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別紙のとおり 別紙のとおり

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。



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３回北陸農政局入札等監視委員会
１ 一般競争契約
北陸農政局
九頭竜川左岸用水路江上調圧水槽建設
工事

◆この場所は塩害に強い作物の研究してい ◆塩害に強い作物があるにしても、この地域
たような気がする。これをすると塩害に強 の塩分は高すぎるので、まず塩分の総量を下
い作物の研究が要らなくなるのではない げる必要があります。もう一つは、下がって
か。二つの事業はどのように絡んでいるの も200ppmぐらいということで、通常の内陸や
か。 平地ではないような塩分濃度なので、安定し

て、しかも高い収量・品質が確保できる園芸
作物を導入したいというのが、先般の業務の
目的ですので、両者は役割分担してやってい
ます。

◆鳴鹿大堰から取水した用水で100％供給す
るのではなく、それだけでは足りないので、
隣接する揚水機場から取水した用水をミック
スして使うことから、塩分濃度がゼロにはな
らないというとです。

◆それは半永久的に続くのか。そうすると ◆この土地で営農されている受益者が負担す
ランニングコストは受益者負担になるの ることになります。
か。

委員からの
意見・質問 ◆日本中で塩害対策の必要な場所はたくさ ◆鋼構造物工事と土木工事という共同企業体
それに対す んあると思うが、この委員会でもＡ社が出 はあまり例がないです。土木で大手、準大手、
る回答 てきたのは初めてだったと思う。この二者 中小という形は結構多いです。今回の工事は

の組み合わせはよくあるのか。 施工ヤードが非常に狭いことから、複数の工
事発注により２社ないし３社が、それぞれに
ヤードを構えて工程調整するのは危険性もあ
るのではないかということで、鋼構造物工事
と土木工事との共同企業体での申請も可能と
判断をしました。そういう意味ではこれまで
に例がないケースだと思います。

◆水を入れる塔のようなものとパイプ系は ◆あります。
Ｂ社が行い、構造物はＡ社が行うというこ
とで、別々にやってもいいような形態にも
見えるが、そういうケースはあるのか。

◆例えば、Ａ社が７で、Ｂ社が３で、全部 ◆そこは一概には言えないと思います。
が10だとすれば、別々なら12になるという
ことは言えるのか。ジョイントでやるから
安くなることはないのか。

◆塩害の被害は川西地区全体の問題だと思 ◆はい。
うが、川西地区で調圧水槽を造るのは初め
てか。

◆北陸農政局の管轄の中で水槽を造るのも ◆「１ 位置図」をご覧ください。水槽の目
初めてか。 的は、高い水圧を調整するということで、こ

の地域の幹線水路の末端には必ず調整水槽を
設ける形にしていて、この地区では四つ目に
なります。



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。)

◆この場所のパイプライン末端に全部ある ◆この春江北部調圧水槽には既にできてい
のか。 て、現在、河合春近調圧水槽を今造っている

ところです。

◆水槽の目的は単に水をためておくこと ◆高い水圧のままだと下流の管に過度の水圧
か。 が掛かったままになるので危険であること

と、蛇口をひねった場合に、ばっと出てしま
い管理が難しいので水圧をいったん下げると
いうことで、ためる機能というよりは水圧を
調整する機能です。

◆塩害対策の目的は他にはないのか。 ◆もともとなかった水をここまで持ってくる
ことで塩害対策を行いますが、水槽を設ける
のは、あくまでも水圧を調整する目的です。

◆それは石川県や富山県ではあまり見ない ◆全国的には比較的あるのですが、坂井平野
が、九頭竜川の下流の平野独特のものなの は広くて高低差があるので、水圧を調整する
か。 必要があります。パイプライン化する事業を

行う場合には、何らかの水圧を調整する施設
がどこかに１カ所はあると言っていいと思い
ます。

◆「一般入札方式契約手続」の８月25日「競 ◆この場合は、「入札公告」に、「２ 競争
争参加資格がないと認めた理由の説明要 参加資格」、「（１）から（12）の全ての条件
求」は、誰に対して、どういう理由で出さ を満たしている者」と条件を付していますの

委員からの れるのか。 で、仮に申請者が（１）から（12）の条件を
意見・質問 一つでも満たしていなければ、参加資格がな
それに対す いという通知を出します。その通知を受けた
る回答 者が、申請資格がないと認めた理由の説明を

８月25日までに説明を求めることができま
す。今回は１社の共同企業体での申請でした
ので、申請内容を確認したところ資格を有し
ていたので、この工事では、競争参加資格が
ないと認めた理由の説明を要求されることは
ありませんでした。

◆８月20日の競争参加確認通知で、もう確 ◆そうです。８月６日の技術審査会、８月18
認しているのか。 日の競争参加資格審査会で審査し、８月20日

に資格確認通知を申請者に通知しています。

◆競争参加資格に対する確認チェックをし ◆12の条件をきちんと網羅しているかどうか
た後で確認するのかと疑問に思ったので。 を確認した後、資格確認通知を行って、仮に

資格がないと通知を受けた者があれば、その
理由を求められたときに説明するというプロ
セスを踏みます。

◆何者もあった場合のケースを想定してい ◆はい。工事案件ごとに必ず行います。
るのか。

◆申請者の資格がなかったということは、実
績としては少ないですが、年に何回か、認め
られないというケースがあります。



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。)

◆「施工体制評価点及び加算点について」 ◆今添付している資料には、確認できるもの
で、施工体制評価点の30点があるが、これ はありません。施工体制評価点は、今回１社
は次の資料から取ればいいのか。 の申請ですが、調査基準価格以上、予定価格

以内に入って応札いただいた社に対して、そ
の者の施工体制がきちんと確立されているか
どうかを開札日の翌日の午前12時まで確認を
行い、十分対応できると判断をしたときに、
施工体制評価点の満点30点を付与します。

◆「施工体制評価点について」のＡＢＣＺ ◆そうです。資料の欄外に区分Ａとして「予
は、見積価格の幅によって決まるのか。 定価格以下、調査基準価格まで」ということ

です。この申請者については、８億900万円
の入札記載価格ですので、予定価格である８
億3313万円と調査基準価格である７億3663万
6000円の間ということですので、区分として
はＡとして記載しています。
先ほど申しました施工体制評価について

は、その後に当該者に対して施工体制の確認
をした結果、特に問題ないといとうことです

委員からの ので、30点を付与しています。
意見・質問
それに対す ◆今回、調圧水槽は他のところにもあると ◆そのとおりです。他の３カ所については、
る回答 いう話を頂いたが、今回が特殊なのは、水 国営事業のパイプラインからの水だけで賄う

をミックスするために、もともとある揚水 わけですが、ここについては、二つの水をミ
機場との流入管をつなげるところが特殊と ックスします。
いうことなのか。

◆他のところは調圧水槽だけがあるという ◆そうです。調圧水槽に流れ込んで、そこか
ことか。 ら送り出すという形です。

◆「入札公告（建設工事）」に英文で書い ◆この工事の「入札公告）」をご覧ください。
てあるところがあるが、これはなぜか。 「次のとおり一般競争入札に付します」と記

載しています。この工事は約９億円の予定価
格を有する工事で、６億円を超える規模の場
合は、政府調達案件（ＷＴＯ）に付託する工
事と位置付けています。国際的な競争をする
ような形ですので、サマリー項目で、要約し
た内容を英文で記載しています。この「入札
公告」文と同様な内容を「官報」にも掲載し
て、日本国内のみならず海外の企業からの申
請を可能にしています。



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 指名競争契約
西北陸土地改良調査管理事務所
河北潟地区西部揚水機場補修工事

◆今回の件は、なぜ指名競争なのかというこ
とがポイントだと思いますが、かんがい期間
中に壊れたポンプを早く復旧しなければなら
ないため、契約期間が相当かかる通常の一般
公募ではなく、指名競争入札になりました。

◆ポンプの不具合の問題で、原因分析はし ◆老朽化もあるのですが、ポンプに泥や藻が
ているのか。 混入した影響もあり、ポンプの摩擦が生じや

すくなったと考えています。

◆資料の中で、いつ製作して、いつ工事し ◆昭和56～58年くらいです。
たのかが見えなかった。

◆つい最近であれば製作者の責任問題が発 ◆一番ひどい状況なのは西部機場で、もう一
生する気がしていたので、その辺を書類に つの機場も壊れているので工事を発注してい
書いた方がいいと思うが、これは経年劣化 るところです。残りの２機場は、比較的水質
でどうにもならないということがうたわれ の良いところから取水していることもありま
ていれば、より明確になったと思う。もし して、壊れるまではいかないものの、ポンプ
製作者責任であれば技術の適正問題が製作 が緊急停止したり、メンテナンスの期間がだ
者のところで適正であると判断されている んだん短くなってきており、前兆は見えてい
が、これが適正でないということになって て、大体同じような劣化状況だと感じていま

委員からの しまう。 す。
意見・質問
それに対す ◆私も似たような疑問を持ったのだが、昭
る回答 和56年前後に造ったときの予想された耐久

年数に大体来ているのか。他の三つも同時
に造っていれば今ごろ壊れるのではない
か。

◆想定内の劣化状況なのか。 ◆そうです。

◆「指名競争参加資格者選定委員会」に理由
の説明がありますが、２．（４）で、そもそ
も28年度の冬季に、老朽化のために全面更新
をする予定だったのが、それよりも早く不具
合が起きてしまった状況です。車のエンジン
も20年ぐらい乗っていると、いくらメンテナ
ンスしても駄目になってしまうのに近いもの
があります。

◆これは造ったのは誰か。 ◆造ったのは受注者です。河北潟干拓土地改
良区から提供を受けた「西部揚水機場に掛る
保守等業者」の３者がメンテナンスを行って
いて、そのなかでも、受注者以外の２者のメ
ンテナンスが多いと聞いています。

◆責任関係ははっきり分からないのか。 ◆ポンプの標準耐用年数の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。

◆保守等業者の２者は最終的には入らなか ◆機械工事の参加資格がなかったので最初か
ったのか。 ら外しました。



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。)

◆農政局への競争参加資格申請をしていない
者は、私どもは指名することができないので
外しました。

◆一般競争入札になれば、こういうところ ◆一般競争の場合で、「指名業者選定評価表
も入ってくることができるのか。 （専決工事）」の２番と３番の者の受付番号

に斜線が引いてありますが、この者は、北陸
農政局に競争参加資格申請をしていないので
受付番号自体がなく、仮に一般競争で申請が
あったとしても資格がないということになり
ます。

◆メンテナンスとしては入ってくることは ◆はい。メンテナンスは河北潟干拓土地改良
できるが、ポンプの交換には入れないのか。 区が担当していて国は管理していないので、

そういう条件はないのでそういう業者が入っ
てくることができます。

委員からの
意見・質問 ◆予定されていた平成28年の大改修も、こ ◆はい。
それに対す の２者が入ることはないのか。
る回答 ◆競争参加資格申請は、２年に１回行われま

すので、指名や競争参加したい場合には、農
政局に事前にこの申請を上げていただいて、
それを審査する形で登録されて番号がもらえ
ます。その番号があって初めて競争に参加で
きます。

◆この２者は申請をしていないのか。 ◆はい。

◆メンテナンスをしているのだから、ポン ◆メンテナンスは、油を入れたグリースを注
プの交換をやらせてほしいということには 入したり、機器を調整したりということで、
ならないのか。 機械を入れるのとは、仕事の内容がだいぶ違

います。

◆「入札執行調書」で、入札競争に参加さ ◆業者から見積もりを取って予定価格を作る
れた方が、ほとんど予定超過か価格超過に のですが、そのときに最低価格を取っている
なっているが、その理由が分かるか。 ことがあり、７者は結果的には価格が合わな

かったことが想定されます。



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 随意契約
北陸農政局
阿賀野川頭首工改修その４工事

◆「再々々手続後のスケジュール」が一番分
かりやすいと思います。当初一般競争を行っ
たのですが、誰も手を挙げなかった。その後、
指名競争を行ったのですが、１者を除いて全
者が辞退。３回目も再選定して行ったのです
が、１者のみの応札者となったことから入札
が成立しなくて、残った１者と随意契約を結
んだという事案です。

◆指名競争入札を２回しているが、13者、 ◆辞退した全ての者に対して電話で聞き取り
あるいは９者が入札を辞退した理由は聞い 調査を行いました。特に多かった回答は、指
ているのか。 名通知を行った７月当時、他に一般競争入札

が行われていて、そこに配置予定技術者を予
定しているので、この工事に回せる人がいな
いことと、台船上にクレーンを載せて作業す
る護床工事は得意でないということでした。

◆急を要した工事ということだが、もう少 ◆「再々々手続後のスケジュール」をもう一
し余裕を持てば何者も辞退せずに済んだ可 度ご覧ください。当初は、工事工期を踏まえ
能性はあるのか。 余裕をもって一般競争入札の公告を６月５日

に行い、広く参加を募りましたが、申請され
委員からの る者がいなかったということで、次の入札手
意見・質問 続を検討したところ、工事工期を確保するた
それに対す めには、一般競争入札では間に合わないと判
る回答 断し、指名競争入札を選択したものです。

◆一般競争入札にしたときに、指名競争入 ◆工事の実施場所は新潟県になりますので東
札で指名した14者は、一般競争入札の公告 北の復興関係の需要も結構あり、公共事業全
を見ているだろうと思われる。そうすると 般が増えている中で、会社側としては、自分
その後に指名競争入札に付したところで辞 の得意な仕事、採算性がとれる仕事、やりや
退するのは予想できたのか。 すい仕事から順番に技術者をあてがい、若干

後始末的な仕事は敬遠されるところが現実問
題としては多いのではないかと思います。そ
ういう状況の中で指名通知を受けると、入札
に参加するための社内検討せざるを得ないと
いうことになりますが、さすがに１者も手を
挙げないとは、われわれも思っていませんで
した。

◆辞退した会社には、受注者がやってきた ◆聞き取りした中では、そのような回答はあ
のだから、受注者がやればいいではないか りませんでした。
という思いもあるのか。

◆その１からその３までは、受注者がやっ ◆頭首工工事で分割して出す場合はありま
ていて、入札の公告の内容に連続性の問題 す。連続して取る場合も多いのは事実ですが、
など限界があって、うちはできないという 別の業者が行う場合も少なくありません。今
話はないのか。 回は、台船を使用するということはありまし

たが、工事内容としては隙間にコンクリート
を埋めるのと、発生したがらを撤去するとい
うもので、高度な内容ではなく、配置技術者
の問題が一番大きかったと思います。



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。)

委員からの ◆最終的に受注者が応じたということか。 ◆はい。
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。)

４ 簡易公募型指名競争契約
庄川左岸農地防災事業所
流量・地下水位観測等その6業務

◆農地防災事業の防災は具体的にはどうい ◆今回の要件は、地域の農地を降雨による湛
うことか。 水被害から守る意味での防災です。

◆１年間通してデータを取らなければいけ ◆この事業は、事前に５年間の地区調査と２
ないと思うが、８月に始まって３月という 年間の全体実施設計調査を行い、事業実施は
ことは梅雨の時期と雪解けの春先のデータ 平成21年から実施していまして、梅雨の時期
がないのは、どういうことなのか。 とか春先の基本的なデータは、事業着手前の

前段で整理しています。

◆都市化が進んで農地の転用が進むと、雨が
降った場合雨水の流出が早くなり、これまで
農業用の排水路で十分排水できていたもの
が、容量が足りなくなり、その分、農地に水
があふれたりすることで、排水路を新設した
り、断面を大きくすることによって排水改良
を行うという趣旨です。基礎調査は事業着手
前に終えていますが、実際設備を造っていく
中で、最終的には分水を行うゲートの集中管
理システムを造る関係で、雨と水量の関係を
排水路の流量観測等によりデータをそろえて
おく必要があるということです。

委員からの
意見・質問 ◆そういう前提での一部分の業務だという
それに対す 説明が最初にあると無用の質問をしなくて
る回答 もよかった。

◆水質調査の結果として、どういう水質だ ◆農業用の水質基準に収まっているかどうか
ったらまずいのか。 です。

◆塩分の他にどういうものがあるのか。 ◆窒素の量や、COD、濁り、pHです。ちなみ
に塩分は入っていません。

◆水素イオン濃度、溶存酸素（DO）、浮游物
質量、窒素量を測定しています。

◆「参加表明者選定結果表」を見ると、選 ◆本業務の場合は簡易公募型指名競争入札に
定された業者の順位は５番目である。これ より公募をかけています。今回は６者申請が
の生かし方はどうなのか、これは全く関係 ありました。10者以上の参加者があった場合
ないのか。 には、点数表により点数の高い上位10者を選

定することとしています。本業務の申請者は、
６者でしたので６者の申請内容を確認した結
果、全ての者に参加資格があったことから６
者を選定したものです。この６者が価格競争
をした結果、結果的に選定結果の５番目の者
が落札したものです。

◆逆にこの順位を評価に反映させようと思 ◆はい。
うと安かろう悪かろうになってしまうの
で、それを心配したが、これは全く関係な
いのか。



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。)

◆「簡易公募型競争入札方式の契約手続」 ◆昨年度は、不調対策として最終的には金額
の説明で、６月30日の審査会で、今回は業 対象がＢランクでありましたのが参加者数を
務のランクはＢランクだけれど、競争性を 確保する観点から直近上位のＡランクを加え

委員からの 確保するために、ＡＢＣの枠を取り払うと てＡ・Ｂランクとし、地域設定では富山、石
意見・質問 いう話だったと思うが、その辺をもう少し 川、福井県内として公募しました。資料にあ
それに対す 説明してほしい。 ります「指名競争契約審査調書」で見ますと、
る回答 昨年度と同じ設定であれば埼玉県の業者は入

れないのですが、今回は参加できました。他
の１者はＣなのでこの者も参加できませんで
した。それ以外にもいろいろな関係があった
かもしれませんが、平成26年度も参加者確保
のためいろいろな要件緩和を図りました。



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
信濃川水系土地改良調査管理事務所
苗場山麓第一・第二地区耐震性能照査
（その２）業務

◆震災以来、あちこちで問題のダムがたく ◆全国に農業用のダムが190ありますが、そ
さん出てきているが、危ないところがあれ の全部で行います。ため池は、20万ぐらいあ
ば全部調査するのか。行わなければいけな りますので、緊急性の高いため池をピックア
いダムやため池は既にピックアップして計 ップして耐震性も含めた検討を行います。
画しているのか。

◆北陸農政局管内で行わなければいけない ◆10弱あります。
ものは残っているのか。

◆今度の長野県の地震のようなことがある ◆ダムの数自体は190より増えることはない
とどんどんチェックしなければいけないも と思います。ため池も下流に人家がある、造
のが増えてくることはないのか。 成年代が古い、規模が大きいなど、チェック

すべきは構造によって決まってくると思いま
す。

◆１者応札のアンケートを取ったというこ ◆いいえ、電話による自由回答でやりました。
とだが、応募しなかった理由はチェック項
目になっているのか。

委員からの ◆その回答の中に情報量の格差があるとい ◆その１業務を昨年行っており、それを受注
意見・質問 う話があったが、今回受注した会社は以前 した者です。
それに対す に同じような仕事をしたということか。
る回答

◆今回の業務は、その２で終わりなのか。 ◆今回はレベル２の地震動の性能照査の前半
部分のみなので、その後さらに来年以降、動
的解析などがあります。

◆それらについても１者応札になる可能性 ◆情報量の差があると言いますが、毎年の業
も出てくるのか。 務成果は報告書でまとめており、入札のとき

に閲覧可能にしています。入札の期間を取る
などすれば対応できるかと思います。

◆その３、その４に全く新しい業者が入っ ◆報告書を読み込めば対応できるよう、各年
てきてもできない仕事ではないのか。 度業務をまとめるようにしていますので、で

きないことはありません。

◆「随意契約を行う理由」で、「本業務に ◆「随意契約を行う理由」の前段の６行は、
係る技術提案書の特定を平成26年７月３日 この業務が簡易公募型プロポーザルとして実
に入札・契約手続審査委員会にて行った、 施する理由を記載しております。次に、提出
よって契約の性質若しくは目的が競争を許 のあった技術提案書の審査を７月３日に信濃
さない場合に該当することになった」とい 川水系土地改良調査管理事務所の技術提案評
うところの関連を説明してほしい。 価委員会で行った結果が、「技術提案書審査

結果表」です。本業務はの申請者は１者でし
たが、簡易公募型プロポーザル方式ですので、
技術提案の審査をした上で、評価の最も高い
１者を特定することになります。ここで特定
された者との契約締結は会計法第29条３の４
項の適用をもって随意契約を行うという手順
になります。



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。)

委員からの ◆１者だけしかなかったことから、この結 ◆申請者が２者、３者であっても同じ手順で、
意見・質問 論になるのか。 技術提案が最も優れた者を特定する際に、「技
それに対す 術提案書審査結果表」の評価点の合計値が一
る回答 番高い者と随意契約を行う手続きを取りま

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
北陸農政局
平成26年度国有農地登記記録等確認委
託事業（新潟地方法務局新発田支局管
轄分）

◆北陸管内は１％か。 ◆面積では全国約１％です。

◆ここだけで言うと、その１％の中の何％ ◆件数は４県で4100件です。新発田支局管轄
しかないのだろう。 分は、そのうちの２割程度です。

◆それでこの値段がかかると、全国ではと ◆委託事業全体の予算は30億円程度です。
てつもない金額になるのではないか。

◆この計算でいくと、とても30億円では済 ◆去年と今年の２カ年で行う予定の事業で、
まないのではないか。 去年も今年とも予算額は30億円程度です。管

内では去年は行っていません。今年で対応で
きるのではないかという判断の下に行ってい
ます。なお本事業は２カ年間の予定で行って
いるのですが、まだできないところが残る見
込みであり、平成27年度の予算要求もしてい
ます。

委員からの ◆大体いつごろまでに終える計画なのか。 ◆資料の「国有農地登記記録等確認委託事業
意見・質問 の実施について」にありますが、平成31年度
それに対す までに国が持っている国有農地をゼロにする
る回答 目標の下に行っています。

◆この事業は平成31年まで続くのか。 ◆予算がいつまで続くとは断定して言えませ
ん。

◆予算とは必ずしも連動しませんが、５カ年
計画なので、一応、平成28年を目途としてい
ます。

◆面白い戦後処理が続いているわけだ。 ◆戦後70年ぐらいたちますが、そのときに国
が買って処分できていない土地が残っている
ということです。

◆100分の1で、とても30億円で収まらない ◆必要であれば、検討されることになると思
となると、最終的には、もしできなかった います。
らお金は大丈夫なのか。増やしていかない
といけない。

◆何か発端はあったのか。つまり国が土地 ◆もともと登記データが電算化されていない
を買いたいけれど工期と合わなくて買えな ときは点的にポツポツと出ていて、その都度
いとか、それで一斉に調べようということ 当方の台帳の修正などをしていたのですが、
があったのか。 平成22年ぐらいに法務局の登記データが全て

電算化されたので一斉に分かるようになりま
した。それを基にこの委託事業をやろうとい
うことになりました。

◆「入札執行調書」の入札の金額が参加者 ◆当方の積算は、本省の全国統一的単価で行
によって相当開きがあるが、これについて っています。発注額は、その数量によって決
想定されることが何かあるか。 まってきます。あとは受託者側がどれぐらい



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。)

努力するかということかと思います。

◆地方価格という感じになるのか。 ◆自分のところで（受託者）、これぐらいで
委員からの できるということかと思います。
意見・質問
それに対す
る回答 ◆調査基準価格の制限はあるのか。 ◆建設工事・請負業務についてはあるが、委

託事業についてはありません。

◆この業者は、入札したのは初めてか。 ◆この事業自体、管内では初めてです。新発
田支局分を含め７件発注しています。



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。)

７ その他

◆今回も、全ての案件について分かりやす
委員からの く説明いただき、特に委員から勧告や、意
意見・質問 見を申し上げた案件はなかったと思う。今
それに対す 回は競争性の確保ということで、一般競争
る回答 入札ではなく、指名競争入札に付した事業

も分かりやすく説明いただいた。例えばＢ
ランクの工事ではあるが、競争性を担保す
るために間口を広げた経緯も説明いただい
た。今回は抽出した案件が良かったのかも
しれないが、特に問題はなかったと思う。


