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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。)

第１回北陸農政局入札等監視委員会
１ 一般競争契約（工事）
北陸農政局
河合春近用水路八ヶ川放流水槽工事

◆ダウンロードをした５者にアンケートを ◆昨年12月12日に入札説明書をダウンロード
行ったということだが、入札説明書をダウ した26者から５者を選んでいます。
ンロードした会社か。

◆入札説明書の交付というのは、業者がダ ◆そうです。
ウンロードしたということか。

◆今回の水槽は、河合春近用水路調圧水槽 ◆水槽と基礎を別々に発注したので、２者あ
建設工事とワンセットという話だが、調圧 ります。今回とは別の業者です。
水槽の工事を受注した会社はどこか。今回
と同じ業者か。

◆二つの水槽を整備する場合であっても、 ◆仕様がありますので、仕様どおり造れれば
別の業者でも構わないのか。 問題ありません。

◆平たい水田地帯に放流水槽が必要だと今 ◆開水路だと転落の危険やごみの問題などが
まで知らなかったが、よくある工事なのか。 あるため、農業用水路の多くがパイプライン

化され、維持管理が容易になっています。管
で潜らせると水圧がかかるため、水圧を調節
する施設が必要になりますので、このような

委員からの 水槽タンクを設けている場合が多いです。
意見・質問
それに対す ◆九頭竜川下流地区の全体の受益面積は、１
る回答 万2000haと広いのですが、九頭竜川上流部１

カ所から取水し配分するので、管水路の最大
径が3.5ｍという非常に大きなパイプを使用
します。これだけ大規模に系統化されたパイ
プラインの地区は日本にはあまりなく、九頭
竜川下流地区が一番大きな地区です。
ほ場レベルではパイプライン化されている

地区が非常に多いのですが、比較的径が小さ
いので、管を丈夫に造ってもコストがあまり
掛からないため調圧施設は造らず、圧力が高
いまま、もしくは減圧バルブで調整していま
す。しかし、これだけ巨大だと水を調圧する
特別な施設も必要になります。

◆手取川扇状地にもあるのか。 ◆手取川扇状地は管で水を流す施設ではな
く、露天掘りの開水路です。

◆「ＰＣタンク工（施工イメージ）」の「防 ◆施工箇所が四つあるうち、最初に造った調
水処理状況」の写真に写っている黒板の施 圧水槽の業者です。この工事の受注業者は水
工者が読めない。受注者ともう１社あるよ 槽工事を得意としている業者ですので、たま
うだが、何と書いてあるのか。 たまこの事例に出てきています。

◆今回のイメージをつかんでいただくため
に、前年度以前に実施された調圧水槽工事の
写真を載せています。今回とは全く別の業者
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。)

◆例に挙がっている写真の看板には全て別 ◆管内に４カ所あります。先に造った、似た
の業者の名前が入っているかと思うが、こ ような構造のものをイメージとして載せてい
れらは全て違う現場なのか。 ます。

◆「施工位置図」の◎の位置が全部調圧水 ◆◎のうち、タンクは４カ所です。その他の
槽なのか。 ◎は分水工という、水が分岐する箇所です。

４カ所中、現在は２カ所ができている。

委員からの ◆もしこれが今回の事案だとすると、受注 ◆そういうことは契約上あり得ません。
意見・質問 者に発注したにもかかわらず、最終的には
それに対す ジョイントベンチャーで行っていることに
る回答 なる。そのいきさつを伺いたかったのだが、

そうではないのか。

◆受注者はプレストレストコンクリート工 ◆そうではありません。
学会に入っているが、事例の業者は入って
いない。受注者が先に取って、後から事例
の業者が合流したのではないか。
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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。)

２ 簡易公募型競争契約
新川流域農業水利事業所
新川流域地区予備電源計画策定業務

◆停電のときというのは、例えば津波があ ◆あらゆる災害や事故による停電を想定して
った際に原発が水をかぶって緊急用の電気 います。津波に限らず、例えば低気圧が急激
が使えなかったというような状況か。 に発達したことによる暴風や高波の影響など

により、停電が起きる場合もあります。

◆現状は想定しないで稼働しているのか。 ◆停電はあまり多くないのですが、東日本大
震災の津波や、平成24年４月２～３日に起き
た低気圧の急激な発達による暴風雨の際に起
きています。最近、管理受託者も停電時の危
機管理を想定しなければならないという機運
が高まり、この検討を行うことになりました。

◆補足しますと、排水ポンプには電気で動か
すモーターと、軽油を燃料としたディーゼル
エンジンと、ガスタービンの３種類がありま
す。通常はポンプが３台あれば、２台がモー
ター、１台はディーゼルエンジンなど分散さ
せて、停電しても機能を失わないようにして
いますが、維持管理費が一番安いこともあり、
新潟エリアのほとんどが電気です。自家発電
設備を設けているところも一部ありますが、

委員からの この地区は普及しておらず、予備発電があり
意見・質問 ません。
それに対す ですので、落雷やショートだと停電しても
る回答 数時間なので、田をはじめ、住宅や工場等に

甚大な被害はありませんが、大規模な地震の
ように何日間にもわたる場合に備える構造と
して、自家発電を設けるのか、大型トレーラ
ーに発電設備を載せるのかということを総合
的に検討する業務です。

◆どうするかを検討し、指示を出す事業の ◆比較検討して、概略の設計まで行います。
割には、請負金額が高いように思う。 排水機場が10カ所程度ありますので、効率性

も考えなければ時間がかかってしまいます。

◆説明資料の「技術資料を提出した業者の ◆そうです。
中から指名業者を指名した考え方」に選定
方法の説明があるが、この審査基準が作用
するのは、参加表明書を提出した３者の中
から、指名業者を指名するときに使用する
のか。

◆その審査基準を用いて審査した結果、３ ◆そうです。
者とも選定されたということか。

◆「業務規模等を勘案した技術資料の審査 ◆「評定結果表」に結果がありますが、地域
基準」となっているが、技術資料を見る基 貢献や有資格者数などによって基準点数を付
準は何か。 けて、上位10者を選定します。しかし、今回

は参加者が３者から参加表明書の提出があ
り、参加表明書選定基準に基づき評価した結
果、欠格事項がなかったため３者をすべて選



- 4 -

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。)

定しました。

◆北陸農政局建設工事等契約事務取扱要領第
32条の指名基準には、不誠実な行為、経営状
況、建設工事または測量・建設コンサルタン
トの成績、技術的適性、手持ち工事等の状況、
地理的条件、安全管理の状況、労働福祉の状
況という項目があります。これらについての
資料を提出していただき、確認した上で審査
を行っています。
従って、この指名基準に即した業者かを確

認・評価した上で、上位の者には参加資格が
あると通知しています。

◆選定基準をクリアした業者は、あとは単 ◆この入札方式は、総合評価落札方式とは違
純に入札価格だけで順位が決まるのか。 い、参加資格があれば、あとは価格によって

競争を行う方式です。

◆受注者はどのように構成されているの ◆昭和42年に当時の農林大臣の許可を得て設
委員からの か。 立された社団法人です。平成24年４月から一
意見・質問 般社団法人になりました。協会の資料による
それに対す と、農業土木の機械化に関する内外技術の調
る回答 査研究、農業土木事業に関する情報収集や資

料配付等が業務の主軸で、北陸農政局の建設
コンサルタントの格付けもＡ等級と位置付け
されています。
理事８名、監事２名の計10名で構成されて

おり、電機、工機メーカーの７社が会員とし
て加盟されています。

◆一般社団法人は今の選考基準に抵触しな ◆同協会は、北陸農政局の競争参加有資格者
いのか。 名簿の格付けで、「Ａ等級」とされているこ

とから、本業務の参加資格を有しております。

◆３者を選考するときに、お互いに相手の ◆参加表明者が他に誰が参加表明したかを確
名前を知ることは可能なのか。例えば、イ 認することはできません。
ンターネット等から漏れる恐れはないか。

◆受注者以外の２者は以前も受注を受けて ◆参加表明者が他に誰が参加表明したかにつ
いるので、もしかしたら入れてあげたとい いて確認することはできませんので、そのよ
うことはないか。 うなことはありえません。

◆今後もその辺は厳重にお願いしたい。
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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。)

３ 簡易公募型競争契約
柏崎周辺農業水利事業所
市野新田取水工水理模型製作・実験業
務

◆10分の１の模型の原型は誰が作るのか。 ◆昨年度、実施設計業務を発注し、今回と同
じ業者が受注して、模型を作成します。

◆自分が作った図面の模型を自分で作るの ◆２～３年の契約であればできますが、単年
は当たり前だろう。 度契約なので、別件で発注することとしまし

た。

◆別の会社が作製した図面で作る可能性も ◆ある程度の実績があれば、図面から模型を
あるのか。なぜそのようになっているのか。 作ることはできるので、別件で発注していま

す。

◆非受注者は技術的に非常に優れた会社だ ◆確かに両者とも全国で有名なコンサルタン
と思っているのだが、なぜ「技術提案書審 トです。業者が提出した技術提案書について、
査結果表」の「業務への取組方針評価」で Ａ者、Ｂ者と業者名を伏せて、技術審査を担
は、受注者と差が付いたのか。 当する５名が数値で評価します。その平均値

に近い点数が付きますが、技術力をできるだ
け評価するために、点数が一番高い者をＡ、
少し劣る場合はＢやＣとしますので、差が付
く形になります。

委員からの ◆非受注者はダム本体の建設もしていて、 ◆分離できるところは分離して発注すること
意見・質問 ほとんどこの会社が請け負っているわけだ で参入機会を与えるようになっています。ダ
それに対す ろう。これに関連する業務を全て非受注者 ムのように地質、設計等のいろいろなノウハ
る回答 が請け負うと独占にならないのか。 ウが必要な工事は、プロポーザルにして高度

な技術を要求するのですが、平面図を立体図
にする模型実験は分離できるだろうというこ
とで、総合評価落札方式で行いました。

◆独占にならないように、少し手を抜いた ◆Ａ者、Ｂ者と名前を伏せて担当者がそれぞ
可能性はないのか。 れが点数を付けるので、特定の者と分かりま

せん。
業務報告書や図面は全てオープンにしてお

り、公平に情報提供しています。しかし、ノ
ウハウといいますか、業務をしていると細か
い部分が分かりますので、それらが書かれて
いると評価が高くなる傾向はあります。

◆今回は、現地の条件や業務の留意点の把握
についても点数を付けていますので、やはり
前年度に現地に入って測量して設計した者が
有利になるのは自然の流れかと思います。

◆非受注者は取水工のコンサルをしている ◆今までのノウハウを生かしてやっているの
だろう。 だと思います。

◆「入札参加者選定結果表」と「技術提案 ◆事業所にある建設コンサルタント等選定委
書審査結果表」のＡＢＣというランクは、 員会で了承しています。入札参加者の選定で
建設コンサルタント等選定委員会が付けて は、できるだけ広く参加してもらうことが重
いるのか。 要です。「企業評価」は会社の実績にＡＢＣ

のランクを付けます。「技術者評価」では、
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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。)

技術士資格や業務経験の有無など客観的なデ
ータを評価します。それらの合計点数を契約
担当者が委員会に報告します。委員会では、
点数に間違いがないか確認を行い、問題がな
ければその点数となります。10者以上を選ぶ
ことになっていますが、10者未満だと欠格さ
えなければ全ての者が参加できます。
技術提案書の審査では、業務の質をきちん

と確保できるかという視点でチェックしま
す。また、「業務への取組方針評価」として
「事業目的、業務内容の理解度」「提案内容
の的確性」、いわゆる技術力について審査し
ます。この項目の評価は技術系の職員が担当
します。「予定管理技術者評価」の項目は、
事務次長、庶務課長などの事務系職員も参加
し、承認することになります。
今回の場合、技術提案書の合計点数である

28点と33点、また、2350万円と2180万円とい
う入札金額の点数を足したものである評価値

委員からの が28.702と36.545となり、点数の高い受注者
意見・質問 が落札しました。このように、技術力と価格
それに対す をトータルで見て点数化して決めるのが総合
る回答 評価落札方式です。

◆「技術提案書審査結果表」の「業務への ◆評価者それぞれの経験と技術を尊重しま
取組方針評価」はやや抽象的だが、数字で す。議論して採点すると同じような点数にな
チェックして自動的にＡＢＣに割り当てて ってしまうので、審査担当者が、普通であれ
いるのか。 ばＣ、工夫があればＢ、良いのはＡ、駄目な

ものはＤなどと、それぞれ主観的に評価しま
す。あまりに差がある場合はなぜそう付けた
のか聞き、変更する場合は変更しますが、通
常はそのまま採用して平均します。

◆その評価をする５名は誰か。 ◆所長、技術次長、工事課長、調査設計課長
と、金沢にある技術事務所の専門指導官の５
名が、テレビ会議で同時に進行しながら点数
を付けています。

◆テレビ会議のときは会社名を伏せるの ◆評価者は知りません。契約担当者のみ知っ
か。 ていますが、評価には参加しません。その段

階では、コンサルタントの名前が分からず、
Ａ者、Ｂ者とされています。
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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
西北陸土地改良調査管理事務所
加賀三湖地区等水利使用検討（その２）
業務（第１回変更）

◆変更契約に際して見積書を出してもらっ ◆変更前の業務を発注する際に、水利権の資
たとのことだが、幾つかの会社に出しても 料を作った経験があるＡ等級の５者から見積
らったのか。 もりを取った結果、受注者が落札。今回の変

更に当たっても、歩掛がないため当初見積も
りを取った業者に業務内容を示して再度見積
もりを取り、それを参考にして金額を出し、
この業者と見積合わせをしました。

◆その５者は、受注者とは違う５者か。 ◆受注者も含んだ５者です。当初から受注者
がその５者に入っていたため、偶然そのよう
になりました。

◆他の業者にはあくまでも参考だという断 ◆断りを入れました。お礼はしていません。
りを入れたのか。見積を作ったお礼は何か
したのか。

◆その５者の中で一番安い金額を基準に受 ◆そうです。
注者と見積合わせをして、最終的な金額を
決めたのか。一番安い金額を入れたのは受
注者か。

委員からの
意見・質問 ◆落札金額がそのままの金額と理解してい ◆はい。
それに対す いのか。
る回答

◆変更要因が発生してから契約に至るまで ◆今回は業者から提案があったのではなく、
の承認システムはどのようになっているの 河川管理者から改善を指摘されました。来年
か。業者から変更すべきだという提案があ 協議するのですが、私どもの方から受注者に
った際、それはうのみにするのか、それと 対し本業務の設計変更で追加するので検討し
もどこか承認する機関があるのか。 てほしいと協議しました。

◆その変更はどの段階で決まったのか。 ◆河川協議をしている段階に指摘がありまし
た。現在、河川協議のための業務が動いてい
るので、早急に行うためにこの業務に追加す
ることになりました。

◆それは事業所の判断か。その承認システ ◆所長をはじめ、事業所内で議論してこの業
ムはないのか。 務に追加することになりました。

◆決裁の手続きは、当初予定金額のプラスマ
イナス３割以内の範囲を超えると、事業所か
ら農政局長に対して変更を申請して、農政局
内で審査・判断します。一定の範囲内は事業
所長に権限が下り
ているので、その範囲内での変更は任されて
います。

◆変更の場合の金額は、全て見積合せで決 ◆歩掛があるものは歩掛を採用します。ない
定されるのか。 ものは見積りに頼らざるを得ません。

◆変更契約がほぼ100％に近い金額になっ ◆当時の契約時の設計歩掛を公表しているこ
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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。)

ていることが疑問だ。 ともあり、業者もある程度見積りできる状況
でした。また、見積りを聴取した５者の中で
最安値となった、受注者の見積もりを採用し
たので、このような見積執行結果になったも
のと想定しています。

◆取水量測定器がないことについて指摘を ◆河川管理者は、河川内に物をつくることと
受けたとのことだが、ないのはおかしいの 取水に関して許認可の権限を持っています。
か。 ダムなどの設備について10年ごとの更新を認

める際に、取水方法が正しいか確認するので
すが、これまでは取水量が測れないため、推
定していましたが、それではいけないという
ことで設置が必要となりました。

◆今までの推定が実態とかけ離れているか ◆以前は推定でやらざるを得ない事情もあり
検証したのか。 ましたが、最近は基本的に水位と流量で測る

というルールがありますので、できるのなら
測るようにという指導です。

委員からの ◆今までは１日平均の取水量を報告すればよ
意見・質問 かったのですが、中間取水施設が少し問題に
それに対す なったこともあり、今は厳しくなって、経時
る回答 変化なども見せることになっています。今ま

でのような１日の電気量から推定した曖昧な
数字ではなく、きちんとした数字を出さなけ
ればいけません。

◆なぜそのようになったのか。 ◆毎日水位計を記帳したものを年間でまとめ
る際に起きる転記ミスや、多く取水している
にもかかわらず取水実績とは異なる報告が数
年前に全国的に問題になりました。
また、以前は測定機器の全てを電話回線で

つなぐ必要がありましたが、メモリーカード
に半年分まとめて記録するデータロガ方式と
いう安価な測定手段もできました。これらの
理由で、最近はこのような指導があります。

◆多く取水していればどうなるのか。 ◆許可された分は権利として取水できます
が、それ以上は取水できません。

◆許可した範囲内かどうかを確認するため ◆そうです。
に報告するということか。
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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。)

５ 一般競争契約
庄川左岸農地防災事業所
パーソナルコンピュータの購入

◆３月末に駆け込みのようになったわけだ ◆事務として、駆け込みのようになってしま
が、パソコンを購入する必要があることは いました。
１年前から分かっていたことではないの
か。

◆買い換える前のメーカーはどこか。 ◆全て受注者と同じメーカーです。

◆受注者ならその情報をつかみやすかった ◆それはないと思います。今回買い換えるも
かもしれない。 のは平成21年に発売されており、その後は他

者など納入状況はばらばらです。特に受注者
がということはありません。

◆「機能証明」に記載されている必要な機 ◆強いて言えば、私どもの事務システムの関
能が細かいのだが、該当するのは受注者に 係上、Internet Explorerのバージョンを落

委員からの 限定されてしまうことはないのか。 としたり、Microsoft Office 2013を2010に
意見・質問 変更したりする必要はあります。それ以外は
それに対す 一般的なビジネスモデルに記載されているも
る回答 のなので、特筆すべきものはありません。

◆入札公告は掲示板とホームページでされ ◆発注者としては、これまで以上に準備期間
ているようだが、入札を知らなかった業者 を早めたり、公告期間を長くするなどの対策
に対して、何か改善策は考えているのか。 を講じて、より競争性が高められるよう改善

を図っていきたいと考えています。

◆補足ですが、「一般競争入札方式（役務）
の契約手続」に記載されているとおり、北陸
農政局と管内出先機関の掲示板、ならびに北
陸農政局のホームページにて公告掲載してい
ます。
また、この他に総務省の全省庁調達情報の

検索サイトにて掲載を行うとともに、北陸農
政局調達情報メールマガジンにより登録して
いる会員約600名（実際には842名）にも配信
していますので、できる限り幅広く公告され
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 その他

◆本日も事業内容や入札経緯について分か
りやすくご説明いただいた。今回の五つの
審議案件について、意見や勧告対象の案件

委員からの はない。また、昨年度の委員会と比べ、問
意見・質問 題点の指摘も若干少なかったと思う。
それに対す 競争性の担保は入札の肝だと思うが、入
る回答 札公告の周知については公告期間の延長な

ど改善されたいという話を頂いた。また、
掲示板やホームページだけではなく、メー
ルマガジンでの公告についてはなるほどと
思った。
委員からの指摘もあったが、入札した業

者名は相互に分からないようにしていると
いう話も頂いた。今後も競争性の担保につ
いてご尽力いただければと思う。


