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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

回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

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。
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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）
西北陸土地改良調査管理事務所
小矢部川地区他用水路補修対策試験工事

◆ストックマネジメント技術高度化事業と ◆マネジメントは管理という意味ですが、こ
あるが、ストックマネジメントを日本語に れまで造ってきた施設の財産を長寿命化させ
直すとどうなるのか。 ながら、いかに大事に賢く使っていくのかと

いう概念です。

◆説明資料の「対策工法実証試験の目的」 ◆各メーカーが独自に開発し、20～30年もつ
に「劣化した施設の長寿命化を図る補修対 と言っているものでも、実際に現場で適用し
策工法が数多く開発され」とある。 てみると１年もたたずにヒビが入った、剥が
戦後造ったものが老朽化し、新しい工法で れたという事例が過去にもあります。それで
補修してみたら北陸の風土に合わなかった は当然、手戻りが生じたり、無駄な投資にな
ので、もう一回やり直すという理解でよい ったりしますので、実際に使えそうな工法を
か。 試験的に幾つか試してみて、その中から寒暖

や日差し等、地域的な条件との相性を勘案し
て信頼性の高いものを選び、地区の計画づく
りに反映させていこうという趣旨です。

◆今回の事業は二度手間ではなかったとい ◆今回は18ｍと12ｍという施工区間でパッチ
うことか。 テストをしてみたもので、実際には他の地区

で何キロという区間で行います。今回の施工
区間については、今後毎年調査して、期待し
たとおりの耐久性が得られているかを確認し

委員からの ていきます。
意見・質問
それに対す ◆金沢市内にある辰巳用水のトンネルは、 ◆昔の水路は石造が多く、辰巳用水のように
る回答 400年間ほとんど触らなくてもいまだに水 くり抜いたトンネル状になっているものは比

が流れているのに、最近のコンクリート工 較的長持ちし、流量もそれほど多くありませ
法では30～40年で補修しなければならな ん。一方、コンクリート構造物は基本的に中
い。その理由がよく分からない。 に鉄筋が入っている関係で、鉄筋がさびると

構造の機能を失いますし、打継目から開いて
きたり、コンクリートが中性化したりしてだ
んだんもろくなってきます。このような材料
の性質から、耐用年数は50年ほどになります。

◆昔のような工法を採用するわけにはいか ◆石をくり抜いて造ると、一桁高い金額が掛
ないのか。 かります。高額で1000年持つ施設を造るのが

いいのか、50年ごとに造り直すことを前提に
造るのか、非常に難しい問題だと思います。

◆今回は試験工事だが、全部をほぼ同時期 ◆同時期ですが、トンネルやサイホンの補修
に行っているのか。 ・補強工法等、いろいろな工法で施工してい

ます。
今回は開水路で、採用したネプトライニン
グ工法とＣＶスプレー工法は、寒くて湿度が
低い北海道でよく使われているもので、工期
が短縮できるのでポピュラーな工法になって
いるのですが、日本海側での採用は少ない工
法です。新潟では少し使われていますが、も
っと湿度が高く雪質の水分が多い北陸での実
績はやや少なく、特に農水省では少ないです。
メーカーは自信があると言っているので、条
件の悪い地域でどれだけ持つか実証試験を行
い、信頼度を高めたいということで行ってま
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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。

◆今回はあらかじめ工法を二つに絞ると決 ◆毎年いろいろな工法で施工し、モニタリン
めていたのか。 グや評価、全国集計を行っています。その中

でも特にこれらの工法は評価されているの
で、もっと全国的に信頼度を増したいという
ことで、採用が少ない北陸で実証を行うため
に、この２工法に決めました。

◆この二つの工法ができる会社は全国的に ◆協会があり、代理店が直接現地に来て、吹
はたくさんあるのか。 き付けや施工を行っています。

◆なぜ１者応札になったのか。 ◆独占的にならないことは、事前に確認済み
です。２工法のメーカーに問い合わせをした
ところ、材料は元請けに買ってもらい、吹き
付けの技術を習得した人が代理店から来ると
いうことで、実績を確認したところ元請けは
ばらばらになっています。

◆今回、他の会社が入ってこなかった理由 ◆早期に発注すればよかったのかもしれませ
は何か。 んが、各地区に２週間の断水期限があり、11

月には水を止めてもいいということを事前に
調整して、ぎりぎりに発注しました。
アンケートでは、「人員配置ができなかっ

た」「工事や事業の内容が分かりにくかった」
委員からの 「農業農村整備事業の実績が少ないので入れ
意見・質問 なかった」「特殊工事で限られた時間で行う
それに対す のでもうけが少ない」といった意見が寄せら
る回答 れました。

◆塗料の有毒性について、説明資料では「有 ◆厚生労働省の「水道施設の技術的基準を定
機溶剤を含まないため、引火燃焼及び中毒 める省令」に定められた試験結果の提出を事
の危険性なし」とある。これは民間の開発 前に求めており、水を流しても衛生上問題な
業者の言っていることをそのまま書いてい い材質であることを確認した上で施工してい
るのだと思うが、全てをうのみにはできな ます。
いので、検証した上で書かなければいけな
いと思う。検証はされているのか。

◆今回の落札率が99.2％と高くなってい ◆所長が記載し、金庫で保管されます。
る。これが悪いわけではないが、予定価格
の管理の仕方を教えてほしい。

◆予定価格が外部に漏れる可能性はないの ◆ありません。今回は単純な工事で、吹き付
か。 け、足場、水替、ブルーシートの屋根を造る

だけで、特殊工法の歩掛と単価は公表されて
いるので、誰でも積算するとそれ相当の金額
が出せます。

◆応札しなかった２者はもうけが少ないと ◆各者は当然、実行予算を組んでその中で利
答えていたが、予定価格が分からないとも 益を計算します。今回の工事は単純過ぎて、
うけは分からないのではないか。 自前の重機を使えばそれなりにもうけは出ま

すがそれを使う工種もありませんし、足場の
リース等の仮設代がかかり、もうけにならな
いと考えたのだと思います。

◆もうけを取るためには、応札価格をもう ◆単価と歩掛が公表されており、応札価格を
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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 少し上げて入札に参加すればいいのではな 上げると予定価格を超過するので、落札はで
意見・質問 いか。 きなくなります。
それに対す
る回答
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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（工事）
新川流域農業水利事業所
新川河口排水機場特別高圧トランス解
体工事

◆１者入札のアンケートは行ったのか。 ◆アンケートは行っていません。なぜならば、
資料を閲覧したのに応札がなかったのは、応
札条件として「微量PCB含有電気機器解体の
施工実績」を確認し判断されたと推察できま
した。

◆運搬と処分の業者は別の入札で決まって ◆決まっています。解体は先にしなければい
いるのか。 けないので第３四半期に契約しましたが、運

搬と処分は第４四半期に契約を行っていま
す。

委員からの
意見・質問 ◆工期が３月20日までとなっているが、現 ◆解体工事は終わり、運搬・処分に向かって
それに対す 在もやっているのか。 います。
る回答

◆工期が予定より短くなった分、変更契約 ◆作業内容は変わらないので、契約金額は下
で金額が下がることはないのか。 がりません。受注者により作業方法が変化す

ると考えたことから、柔軟性を持った工期設
定にしています。

◆日本環境安全事業(株)の北海道事業所が ◆そちらは高濃度のPCB廃棄物を処分すると
PCBの関係で立ち上がったが、それとの連 ころで、官が主体で、制度と組織を作り処理
動性はあるのか。 物の収集エリアを区分して処理が進められて

います。新潟県は東日本に該当し、北海道事
業所で処理されています。今回の微量PCB機
器とは関係ありません。

◆順次解体ということだが、あと何台か。 ◆解体せずに持っていけるものはそのまま持
っていきます。解体が必要なトランスは全部
で２台です。
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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。)

３ 一般競争契約（業務）
手取川流域農業水利事業所
現場技術（その１）業務

◆今回の受注者と次の審議対象の白山頭首 ◆特にありません。どちらも建設コンサルタ
工実施設計業務の受注者は何か関係がある ントですが、業務の性格は全く違います。
のか。

◆現在の業務内容である基礎資料の作成が ◆次の審議案件（白山頭首工実施設計業務）
終わってから次の審議案件の業務（白山頭 の受注者は頭首工の実施設計に関する業務に
首工実施設計業務）を開始するのかと思っ 特化しています。一方、現場技術業務は、具

委員からの たのだが。 体的に対外機関との協議や調整など、職員が
意見・質問 直営で行うべき仕事の補助的業務として、そ
それに対す の都度必要となる資料を作っていただくもの
る回答 で、全く関係ありません。

◆現場技術業務は各事業所で事業の規模に応
じ、毎年複数件発注しています。技術系職員
が多くいたころは、設計の図面引きや積算書
チェックなども職員が行っていました。
しかし、技術系職員が少なくなって、設計
や現地調査、協議資料作成等、技術的な部分
の補助として、一定の技術的知識を持ったコ
ンサルタントに派遣のような形で事務所に来
てもらい、チームで仕事をすることが増えて
います。多い事業所では、技術的支援のため
に７～８名来ていただいています。
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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。)

４ 簡易公募型プロポーザル契約（業務）
手取川流域農業水利事業所
白山頭首工実施設計業務

◆70年前と今では下流域の形も違い、水の ◆昭和12年に電力会社が発電を目的として頭
必要量も大きく変わっている。また、米の 首工を造り、その下流域で農業用水を取水し
消費の減少等、農村地帯もいろいろな面で ていましたが、農業用水を安定的に供給する
変わっている。昭和初期の必要量で作った ために、昭和25年に頭首工の固定堰を50cmほ
ものと、21～22世紀に必要性のある頭首工 どかさ上げして水門を一つ増やし、頭首工を
とは、同じものである必要はないのではな 若干大きくして農業用水も取水するようにな
いか。別の機能を持たせるなどしてもおか りました。当時は約１万2000haのかんがい面
しくないと思うが、どのような発想か。 積を持ち、農業用水の取水量は毎秒70tほど

ありましたが、現在は面積7400ha、農業用水
は毎秒55tで、50年前と比べると減っていま
す。
しかし、その量に応じた規模の施設を同じ
地点に造る場合、現在の頭首工を全て壊して
新たに造り直すことになるので、逆に工事費
が高くなります。さらに、地形的な条件や河
川管理者との協議など、さまざまな要件から
かなり非効率になります。また、現状の頭首
工は農業施設を管理する改良区と北陸電力に
適切に管理していただいています。現在使わ
れている農業用水量毎秒59tに対し、本事業
計画では毎秒55t規模で改修する計画で、毎

委員からの 秒４tの減量にとどまることを踏まえると、
意見・質問 大規模な造り換え等の改築計画を立てるより
それに対す も、現在の施設を生かしつつ部分的な補修を
る回答 行って長寿命化を図る方が、事業費が少なく

済み、農家の負担も軽いということで計画さ
れた経緯があります。

◆工事費も随分違ってくるし、肝心なとこ ◆はい。既存の施設を有効活用します。
ろなので、説明をきちんとしてほしい。
かんがい面積は5000ha減少しているが、

安いので昔の能力でいくということか。

◆ここは電力会社との共同工事で、電力用取
水と農業用取水があります。取水量は発電の
方が多く、基本的には以前と変わりません。
頭首工は堰上げをして取水するので、取水量
が多少変わっても堰上げをしなければいけな
い高さは変わりませんし、洪水をいかに安定
的に下に流せるかの方がはるかに重要です。
今回も水を流しながら少しずつ部分的に直し
ていくという非常に高度な工事が必要な案件
です。

◆説明書交付は10者で、１者しか入札せず、 ◆落札後、入札説明書を取得した９者にアン
９者が応じなかった理由は分かるか。 ケートを取りましたが、「他の業務との兼ね

合いから人員確保が困難」という理由が圧倒
的に多かったです。

◆この地区の事業所開設は昨年８月でした。
実施設計の業務は比較的大きな案件なので、
どの業者も本来はやりたい仕事だと思います
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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。)

が、８月過ぎてからの発注ですと既存の業務
に既に技術者が張り付いており、受ける余裕
がないというのが実態だと思います。

◆たくさん参加させるために、もう少し早 ◆今回は８月の事務所開設まで発注できない
く公示することは難しかったのか。 という特別な事情がありましたが、通常、こ

のような案件は年度当初に公告して発注して
います。

◆説明資料の随意契約審査調書に書いてあ ◆含んでいます。2879万1000円は当初に予定
る予算額の2879万円は、消費税を含むのか。 していた額で、見積執行調書の予定価格とは
予定価格が2982万円なので計算が合わな 異なっています。
い。

◆それはどのような形で変更されるのか。 ◆９月26日の技術提案書の特定・通知・見積
依頼書の送付から10月４日の見積合わせまで
に最終版の積算を組んでチェック・修正をし
ます。その間の金額変更はたまにあります。

◆契約価格が予定価格とすると、入札不調 ◆手取川流域事業自体で設計業務については
になってしまう。 年間何億円という予算措置がされていて、そ

の中から工事費・測量設計費に回します。当
初はこの価格で予定して随意契約の手続きを
取っていましたが、入札直前に予定価格をつ
くり、予定価格に基づいて入札を行いました。

委員からの 随意契約審査をした時点から数字を精査し、
意見・質問 見積執行の際には2982万円で入札を執行した
それに対す ということです。
る回答

◆なぜ精査する必要が出てきたのか。 ◆最後の最後まで間違いがないようチェック
するのですが、単価の誤りや、現場業務の日
数調整などによって金額が多少前後すること
があります。多少であれば入札まで予定どお
りでいくという形にしています。

◆心配しているのは、落札率が99.6％と非 ◆予定価格自体はごく限られた人数で作成
常に高く、予定価格と近似していることだ。 し、最終的には金庫で保管して厳重な管理を
万が一、予定価格が業者に伝わっていると 行っていますし、この業務は歩掛かりと数量
大変な問題になるので、防止策をどのよう が公表され積算ができるので、予定価格も算
に考えているのか、その辺りもぜひ検討し 定しやすかったのではないかと思っていま
てほしい。 す。

◆金庫の中に入れておけば誰も分からない ◆吟味はしますが、積算書は防止策として人
のか。その前に何人かで吟味するのか。 目に触れるところには置かず、帰宅時はきち

んと書庫の中に入れます。また、今は電算で
積算を行うので、個人ごとに割り当てられた
パスワードを入れないとパソコンが操作でき
ないようにしてあります。そのような形で外
部の目に触れることを防止しています。

◆基本的に歩掛と数量は全て公表されている
ので、過去の経験値を組み合わせることで、
受注者側はかなり高い精度で予定価格を類推
することができるはずです。あとは自社のも
うけや他社との競争を考慮して、今回であれ
ば、年度の半ば以降なのでよそはそんなに取
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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。)

りに来ないから高めに入れようなどという形
で決まっていくのだと思います。一般的に、
予定価格は非常に高い精度で業者は見積もれ
ると思って間違いないという理解でいます。

◆２～３者集まると競争原理が働くので、 ◆ただ、一般的に入札は自分一人だから競争
落札価格を下げたい場合は応札する人数を しなくていいという形にはならないように、
上げざるを得ない。 入札者数や相手が分からないようにして行っ

ています。

◆北陸電力との共同事業となると、負担割 ◆今回は当方が約８割、北陸電力が約２割で
合はどれだけで、どのように率が決まるの す。
か。 共同事業の場合の負担割合の決定について

は、互いに改修事業を単独で行った場合と共
同で行った場合の費用を算出し、それを比較
して改修費の割合を決定するという一般的な
ルールがあります。

委員からの
意見・質問 ◆今回は８対２で負担するということか。 ◆そうです。約3000万円の調査費用も最終的
それに対す には北陸電力が約２割、当方が約８割負担し、
る回答 相殺しながら事業を行っていく形になりま

す。

◆資料には北陸電力２割という数字は出て ◆農林水産省の事業でも共同工事は一般的に
こないのか。 行っていますが、工事や業務の契約行為自体

は負担割合によって影響されるものではあり
ませんので、出てきません。

◆税金がどれだけ掛かっているか知りたい ◆ただ、3000万円全額が公費ではなく、地元
場合は農林水産省の負担だけを書けば分か 農家の負担も入っていますので、そういうも
りやすいが、工費がどれだけ掛かるかとい のまで入れて工事発注などをすると煩雑にな
うことから言えば、「その他、北陸電力が りますので。
２割負担」と表示した方が分かりやすいよ
うに思う。

◆最初から北陸電力が２割負担と分かって ◆個々の工事内容の打ち合わせは北陸電力と
いれば、そこから総額が漏れることもない しますが、設計した積算額の話は、事前には
だろうと考えたのだが。 しません。全て終わって精算の段階で納付額

をお知らせするというやり方をしています。
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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。)

５ 簡易公募型競争契約（業務）
佐渡農業水利事業所
佐渡地区畑地かんがい振興検討（その
２）業務

◆説明資料の「業務概要」の「作業内容」 ◆行いません。計画までです。管の配置（間
に「モデル圃場内配管計画の策定」とある 隔や幅）、材質なども併せて計画しています。
が、配管を通す工事までは行わないのか。

◆実際に配管工事は行うのか。 ◆この検討を受けて今年度内に実施します。
委員からの
意見・質問 ◆畑で何を作るのが一番効率的なのか、何 ◆そういう提案もありますが、基本的には農
それに対す を作って何を売るのが一番いいかというこ 家に考えていただくための資料になるものを
る回答 とも提案されるのか。 提案するということです。

◆この資料は最終的には農家にフィードバ ◆そう考えています。
ックされるのか。

◆配付資料の「技術提案書審査結果表」を ◆技術提案書の内容を審査し、基準に該当す
見ると、今回は「業務への取組方針評価」 るということで畑地農業振興会はＡになり、
がＡ社がＡで10点、Ｂ社がＢで８点とされ それよりは落ちるということでもう一方はＢ
ていることで大きく差が付いているように になりました。４人で審査し全員同じ評価で
思う。Ａ社が満点になった根拠が分かれば した。
教えていただきたい。



- 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。)

６ 一般競争契約（役務）
北陸農政局
国営造成土地改良施設防災情報ネット
ワーク事業笹ヶ峰地区地質調査業務

◆観測孔の掘削は専門性がそれほど要らな ◆本業務自体はボーリングを掘って地下水位
い仕事だと思うが、１者提出となった理由 計を設置するという単純な作業です。関係す
は何か。 る者に問い合わせたところ、現地（笹ヶ峰ダ

ム）が山奥にあることから履行の確実性への
不安があるということが１点。２点目として、
現地へ通じる道路がないため船で資材を運ば
なければならず、仮設費用が多くかかること
が、参加しなかった大きな要因と思われます。

◆仮設関係の費用も予定価格を考える際に ◆そうです。
は考慮されるのか。

◆業者もそれは分かっていると思うが、そ ◆そのように想定されたのだと思います。
委員からの れでも割に合わないと考えたのか。
意見・質問
それに対す ◆現地が山奥なので履行の確実性に不安が ◆工期が10月7日～11月15日で、例年11月に
る回答 あるというのは、具体的にどういう理由か。 入ると雪が降ります。作業をそれまでに終え

ることが不安だったと聞いています。

◆笹ヶ峰ダムのダム湖の周辺で地滑りが起 ◆地表踏査や地形図で地滑り地形が確認され
きた箇所はあるのか。 ていることから、過去、ダム湖の周辺で地滑

りがあったと思われます。

◆「入札執行調書」で何度も金額が変更さ ◆役務の入札については回数が決まっておら
れているが、入札不調の判断は何か。 ず、最終的に入札額を下げられなければ辞退

を選択することになります。この度の入札状
況を見れば、下げ幅が結構大きかったので入
札を続けたものです。最後はもうけの部分で
刻んできたと思われます。

◆気になるのは、予定価格に一番近い金額 ◆これは一般競争入札なので、１者になった
になってしまうことだ。１者だけなら、想 からといって途中で打ち切ることはできませ
定される予定価格より少し上げておいて順 ん。再度入札により落札を見込めたので、入
番に下げていき、予定価格に非常に近似し 札を続行しました。
た値になってしまうことがあり得る。そこ
の歯止めはできないのか。
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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。)

７ 企画競争（役務）
柏崎周辺農業水利事業所
農業水利施設最適管理のあり方検討業務

◆説明資料の「企画競争の契約手続」に「1 ◆そうです。
1月５日「有識者委員会」（学識経験者が
企画競争の妥当性について審査）とあるが、
その審査結果が「平成25年度柏崎周辺（二
期）農業水利事業 農業水利施設最適管理
のあり方検討業務」の「意見」の部分にな
るのか。

◆10月31日に行われた企画提案書の評価の ◆はい。企画提案書の内容もお示ししていろ
妥当性を11月５日に審査したということ いろ意見を頂き、最終的に妥当だという判断
か。 を頂いたということです。

◆11月５日の有識者委員会の学識経験者と ◆有識者委員会は、農政局に設置されている
は、どういう方たちか。 ものです。

委員からの
意見・質問 ◆元富山県立大学の教授が委員長で、新潟大
それに対す 学の教授と石川県立大学の准教授の３名にお
る回答 願いしています。農業土木関係や環境の専門

家です。

◆「公募」で契約限度額を公表しているが、 ◆公募した応募要領では作業項目しか示さな
公表する・しないの判断はどこでするの いと、お金を掛けた企画書を出してくるとこ
か。 ろもあれば、安い金でできる企画書を出して

くるところもあり、非常にばらつく可能性が
あります。そこで、当方の契約限度額を事前
に示しておくことで、その金額で何ができる
かを企画として出すこととなり、われわれも
評価ができるようになります。

◆国の場合、基本的に事前公表はしていな ◆これは委託業務で、価格競争ではありませ
いだろう。ルールはあるのか。 ん。企画書を提出いただき、その内容を評価

して優れた提案者と随意契約をします。随意
契約に当たり、われわれで考えている限度額
を事前に示して企画書を出してもらっていま
す。価格競争では、予定価格をつくりますが
事前公表はしません。
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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。)

８ 全体を通しての質疑応答

◆資料の別紙様式１「競争入札（公共工事 ◆この工事は５カ年国債工事で、入札方式は
等）」の「河合春近用水路建設工事（第５ 一般競争契約の総合評価落札方式で、価格と
回変更）」は、最初は一般競争契約だった 価格以外の技術提案点数を総合的に評価し一
が、現行契約では51億円とかなり大きな金 番優れた者と契約しています。契約後、工事
額で、しかも100％で契約している。契約 の内容に変更があったので、契約を変更して
の取り組みの流れを教えてもらいたい。 います。一般的な単年度予算により年度内に

完了する工事の契約変更は工期末に契約金額
を変更します。契約金額の変更は見積合わせ
を行い、予定価格内で契約します。しかし、
この工事は国債工事で工期が複数年にまたが
ります。この複数年の予算は、国庫債務負担
行為ということで工事の予算額が決まってい
ますので、工事内容が増えても、予算の枠の
関係上、最終年度以外は増額ができず、工事
の中身をやり繰りせざるを得ません。最終年
度に最終的な精査を行い、契約金額の増減を
行います。したがいまして、最終年度までは
当初年度の契約金額内で工事内容の変更を行

委員からの うことになります。
意見・質問
それに対す ◆２回目の変更契約の内容は、当初は分か ◆当初の段階では分りません。
る回答 っていなかったのか。

◆変更するか当初計画にするかの判断だ ◆特に長期にわたる大きな工事になればなる
が、金額が大きいので一般競争にするのは ほど、当初の入札時点では分からないことを
問題があったのか。 最後に清算する、もしくは現場条件が違った

ので見直すということがあります。そうした
清算行為や変更が将来生じることは、発注時
点からやむを得ないことだと考えています。

◆これは国債負担行為ということで５年間の
債務負担を取っているので、いくら変更して
もこの額以上は増やせません。ですから、途
中年度で実際にどうしているかというと、例
えば100mが102mになった分は施工しますが、
他の工事箇所を少し落として枠内で収まるよ
うにしているのです。そして、金額の増減が
唯一できる最終年度に、落とした分を追加し
て調整を行います。ですから、途中年度では
どうしても100％になってしまうのですが、
あくまでも契約自体の競争性は担保されてい
ると思っています。
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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。)

９ その他

◆今回も担当者から各現場について分かり
やすくご説明いただいた。今回ご説明いた
だいた抽出案件については、勧告の必要は
特にないと思う。
ただ、１者応札になった理由として、も

委員からの うけが少ないなど業者側の判断で集まらな
意見・質問 かったことは仕方ないと思うが、事業内容
それに対す が分からなかったということも挙げられて
る回答 いた。それは行政側の努力で改善できるこ

とかもしれないので、ぜひお考えいただき
たい。
同じく競争性を担保していくために、予

定価格が漏れないように金庫に保管した
り、積算をするパソコンにパスワードを掛
けるなどの管理は、今後も厳重に行ってい
ただきたい。


