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別紙のとおり 別紙のとおり

特になし

事務局：　　　　　　　　　

(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。

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

意見・質問

(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



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４回北陸農政局入札等監視委員会
１ 一般競争契約
信濃川水系土地改良調査管理事務所
車庫・倉庫建築第1期工事

◆１者応札になったということで、アンケ ◆条件にあわせて工期を設定して、必要であ
ートを６者ほどに取ったが、手待ちの工事 れば前倒して発注を行うべきだと思います。
もあって難しかったという話だ。その改善 今回の工期は、降雪などの条件的不利を考慮
策としての早期発注だが、工期が11月3日 した形で工程を組んだ場合に、どこからスタ
で、どれだけ早く発注できるのか。例えば ートすればいいのかということになります。

委員からの 5月、6月に発注するのは可能なのか。どの アンケートで具体的な聞き方はしていませ
意見・質問 くらい前に公告すれば入札に参加できたと ん。
それに対す かいう具体的な話はあるのか。
る回答

◆工事の必要性、効果が見えてこなかった ◆昨年度まで佐渡市で実施していた国営事業
のだが、効果の度合いによっては工期をず が完了したことから、この事業所の書類を当
らすことは可能か。本当に工事をやらなけ 事務所で引き継ぐことになったのですが、こ
ればいけなかったのか。 の書類を保管するキャパシティが事務所には

ないため、今年度に倉庫を建設し、その書類
を収められるよう工事を実施することになり
ました。

◆１者応札だが、１者の合否の判定は、金 ◆入札公告で記載している競争参加資格の要
額だけか。資格者は要件が合致していたの 件を満足していることを確認しています。
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。)

２ 指名競争契約
西北陸土地改良調査管理事務所
庁舎外壁塗装工事

◆最初に１者も応募してこなかったのに、 ◆最初は一般競争入札により公告を行ってい
別の公募で16者が応募してきた、そのギャ ますが結果的に申請者が１者もなく入札手続
ップが分からない。 を中止しました。塗装工事は、冬場に行うと

塗装の品質が落ちるので、何とか12月中旬ま
でに工事を終わらせたいことから考えます
と、新たに一般競争入札で公告をすると工期
が足りなくなってしまう条件から、今回新た
に指名競争入札方式を採用したものです。指
名競争入札にあたっては、北陸農政局の指名
基準に基づき、競争参加有資格者名簿により、
小松市に本社を有する16者に対して指名競争
の通知を出したものです。

◆農政局発注の建築工事は件数が非常に少な
いことや、特に本工事は規模の小さい工事で
した。土木工事の事業者は発注情報や公告文
をホームページなどでよくチェックされてい
ると思いますが、結果的に本工事の公告文を
見ている者がいなかったことが十分考えられ
ます。従って、誰も公告があったことを分か

委員からの っていなかったのではないかということで、
意見・質問 指名競争を採用したものです。
それに対す
る回答 ◆こちらの思いを業者に確認したらどうだ ◆アンケートは取っていません。最初に公告

ったのか。 したときに、インターネットに接続して資料
を閲覧した業者は１者ありました。ただ、資
格のある業者ではなかったので聞き取りはで
きませんでした。

◆県や市町村が発注する工事は指名競争方式
を採用する場合が多いので、県や市町村の受
注実績が多い業者の場合には、指名通知を受
けるまで待っている者が多いというのが実態
と思われます。

◆外壁の塗装工事は定期的にやっているの ◆定期的ではありません。当庁舎を建てたの
か。今年度、何が何でもしなければいけな は昭和39年で、小松市の社会保険事務所とし
い工事だったのか。 て建てられました（「３ 庁舎立面図」の西

側の面の左上の庁舎の右半分、今回工事対象
外のところ）。昭和53年に赤く着色した箇所
を増築しています。平成２年になって西北陸
土地改良調査管理事務所がこの建物を借り、
平成８年に買い取ったのですが、その間、外
壁を塗装をした記録がありません。平成22年
に耐震補強を行ったときに、今回、塗装して
いない範囲を耐震補強工事と一緒に塗装をし
ています。
その後、庁舎内に雨漏りが発生するなど外
壁の劣化が進行したことから、今年度に塗装
工事を行うこととしたものです。



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。)

◆工事の概要に、何のための工事で、なぜ ◆今後、ご指摘のような資料の作り方、およ
今やらなければいけないのかという２点を び説明をしたいと思います。
分かりやすく書いていただきたい。

◆予定価格超過の業者が圧倒的に多いが、 ◆今回、12社が予定価格を超過する結果にな
どのような要因が考えられるか。 りましたが、これは、共通仮設費、現場管理

費、一般管理費など諸経費で少し金額に差が
生じているようでした。諸経費については、
直接工事費に対して適用する率を乗じて算出
しますが、当所は建築工事の標準積算基準で

委員からの 定められた率で算出を行っております。今回
意見・質問 応札があった業者の算出方法までは調査して
それに対す いません。
る回答

◆予定価格の超過であっても、非常に微妙 ◆指名競争を採用する場合は、北陸農政局の
なところだ。算定方法は違いがない気がす 指名基準に基づき指名を行いますので、仮に
るが、案件の採算が取りにくいと業者が考 指名したあとに入札辞退されたことをもっ
えていれば、応札しない。指名の場合、指 て、指名から外すということはありません。
名業者に参加しないと次回の指名から外す
のか。

◆「（５）指名基準に基づく確認」の15番、 ◆15番と16番の業者は建設業法に示されてい
16番の業者の等級と資格点数が表示されて る「塗装工事」で登録されている業者で、「塗
いないのはなぜか。 装工事」には等級という区分がないので等級

と資格点数を空欄としています。今回は「建
築工事」の業者と「塗装工事」の業者を指名
しており、そのうち、小松市に登録されてい
る塗装工事の業者が15番と16番で、２者いる
ということです。



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
新川流域農業水利事業所
新川河口排水機場管理棟内外装改修実
施設計他業務

◆入札公示に記載している４業務内容等の ◆この業務の対象範囲を工事として発注した
（２）業務内容の⑧工事費積算は、この事 場合の工事費の積算です。
業に対する積算なのか、工事をした場合に
かかる積算なのか。

◆その次の段階の本格的な工事をするとき ◆工事発注に当たっては、事業所が改めて発
の金額を縛ることになるのか。 注時の最新の単価で積算を行います。

委員からの
意見・質問 ◆これが参考にはなるのか。そんなことは ◆本業務で算出した工事費積算の内容を参考
それに対す 実際にやる人が決めるべきではないか。 として、工事の発注時に再度精査したうえで、
る回答 最新の単価を採用し積算を行います。

◆「新川河口排水機場建屋の状況」のポン ◆ここは資料室として改修を行う予定です。
プ盤が不要になるので、置くものがなくな 排水機場の管理者からの意見も参考にして、
るが、この部屋の使い道についても設計す どういう使い道をするかを検討したうえで設
るという話か。使い道はこちらから提案は 計を行います。
しないのか。

◆土地改良区も使うのか。では、資料室を ◆排水機場の操作や管理に必要な資料の保管
前提とした設計をしていただくということ を前提とした設計を行います。
か。

◆落札金額670万円は、相当大きい気がす ◆はい。電子入札で行っており、他者の金額
る。入札執行は電子入札で行ったのか。お は分からないようになっています。
互いに分からないのか。



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。)

４ 簡易公募型プロポーザル契約
九頭竜川下流農業水利事業所
施設管理検討業務

◆「維持管理マニュアル（案）の作成」の ◆この地区においてパイプラインの多くは地
地図で、鉄道、国道、高速道路が縦に５本 下のかなり深いところを通っています。新幹
走っていて、まだできていない北陸新幹線 線はほとんど高架が平野を走る形になると思
ルートが真ん中にある。新幹線ができてか われ、パイプラインだけから見ると新幹線の
ら造った方が不確定要素がなくてよいので 工事には直接障害になりません。
はないか。

◆今の状態で造れば、何十年間は持つとい ◆新幹線によって直接何らかの影響を受ける
うことか。 ことは考えにくいです。

◆万が一の事故と書いてあるので、主要な ◆本来あってはならないことですが、大地震
交通網と密接に絡まないのか。維持管理マ や自然災害がないとは言い切れません。地域
ニュアル（案）の作成」に「主要な地方道 条件、人口密集地にあるので、そういうリス
の地下を縦断的に占有している」と書いて クを考えました。
あるので大変だと思った。

◆契約金額はどのように決まったのか。 ◆９月２日に行った技術提案書の提出に関す
る公示の際、業務説明書の中で、概算業務費
として2200万円と明示しています。

委員からの ◆その上で業者が見積を作るのか。業者は ◆業者に見積をしていただくに当たっては、
意見・質問 見積を作るときに、自然と2200万円ぐらい 参考見積でかなり細かい条件を相手に示し、
それに対す になるのか。 それを踏まえて先方が積算します。業者の積
る回答 算技術が上がっているので、そんなに大きな

差は出てこないと思います。

◆「見積執行調書」には予定価格2198万88 ◆見積書に記載された金額と比較する価格で
00円、比較する価格が2036万円、金額が20 ある2036万円を上回った場合は、契約締結に
30万円とあるが、開札してみて近かったで は至りません。
はなく、近くなるのが当然で、これをオー
バーしては駄目なのか。

◆「簡易公募型プロポーザル方式の契約手 ◆この業務自体、維持管理マニュアル、地区
続き」の８月29日の入札・契約手続審査委 オリジナルのものを作るのはかなり特殊で、
員会で、競争性の阻害要因の有無、より競 全国どこでもやっているものではなく、また、
争性の高い契約形態への移行の可否を検討 大規模なパイプラインを布設する技術的なハ
しているにもかかわらず１者しか出てこな ードルの高さということで、業者にも一定の
かったという反省点はあるのか。 要求水準には上げざるを得なかったことはあ

ると思います。資格要件等においては門戸を
狭める条件はつけていないし、その中で自ず
と対象は狭まった部分はありますが、本件に
関しては発注の手続きの開始が９月になった
ことが、結果的に１者となった原因でないか
と思います。

◆もっと要件を緩和しようと考えているの ◆今回の要件は、Ａ等級以外には具体的な縛
か。 りは設けていませんので、ここについてはこ

れ以上変えようがないと思います。

◆「３ 維持管理マニュアル（案）の作成」 ◆維持管理マニュアルの資料作成は本業務で
で、技術検討委員会と受注者の関係を教え 行いまして、その資料に基づき部分的に整理



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。)

ていただきたいが、これは共同作業になる したものを、技術検討委員会の技術部会に諮
のか。 ります。技術部会では、学識経験者の意見を

伺い、その意見を踏まえたうえで本業務で資
料の修正を行い最終的なマニュアル(案)を作
成します。

委員からの ◆受注者の方は、その辺の結果を受けなが ◆はい。業務に随時反映しながら作業を進め
意見・質問 らまとめていく作業か。 てもらいます。
それに対す
る回答 ◆九頭竜は毎回のように出てくるが、ここ ◆地形条件による高低差の違いもあります

は大規模なパイプラインで水を流してい し、九頭竜川下流地区の受益面積は1万2000h
て、手取川は露天掘りの用水だが、福井県 aで、手取川流域地区の受益面積は7000haで
と石川県ではどうしてこんなに違うのか。 す。河川の勾配は手取川の方が若干急勾配で
手取川は地下パイプラインはないのか。 すが、受益面積は九頭竜川下流地区のほうが

大きくなっています。高低差のないところで
効率的に、より広い面積に水を送るにはパイ
プラインの方が優れています。手取川流域地
区では地下パイプラインは計画していませ
ん。



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
手取川流域農業水利事業所
記録映像製作（その１）業務

◆農水省の仕事を一般の人に分かりやすく ◆平成26年度は年度当初から発注したかった
知ってもらうために文化的な事業は大変有 のですが、関係機関との事前の調整や発注条
意義だ。来年度以降も継続的に発注すると 件が整わなかったため、発注時期が11月にな
言われたが、田植え時期や稲刈りの風景と りました。事業のＰＲならば、ご指摘のよう
絡ませて撮影しないと訴える力がないと思 に、春先の映像も、来年度以降は補足しなが
われる。 ら追加したいと思っています。また、来年度

以降継続するもう一つの理由は、工事の施工
状況は平成26年度だけで終わりませんので、
残る平成27年度以降に予定している工事も撮
影し、中身を充実した工事記録の資料にして
いきたいからです。

◆３月で出来上がるという意味ではないの ◆中には３月で出来上がる工事もあります。
か。では今回の680万円はどの部分か。 「抽出事案の説明資料（一般競争契約方式）

物品役務」の２）『白山頭首工の改修（第１
期）』」は、平成26年度の工事ですが、頭首
工の工事は第５期までありまして５年間かか
るので、５年間継続する必要があります。３）
『白山発電所水路の改修』」は平成26年度で

委員からの 完結するので、これは平成26年度だけで終わ
意見・質問 りにしたいと思っています。
それに対す まず、企画構成とシナリオ作成する部分が
る回答 あり、撮影録画作業は、１)、２）、３）の

それぞれに関連した撮影を現地で行います。
編集作業は、撮影したテープを最終的にＤＶ
Ｄにするための編纂を行ってもらうものです
が、今回ＤＶＤの１番は事業のＰＲ資料、２
番は白山頭首工の改修記録に関するもの、３
番目は発電所水路の改修に関わるものを作る
ことにしています。

◆その３本がそろうのは５年後か。 ◆平成26年度の業務成果として３本が出来上
がります。その他に来年度以降は白山頭首工
の改修は継続して行われます。また新たに七
ヶ用水新水路の工事が始まりますので、それ
が平成27年度からの計画になります。

◆１）、２）、３）は680万円分で、来年以 ◆新たに発注します。ただし、来年度以降は
降はまた別個か。そして５年間続くのか。 継続なので、企画構成やシナリオを考える必

要はないので、今年度よりは安くなると思い
ます。

◆来年度以降も今回の受注者が続いてやら ◆一般競争入札を考えていますので、公告後、
ないとできないのか。 競争参加資格を有している者であれば、どこ

の者が受注しても実施可能です。

◆今、手取川地区は農業遺産や農業土木遺 ◆地元の小学校や図書館等に対し、無償で配
産で注目されて、そういう動きがある場所 布することを考えています。
だが、学校の子どもに見せたり、写真を配
る予定はあるのか。あるとすれば有償か。



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。)

◆映像記録は、具体的に誰がどう利用する ◆現況では七ヶ用水は地元の小学校４年生を
のか、利用の効果を教えてほしい。 対象にした社会学習のテーマになっていま

す。小学生は毎年2000人ほどが見学に来てお
り、注目を浴びているとともに、歴史的な価
値の高い施設です。現況でも土地改良区や県
や市の方々が児童向けの説明をしています
が、これらの支援ができるように、今回の事
業のＰＲとともに児童向け、地域の一般の方
向けの広報資料が必要だと考えて、関係市町、
県、土地改良区の意見を聞きながら話し合い
をしてきました。
その結果、見学者に配るパンフレットや土
地改良区の展示施設で流すＤＶＤがあった方
がいいという意見もありましたので、そのよ
うな使い方を想定して作成しています。白山

委員からの 市からは図書館に置く郷土史や郷土の用水史
意見・質問 を紹介するコーナーに置ける資料（パンフレ
それに対す ット、映像資料）を提案されたので、それに
る回答 応えられるようにしたいと思います。

◆いろいろな工事があるが、どういうもの ◆他の地区でも作られている実績、広報資料
を映像で残すかの選択する検討委員会を作 があるので、それを参考にしています。特に
っているのか。 検討委員会は設けていませんが、関係機関や

教育委員会に相談しながら決めています。

◆農業土木の遺産を映像化するのは、新潟 ◆一般的には国営事業の実施と記録映像製作
県などの大規模先進地では前例はあるの は併せて行うようにしています。当然広報も
か。 念頭に置いた記録になります。

◆受注者はその専門映像会社なのか。 ◆私ども農業農村整備事業の映像製作をする
ための専門の会社ではなく、一般の映画の製
作をしている会社です。近畿農政局や中国四
国農政局では農業農村整備事業の記録映像の
製作の受注実績が多く、技術者も多くいる会
社だと聞いています。



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 その他

◆本日も複数の案件について分かりやすい
ご説明ありがとう。特に委員会から意見や
勧告を言う案件はなかったと思う。審議の
中で予定価格を超過した業者がたくさんい

委員からの たケースでは、やむを得ない理由も分かり
意見・質問 やすくご説明いただき納得した。また１者
それに対す 応札のケースも常に何件かあるが、それの
る回答 原因の分析をしていること、対応をお考え

いただいていることも理解した。各工事の
必要性について資料の作り方の改善する話
も頂いたので、来年度以降も審議を充実し
ていただければと思う。
今年度も４回にわたりお世話になりあり

がとう。来年も同じ委員会構成でやってい
くと思うので、来年度も引き続きよろしく
お願いする。


