それは分からないです。

◆技術提案書審査結果表で、技術者評価は ◆まず技術者評価は、業務を受けた場合の担
ＣとＢが一つずつあるもののＡが多い。一 当技術者の名前や経歴等が提出されますの
方、技術提案書評価ではＡが一つもないが、 で、それを過去10年間（前年度まで）の業務
これはどういうことか。 実績や業務成績を評価の着眼点として、成績

が80点以上の場合は４など、その人が培って
きた経験を客観的に判断するのでＡやＢが付

委員からの きます。ただ、過去の表彰経験は、なければ
意見・質問 Ｃの０点になります。
それに対す 技術提案評価は、５人の審査員がそれぞれ
る回答 提案書を見て、事業の目的や業務内容、理解

度、適格性、創意工夫等について10点満点で
点数を付けます。

◆２者だと比較しようがないが、Ａが一つ ◆各評価者がそれぞれ技術提案書の内容を読
もないのはちょっとまずいと思った。 んで、オリジナリティーや創意工夫があって

いいと思いＡを付ける人もいますし、これぐ
らいは普通だとＢやＣを付ける人もいます。

◆１者の場合にはどのような形で評価され ◆１者であっても評価する必要があるのは、
るのか。 管理技術者の技術者登録や専任性、調査技術

者の項目で欠格と判断される場合があるから
です。１者であっても欠格としか評価できな
いとなれば、失格になって契約できません。
また、われわれは技術提案書を見ながら監
督していくわけなので、自分たちが出した技
術提案についてはしっかり履行してもらうこ
とも必要ですので、評価はしっかりとしてい
く必要があると考えています。

◆東日本大震災で日本のダムが大規模な影 ◆震災による大きな影響はないと思います
響を受けたとは聞かなかったが、若干は影 が、いろいろ状況を見ているところです。
響があったのか。

◆影響を受けたダムの中で、ここは程度と ◆東日本大震災の震源からは随分遠くて、長
してはどれくらいの位置になるのか。一番 野県北部地震の方がより近くて震度は大きか
ひどく影響を受けたのか、中間ぐらいか。 ったのですが、染み出しが少し見えるぐらい
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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。)

ですので、ダムの安全性が損なわれたという
ことはありません。ただ、コンクリート部だ
けを留めればいいのか、ダムの基礎である地
山を手当てしなければいけないのかは、いろ
いろデータを取って判断しなければいけない
と思っています。ですから、震災による大き
な影響はないと思いますが、そういう要素が

委員からの 含まれているということです。
意見・質問
それに対す ◆地域的に、東日本のダムの大半はこの程 ◆それは私たちでは分かりません。
る回答 度の影響は受けているということか。

◆では、日本のダムは丈夫にできていると ◆そこはそれぞれだと思います。ダムも上に
みんな感心していたが、後でこの程度の調 見えている部分だけではなく、基盤や地質も
査はどこも行っているということか。しな ありますので、全部が全部悪いわけでもなく、
ければいけないのか。 いいところもあるので、そこはケース・バイ

・ケースだと思います。
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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）
庄川左岸農地防災事業所
荒又排水路他土地分筆登記業務

◆今回は土地分筆に伴う測量調査等という ◆あくまでも当方が原因者であるという位置
ことだが、土地分筆費用の一部負担を民地 付けで、100％当方で負担しています。
所有者にお願いしたことはあるのか。

◆２者のうち１者が辞退したということだ ◆そうです。
が、辞退した入札業者は私的な土地家屋調
査士事務所か。

◆辞退した入札業者の所在地は。 ◆名古屋です。
委員からの
意見・質問 ◆東海・北陸地域に限定した理由は何かあ ◆総務省の一般競争入札に東海・北陸という
それに対す るのか。 区分がありますので、それに基づいて分けま
る回答 した。全国で業者を募るという考え方もある

と思いますが、用地調査のために地域に張り
付いてもらうという意味では、東海・北陸地
域の法人に業務を行ってもらうのが適当と考
えて、この地域に限定しました。

◆それだけ広げても参加者が非常に少ない ◆業務に限らず工事も、今年度は人も物も足
ことが気になる。 りていないのです。

◆これは平成21年度にスタートした、放水 ◆そうです。その建設をするのに必要な業務
路の270億円という膨大な工事の一部か。 で、その事業費に含まれています。

◆今回はその測量の部分だけの契約か。 ◆そうです。
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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。)

６ 随意契約（役務）
北陸農政局
新川河口排水機場PCB廃棄物処理

◆手続き上は入札契約委員会に掛けなけれ ◆ルールに基づいているということもありま
ばいけないだろうが、この会社しかできな すが、チェックの意味もあるのです。新潟県
い工事でこの会社しか選べず、予定価格も ではまだ契約はありませんが、この受注者の
この会社の言うとおりになるなら、入札し 他に、民間事業者が全国で８社程度育ちつつ
ない方が早く、安く済むのではないか。 あります。その受け入れの可能性はないか、

あるいは事業者自体で処理できる可能性はな
いか等々をチェックする目的があるかと考え
ています。

◆チェックしようがないのではないか。 ◆他社の参入可能性というところで、去年な
かった会社が今年できている場合もあるの
で、そのくらいのチェックはできると思って
います。

委員からの ◆単価が公表されているということだが、 ◆法律などはありません。単価については、
意見・質問 単価も法律で決められているのか。 この受注者が決めています。
それに対す
る回答 ◆予算額と契約金額が100％一致している ◆随意契約ではありますが、予定価格を立て

が、見積合わせは具体的にどうしているの るのが決まりなので、うちの仕様書に合った
か。 予定価格を積算し、その仕様書で請け負うで

あろう業者から見積もりを取って、予定価格
と見積価格を照らし合わせて、範囲内であれ
ば契約するということです。

◆今回は全く同額になっているが。 ◆たまたまそうなったということです。

◆他の事業では、微量の場合は別のPCB廃 ◆微量の場合は全国に数者ありまして、それ
棄処分業者がやっていたように思うのだ は一般競争入札でやっています。
が。

◆微量・大量はどこで判断するのか。 ◆濃度です。

◆PCB濃度50％以上が高濃度と位置付けられ
ていまして、それは今回の受注者が処分を行
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。)

７ その他

委員長
◆今回も各案件について非常に分かりやす
くご説明いただいた。今回ご報告いただい
た案件で勧告対象になるものはなかった
が、問題点が指摘されたところもある。
例えば、これは制度の問題かもしれない

委員からの が、１者応札で予定価格内であれば、標準
意見・質問 点は意味をなさないのではないかという指
それに対す 摘もあった。また、その他の案件でも、な
る回答 ぜ１者応札になったのか、あるいはなぜ辞

退した会社が出てきたのか等、質問させて
いただいた。
辞退した会社に事情聴取したとのご報告

を頂いたのは、非常に分かりやすくてよか
った。今後も同様の質問をするかもしれな
いが、今回のように分かりやすくお答えい
ただければと思う。


