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(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
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等



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２回北陸農政局入札等監視委員会
１ 一般競争契約（工事）
西北陸土地改良調査管理事務所
西部排水機場１号ポンプ設備改修工事

◆アンケート調査の結果で、他の業者が入 ◆そうです。射水平野地区に昭和40年ごろに
札しなかった理由は、他者が納入した設備 造ったポンプ場の長寿命化のため、部分的に
だからということだが、納入したのは今回 すり減ったものを取り換える改修工事です。
入札した受注者か。 今回の西部排水機場の１号ポンプは、当時、

受注者が納入したものです。

◆それ以外のポンプも全て受注者が納入し ◆西部排水機場内にある１号、２号、４号、
たものか。 ５号は、全て受注者のものです。新機場の３

号、６号、７号は、受注者とは別の会社のも
のです。

◆メーカーによって、仕様はだいぶ違うの ◆ポンプの能力として必要な吐出量と揚程な
か。 どの仕様を示して発注するのですが、メーカ

ーはそれぞれ独自のノウハウを持って造って
いますので、細かいところがメーカーごとに
違っています。

◆今後、２号、４号、５号の改修工事の際 ◆そうなる場合もあると思いますが、他のメ
も、受注者だけが手を挙げる状況になるの ーカーが手を挙げるかもしれないとは思って
か。 います。

委員からの
意見・質問 ◆全国的に見ると、Ａ者が作ったものをＢ ◆統計は取っていませんが、事例はゼロでは
それに対す 者が補修する率はどのくらいあるのか。 ありません。ただ、１割以下という感じです。
る回答 技術的にＡ者が作ったものをＢ者が直せない

ことはほとんどないのですが、あえて手を出
さなかったということです。

◆１号、２号、４号、５号は同時に造った ◆そうです。
のか。

◆一つずつずらして修理するのか。 ◆射水平野地区は標高が０～５ｍの非常に低
平な地域で、雨が降るとすぐ湛水してしまい
ます。ポンプを何台も一度に交換すると機能
しなくなってしまうことがあるので、１台ず
つ別の年に改修することにしています。今回
の事業では１号と２号を改修します。

◆同時に作ったのなら、すり減り方や壊れ ◆そうです。１号、２号は常時排水ポンプと
方、古くなる度合いは一緒だろう。 いって、常時稼働しています。４号と５号は

洪水時排水ポンプで、大雨が降らないと稼働
しません。従って、常時稼働している１号と
２号の軸受がすり減っていることから、この
事業で改修することとしています。

◆今回は総合評価の対象になっているが、 ◆一者応札であっても評価手法は同じです。
総合評価は相対的な順位の付け方だと思 今回は簡易Ⅰ型という入札方式を採用してお
う。一者応札の場合の評価の仕方はあるの り、技術提案を求めるタイプですので、入札
か。 参加者から提出のあった技術提案書の提案内

容を事業所の評価委員会で評価した上で、企
業評価も加味して総合評価値を決めていま



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。

◆評価次第では契約を締結しないこともあ ◆仮に、技術提案書の内容が不適切と評価さ
り得るのか。 れた場合は、契約を締結しないという判断も

あり得ます。

◆「評価点数の総括表」には「加算点 Ma ◆これは１位満点方式といい、評価点数の合
x 30.000点」と書いてあるが、この会社 計値で最も高い値を取った者に加算点の最高
の評価は15点だ。最後の評価で30点を付け 点である30点を与えるというものです。この
ているのはなぜか。 工事の場合は、一者応札となったわけですが、

入札参加者の評価点の合計値が15点ですの
で、加算点の最高点である30点を与えている
ものです。仮に今回の応札者の他に評価値の
合計値が10点の者がいた場合は、30点と15点

委員からの の割合である２倍を乗じて20点を与えること
意見・質問 になります。
それに対す
る回答 ◆落札率が97％と非常に高いが、見積もり ◆「入札執行調書」にあるように、第１回目

や予算の突き合わせはするのか。 の応札額は6900万円で予定価格を超過してい
ましたが、２回目で6700万円と、調査基準価
格と予定価格の間になったため、落札となり
ました。落札率が高いのは、予定価格と応札
者の積算の価格が近いからですが、それは常
に応札者が適切に見積もりをして応札いただ
いているからだと判断しています。

◆落札率が非常に高い場合には、見積もり ◆工事１件毎の入札執行時に、予定価格の基
の根拠との突き合わせが必要だろう。 礎としている積算書の内訳と応札者から提出

いただている積算内訳を照合し、問題の有無
の確認を行っています。

◆あまり問題はなかったということか。 ◆はい。問題がないことを確認しています。



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 随意契約
信濃川水系土地改良調査管理事務所
新川流域地区七穂排水機場応急対策

（その２）

◆前の工事とよく似ていて分かりやすい ◆この工事の受注者です。
が、前の壊れたポンプはどこが作ったのか。

◆先ほどは作ったところが直すのが都合が ◆どちらがいいかは一概には言えませんが、
いいということだったが、それでいくと何 他者が直している事例もあります。業者の都
でもそうなる。定期的な検査は造ったとこ 合といいますか、直したけれどもまた壊れて
ろがすればいいが、突然壊れた場合、他の しまったというときに、もともと悪い状態が
企業にさせた方が原因がはっきりする。造 もっと悪くなったのか、自分のところの直し
ったところだと、欠陥などを隠すのではな 方が悪かったのか分からない。そういうリス
いか。 クを背負った工事をしたくないというのが、

避けた会社側の見解だと思います。
発注する側としては、造ったメーカーでも
そうでないメーカーでも差はないと思ってい
ます。ただ、機械を熟知していないと困りま
すので、そこだけは確認しています。

委員からの ◆定期点検と突然壊れた場合では、考え方 ◆おっしゃるとおりです。
意見・質問 が違ってもいいと思う。
それに対す
る回答 ◆工期が年度をまたぐことはないのか。 ◆国債工事という契約方式であれば、年度を

またいでもできます。

◆予算は単年度主義で、年度内に発注して年
度内に終わるのが原則ですが、ダムや大きな
ポンプ場などの工事は２～３年かかる場合が
あります。この場合、前年度夏の概算要求の
ときに国債工事として予算要求するプロセス
が必要になります。最終的には、国会の承認
を受けて初めて複数年の契約ができますの
で、今回のように突発的な事故に急に対応し
なければいけない場合は、国債工事という手
段はなかなか使えません。

◆調査の結果はどうだったのか。 ◆今回壊れたのは洪水時排水ポンプですが、
それを常時使っていました。常時排水ポンプ
はプロペラの角度を変えて流量調整できるの
ですが、洪水時排水ポンプは羽の角度を変え
られないため、ポンプを止めたり動かしたり
して流量調整を行います。その繰り返しで歯
車に金属疲労がたまり、歯車の一つが欠けた
のではないかと整理しています。

◆責任関係ははっきり分からないのか。 ◆歯車の標準耐用年数の20年を越えているの
で、製作者の責任は問えないと考えています。



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
信濃川水系土地改良調査管理事務所
笹ヶ峰二期地区笹ヶ峰ダム地形図作成
業務

◆入札・契約手続審査委員会を全ての案件 ◆入札・契約手続審査委員会では、業務毎の
で開いて、競争性の高い契約形態への移行 形態に応じて、競争入札方式が適正なのか、
の可否などを検討しているという話だが、 技術提案を設ける余地がないのかという観点
具体的にどのような検討をしているのか。 から審査を行い、最終的な入札方式を決定す

ることとしています。

◆所内の委員会においては、指名競争入札に
するのが妥当なのか、業務内容で業者を限定
する発注形式になっていないか、不適切な競
争参加資格を設定していないかなどの審査を
行っています。

◆本件では、業者を限定する発注になって ◆資格要件を付けていますが、特段、業者を
いないかということに関して、具体的にど 限定するものは設けていません。「有資格者
のような検討をしたのか。 のうちＡ等級もしくはＢ等級の認定を受けて

いること」というものです。予算額の規模か
らはＢ等級でいいのですが、Ｂ等級のみでは
申請される者が少ないのではないかと考え、
上位等級のＡ等級も含めて幅広に公募してい
ます。

委員からの
意見・質問 ◆１件当たりどの程度の審査時間をかける ◆提案から審査が終了するまで、30分程度で
それに対す のか。 す。
る回答

◆こういう仕事はダム建設のように後に残 ◆この業務の成果だけでは、地すべり発生の
るものではない。いくら企業能力をチェッ 有無は評価できないので、今後現地に入って
クしたり、上がってきた仕事を見たりして ボーリング調査などを行った上で地すべり発
も、実際に地すべりが起きるまでは、どれ 生の有無を評価することになります。
だけ正確に測っていたか誰にも分からな
い。

◆それと併せて、この仕事の評価がされる ◆はい。
のか。

◆入札・契約手続審査委員会（事前審査） ◆行います。
の段階では、指名競争にするかどうかの判
断はしていないのか。

◆指名競争契約審査調書の日付が５月12日 ◆委員会を開くまでです。
になっているが、一番初めに行ってしまっ
ているのか。予算額が手書きになっている
が、これはどの段階で出てきたのか。

◆金額が入っていないと、委員会にはかか ◆はい。
らないのか。

◆競争入札で、入札金額が近似しているの ◆入札参加者には積算参考資料を示していま
は不自然ではないか。 す。予定価格の基礎となる技師等の歩掛を示

します。技師の労務単価も公表しているので、
応札者はある程度予定価格を想定して応札し



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。)

たと思います。確かな原因は分かりませんが、
結果的に近似した額で応札があっただけで、
特に不自然な結果ではないと考えています。

◆競争入札の場合、落札点をもう少し下げ ◆当方から積算参考資料を示すと、それで予
てほしいと思っているので気になった。 定価格が大体分かってしまいます。各者はこ

の積算参考資料を参考にして応札されるもの
と思います。

◆「分かってしまう」という言葉は適切では
ありませんが、積算参考資料を踏まえて応札
いただいた結果だという以外は、判断しかね

委員からの ます。
意見・質問
それに対す ◆今回の案件は、業務内容が単純で、誰が見
る回答 ても作業項目そのものは変わりようがないの

で、金額がばらけにくかったのだと思います。

◆事後チェックは現地調査なども併せて行 ◆６km という広いエリアですので、今回の2

うと言うが、現地調査ができないので外側 業務で基本となる地形図を作成した上で、そ
から測ると言わなかったか。 れを基に調査計画を立て、最終的な地すべり

防止対策の工法を決定したいと思っていま
す。

◆今回の業務の精度は、測量に使う機械の精
度によって決まってしまうので、とんでもな
い失敗をしない限り、現地に行って上から写
真を撮ってくるというイメージに近いもの
で、今後の作業に支障が出るようなエラーは
基本的に起こり得ないと考えています。



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 その他の指名競争契約
柏崎周辺農業水利事業所
基幹水利施設安全施設実施設計業務

◆ダムそのものは農林水産省の管轄で造る ◆沿道を拡幅してダムの管理ができるように
が、そこに行くまでの道路も全部造るのか。 整備していますが、ない場合には新設します。

◆なければ農林水産省が造り、安全管理に ◆そうです。最初から1.9kmに雪崩防止柵を
も責任が生じるということか。 付けると相当の金額になりますが、雪崩の危

険性の有無は管理していれば分かりますの
で、今回、追加することとしました。

◆ダム本体なら分からなくもないが、これ ◆国営事業は３分の２が国費、残りは県と市
だけの道路を全部自前でというのは釈然と 町村が出しますので、県も応分の負担はして
しない。新潟県に半分出せと言うわけには います。雪崩防止も事業費の中で行いますの
いかないのか。 で、同じ負担割合で出してもらいます。

◆実施時期が来年３月17日までだが、設計 ◆そうです。５月の連休までは雪があり、雪
図を作成した結果、ここにネットを設置し がなくなってからでないと工事ができないの
た方がいいなどということが出てきたと で、翌年度に行うことになります。
き、それに伴う工事は翌年度に行うのか。

◆受注者は工事もできる業者か。 ◆受注者は設計業者で、工事業者は別です。

◆２回不調になった後、今回は９者の応札 ◆農業水利事業の設計を得意とする会社は、
委員からの になったが、ポイントは何か。 業務が公示されるとすぐ参加するかしないか
意見・質問 検討しますが、今回は雪崩防止柵のみだった
それに対す ので、農業水利事業の設計業者は不慣れだか
る回答 らやめておこうということで、不調になった

のだと思います。
そこで、今回は新潟県内で雪崩防止柵の実
績があるところを指名したため、それなりの
経験があって、９者が参加してくれたのだと
思います。

◆雪が降ると近づけないダムは日本中にい ◆柏崎周辺にも３つのダムがありますが、２
くらでもあると思うが、無人化しても状況 つは公道から近いので、特段の問題はありま
を把握できるようにするための対策は進ん せんが、栃ヶ原ダムの貯水湖は非常に切り立
でいるのか。 ったＶ字谷で、傾斜面と道路の境がほとんど

見えなくなり、スノーモービルで行くと転落
のおそれがあります。山側は急傾斜で雪崩の
危険があり、なかなか難しい場所です。

◆常時の管理は無人で遠隔操作できるように
なっていますが、一定規模以上の地震が起き
ると、現地でなければ確認できない事項があ
ります。その際、公道から離れているところ
には、なかなか行けない状況になります。管
理用のトンネルがあるところもありますが、
同じようなアクセス条件のダムは、他にも多
くあるのではないかと思われます。

◆ダムの管理上、震度４以上はダムサイトへ
行って直接確認することになっています。柏
崎市内にある中央管理所にデータは送られて
きますが、計器類も直に確認しなければなり



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 ません。
意見・質問
それに対す
る回答



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 簡易公募型プロポーザル契約
加治川二期農業水利事業所
加治川第２頭首工他補足設計業務

◆受注者は精通度が高かったのか。 ◆過年度の業務を行ったのが今回の受注者な
ので、当然、流れは知っています。

◆「随意契約を行う理由」に「施設補修の ◆農業水利施設関係の設計などに関しては、
ため既設構造物について熟知する」と書い どのコンサルタントがどれだけ業務を受け
てあるが、なぜ受注者が熟知していると判 て、どれだけの点数が付いているかという情
断したのか。その理由を書かなくてもいい 報を得ることができます。その中で、会社と
のか。 して頭首工関係の業務をこの10年間でどれだ

け受注しているか、発注元からどういう評価
をもらっているか、全て分かりますので、そ
れを見て判断しています。

◆「随意契約を行う理由」だけを見ている ◆随意契約を行う理由に「施設補修のため既
と判断しにくい。他の設計業務も行ってい 設構造物について熟知する」としているのは、
るとか、前の頭首工の設計業務を行ってい 入札方式として簡易公募型プロポーザル方式
るから熟知しているなど、具体的に書くと を採用する理由として記載しているもので、
まずいのか。 この業務の受注者を特定した理由とは異なり

ます。今回、この簡易公募型プロポーザル方
委員からの 式により、提出された技術提案の内容を評価
意見・質問 し、所定のプロセスを得て、特定した業者と、
それに対す 会計法第29条の３第４項に基づいた随意契約
る回答 を行ったものです。

◆これは三つの頭首工の設計変更か。 ◆はい。

◆改修はどのくらいのスパンでしなければ ◆今回は40年ですが、ゲートや巻き上げ機な
いけないのか。 どの施設機械関係と、頭首工の堰柱やエプロ

ンといったコンクリートで造ったものでは改
修時期がずれてきます。場合によっては施設
機械だけの更新もありますし、必要に応じて
土木工事も行うなど、施設の状況を見ながら
判断します。

◆今回は堰柱の部分か。 ◆建設当時は耐震の考え方がありませんでし
たが、今は耐震対策が必要となっていますの
で、今回は耐震補強が主な改修内容です。

◆40年前に頭首工が造られたということだ ◆資料がないので何とも言えませんが、昭和
が、設計したのは別の会社か。 30年代はコンサルタントが十分設立されてい

ない時代でしたので、違うと思います。

◆設計と施工が同じ会社だった可能性もあ ◆それはありません。昔は技術系の職員が自
るのか。 ら設計していましたが、コンサルタントが育

って外注するようになって、今のようなスタ
イルになっています。



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
柏崎周辺農業水利事業所
表示登記作業（単価契約）

◆法務局へ書類を提出する前段階の、地権 ◆用地課の職員が行います。
者への用地取得の交渉などは誰が行うの
か。

◆土地を３筆に分割する場合もあるという ◆例えば１筆の土地の中央にパイプラインを
ことだが、具体的にどういう場合か。 通したい場合は、分筆して両脇を元の地主名

義にし、国が中の部分を取得します。

◆登記完了証の受領を業務内容に挙げてい ◆登記完了証を法務局からもらい、地権者に
るが、これは登記業務に当然付随するもの 確実に渡す責任があるので、業務内容に挙げ
で、わざわざ挙げることか。 ています。

◆契約対象者が新潟県公共嘱託登記土地家 ◆協会が契約を結んで、その協会に参加して
屋調査士協会になっているが、協会自体が いる土地家屋調査士が業務を行っているのだ
業務を行うわけではなく、そこに所属して と思います。
いる事務所が行うのではないか。

委員からの ◆最終的には事務所と契約するのか。 ◆協会に責任を持って実施してもらうよう、
意見・質問 協会と契約を結びます。
それに対す
る回答 ◆入札の効果を出すために、協会から何者 ◆入札公告の２（２）に「公益社団法人新潟

か事務所を推薦してもらうのではまずいの 県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、又は土
か。 地家屋調査士法人であること」とあるように、

法人格を持った調査士であれば参加できると
いうことにしています。

◆協会と契約するイメージで、やや違和感 ◆今回、件数が70件と多いので、個人と契約
があるのだが。 するよりも、協会が受けて会員に業務を分散

する形を取った方が、土地の登記がスムーズ
に進むと思われます。

◆ホームページによると、新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会は、公共事業の速やか
な実施と安定を図り、併せて不動産に係る国
民の権利の明確化に寄与するという目的で、
土地家屋調査士法に基づき設立された公益社
団法人です。当方としては法人格を持ってし
っかり責任を持って行ってもらえれば、どち
らでもいいとしています。

◆協会が契約対象者になることは可能か。

◆社団法人だから問題ないと思う。



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

◆本日も６案件について、非常に丁寧で分
かりやすい説明をしていただいた。いずれ

委員からの の案件についても、特に勧告や意見はない。
意見・質問 ただ、１件目、２件目の案件で指摘されて
それに対す いたことで、前の工事で造ったものが壊れ
る回答 た場合、同じ会社が直すことは精通してい

るのでいいかもしれないが、壊れた原因の
追及が十分になされない懸念もある。また、
他の業者が入らないのが慣例になってしま
うと競争性も失われるため、また工夫して
いただければと思う。


