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別 紙

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見 ・ 質 問 回 答 等

【議事】

（１件目）

各省が所管する機関の除染工事の契約 各省が個別に契約を行うことになってい

は、各省が個別に業者と契約を行うことに る。

なっているのか。

総合評価の技術審査について、O 者の課 O 者は、課題３については、「近隣住民及
題３の点数が１０点満点に対し４ポイント び敷地内居住者に対する安全対策等、工事

減点されているが、その理由はなにか。 期間中の環境の維持について」５項目の提

案をしてきたが、そのうち「環境モニタリ

ングの強化」と「地域住民との信頼関係の

構築」の技術提案が加点されなかったため

４ポイント低い点数になっている。

具体的には、どのようなことか。 課題３については、工事中に発生する騒音

対策や通行の安全性につながる技術提案を

求めていたが、O 者の提案である「地域住
民との信頼関係の構築」は、地域イベント

への参加等、工事に直接関係する内容でな

かったことから加点対象とはならなかった。

また、環境の維持についても、汚泥を運搬

する際に汚染物等が飛散しないようにする

技術提案を求めていたが、O 者の「環境モ
ニタリングの強化」は、モニタリングポス

トを単純に増やすだけであり、飛散防止に

はつながらない内容であったことから、加

点対象とはしなかった。

要するに問題点の捉え方の認識がずれて 住民との良好な関係は、問題を顕在化さ

いたということか。 せないという意味では有効かもしれないが、

例えば騒音とか悪臭とかを直接防ぐ技術提

案ではないと判断したということである。

除染工事を実際に施工するタイミングと 除染の工事の実施工程は、予算の確保と

して遅いのではないのか。 か、除染で発生する汚染物を置く場所（仮
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置き場）の確保などが完了しなければ工事

が進まないということがあり、この時期に

なった。

除染が終わるまでの間、家畜の飼育はど 牛舎内で飼育している。 家畜の飼育で、

うしているのか。一時的にどこかへ移して 問題になっているのは、牧草地が汚染され

飼育しているのか。 た場合、それを食べて体内被曝を起こすこ

とである。(独)家畜改良センターには全国

１２カ所に牧場があり、今回は、家畜を移

動するのではなく、北海道にある十勝牧場

から牧草を運んで食べさせている。

入札価格では、O 者が最も低いが、評価 O 者の入札価格は、調査基準価格を下回
値では、最下位で落札者にはなれなかった っていたことから、施工体制の評価点を配

ということだが、評価値が低くなった理由 点するにあたり、施工体制の構築に関する

は何か。 追加資料の提出を求め審査したが、実効性

を十分に確認できなかったので、施工体制

評価点が０点になったことによるものであ

る。

施工実績の要件について、除染工事の施 土壌汚染除去工事の実績も入れたので、

工実績を有する者は、少ないのではないの 施工実績の要件については、問題はなかっ

か。 たと考えている。

入札価格が低かったことで、契約の内容 そのとおりである。

に適合した履行がなされない可能性がある

と判断したということか。

この工事で発生した汚泥等の保管場所は 汚泥は脱水した後、各市町村が設けた仮

どこか。 置き場に保管することになっている。西郷

村には３カ所あり、この工事で発生した汚

染物は、(独)家畜改良センター本所敷地内

の仮置き場に運んでいる。現在、福島県で

は、県内に中間貯蔵施設を受け入れる予定

であると聞いている。中間貯蔵施設が完成

すれば、そこに運ばれ、そこで３０年間を

目途に保管、その後は、最終貯蔵施設で保

管することになる。

保管場所を建設する費用とか、保管する 中間貯蔵施設については、環境省が中心

費用はどうなるのか。 になり建設すると聞いている。仮置き場に
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ついては、基本的には市町村が設置してい

るが、費用は国から交付金等の形で渡され

ると聞いている。また、借地料を含む保管

経費についても公費から支出される。

除染作業の前と後で、線量の測定を行う 除染作業を行う前後で、線量の測定を行

のか。 っている。除染後は、基準値（毎時0.23マ

イクロシーベルト）以下にしなければなら

ないが、全ての場所が基準を超えているわ

けではないので、事前測定の結果、基準値

を超えていないところは、国の基準に従い

除染は行わない。

(独)家畜改良センター本所の周囲の除染 国の各省庁が所管する独立行政法人等の

工事については、周囲の市町村が除染工事 施設については、それぞれの省庁が除染を

を発注するのか。 行うことになっているが、民地も含めて、

その他周囲については基本的には市町村単

位で実施されている。

基本的に除染工事の発注主体は、市町村 そのとおりである。

ということか。

総合評価における評価基準について、「技 施工体制の評価基準については、入札価

術提案の評価基準」に比べ「施工体制の評 格が調査基準価格を上回っていれば、問題

価基準」は漠然とした内容になっているが、ないと判断し、品質確保の実効性に１５点、

一般的なことなのか。 施工体制確保の確実性に１５点を加点する

ことになっており、調査基準価格を下回る

価格で入札した場合については、適合した

履行がなされない可能性が高いということ

で、追加資料を提出させて、その資料内容

から判断し、０点、５点、１５点を加点す

ることになっている。

この評価の基準は、規則等で定めたもの 通知等で定められている。

なのか。

（２件目）

再度入札について、１回目の入札時点で １回目の入札の最低価格を通知している。

不調になった場合、２回目の入札を行う前

に、応札者に対し入札額等の不調になった

理由を通知するのか。
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２回目の入札額について、最低価格を通 確かな理由はわかりませんが、N 者は、
知しているにもかかわらず、１回目の入札 １回目がぎりぎりの応札額だったので、２

で最低価格を提示した N 者が、他の２者 回目は１０万円しか下げられなかったもの

に比へ、下げ幅が小さかった理由として考 と推測している。

えられることは何か。

調査基準価格とはなにか。また、調査基 低入札価格調査を行う基準になる価格で

準価格は入札の前に公表しているのか。 あり、予定価格と一緒に設定しているもの

で、入札前に公開はしていない。

調査基準価格を下回る入札については、

履行が確保されるかどうかを調査し、契約

を締結することになる。

予定価格に比べ、かなり高い金額で入札 地域性もあることから全国一律ではない

が始まっているが、今の建設業界の社会事 かもしれないが、人手不足等の影響で、建

情を反映してのことと考えられるのか。 設コストは上がっていると思われる。

総合評価の技術審査について、工事現場 交通誘導員については、工事内容や施工

の安全対策に関する技術提案で、「交通誘 場所の事情に応じて、設計図に特記するこ

導員を配置する」という提案が加点されて とになっている。今回の工事では、設計図

いるが、一般的に、ある程度の工事であれ に明記されていないが、交通誘導員を配置

ば、交通誘導員を配置するのは普通なので することにより、安全性が向上することを

はないのか。 評価した。

評価値3.1926の計算方法は。 評価点の合計を百万単位にした入札金額

で割った値である。

２回目の入札で、入札価格を見直したこ 当初提出された技術提案の変更はできな

とによって、技術提案の内容を変更したり い。

するのか。

（３件目）

この工事で改修を行う港湾合同庁舎とみ みさき会館は、鳥取県が所有し、漁業協

さき会館は、どのような用途に供する建物 同組合関係が入居しており、境港漁業調整

なのか。また、工事を行う目的は何か。 事務所が入居していた建物である。港湾合

同庁舎は、国の施設で、海上保安庁や税務

署等の官署が入居していたが、税務署が新

たに庁舎を新築したので移転することにな

り、その後のスペースに漁業調整事務所が

入居することになったので、移転するため
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に必要な内装等の改修工事を行うことにな

った。

みさき会館から本来の国の施設である港 そのとおりである。

湾合同庁舎に移転するために工事が必要に

なったということか。

三十数社の指名に対し入札が７者しかな 調査を行った訳でないが、３月末工期の

かったということだが辞退した理由は何 工事を抱えているので、４月早々からの工

か。 事には手が回らない状況であるという者が

あった。

指名から入札までの時期について、年度 ９月30日までにみさき会館を原状回復し

変わりの３月24日に指名を行い、４月10日 て返さなければならなかったので、その期

に入札を執行したということだが、時期的 日から工程を組んだところ、この日程にな

に慌ただしい時期と思われる。入札を急い った。

だ理由は何か。

７者の応札で、予定価格以内は１者だけ 予定価格については、積算基準により、

だったということは、工事の内容に比して 標準的予定価格を設定している。価格差に

予定価格が低かったということではないの ついては、発注時期の影響が大きかったと

か。 思われる。

人手不足で公共事業の発注がなかなか思 今年は、昨年より工事量が少なくなって

うようにいかない状況が続いているようだ いると聞いている。

が、今でも依然として厳しい状況なのか。

（４件目）

監督支援業務とは、具体的に何を行う業 監督支援業務は、工事が予定通り進むよ

務なのか、除染工事に必要な理由は何か。。うスケジュール管理を行うこと、除染工事

が設計通り実施されているか否かの確認、

除染で発生した汚染物質が拡散してないか

否かの確認等、発注者側の監督職員の監督

業務を支援する業務である。施工範囲が広

大にわたることと、発注者側の監督職員に

除染工事の専門知識が無いことから、除染

工事の監理を専門としている第三者に、監

督業務を支援していただく必要がある。

積算方法は。 積算基準により積算している。また、標

準単価が決められており工事の工程から業
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務に要する人数を算出し、経費を加味する

等により、標準となる予定価格を積算して

いる。

業務内容としては、かなり専門的な業務 それなりに難しい業務であると思われる。

なのか。また、受注者も特定の者に絞られ

てしまうのか。

競争参加資格の要件で「本業務に配置を 本契約を締結するうえで必要な要件とし

予定する統括委任監督員（技術管理者）及 て配置を義務付けているもので、国家資格

び委任監督員（担当技術者）を当該業務に を含む一定以上の資格を有する者を管理技

配置できること」とあるが、管理技術者及 術者及び担当技術者として配置することが、

び担当技術者は、国家資格なのか。また、 本業務を実施するにあたり必要な契約条件

業務を行う上で必ず配置しなければならな となる。

いものなのか。

除染工事の監督は非常に特殊な業務と思 入札参加資格要件として除染工事の監理

われるが、この応札者である N 者が除染 実績は求めておらず具体的な評価は行って

作業を監督する能力があるか否かの評価は いないが、N 者については実績があると聞
行ったのか。 いている。

監督支援業務は問題なく実施されている 問題なく実施されている。

のか。

監督支援業務の監督はだれが行うのか。 発注者側で指定した職員が行っている。


