
 

 

 

 

 

河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門建設工事 

に係る優先交渉権者の選定及び特定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

 

北 陸 農 政 局 

 

 



1 

 

 

 

目       次 

 

 

 

１．工事概要 

 

２．経緯 

（１）優先交渉権者の選定及び特定の流れ 

（２）契約締結までの主な経緯 

１発注方式の選定 

           ２技術提案の内容 

           ３参加資格通知 

４技術提案評価の結果 

５優先交渉権者の選定 

６価格等交渉 

７価格等交渉結果に対する意見聴取 

８優先交渉権者の特定 

９見積合せ 

 

３．契約相手方の決定 

 

４．総合講評 

 

５．北陸農政局総合評価等審査委員会の意見聴取 

 

  



2 

 

１．工事概要 

（１）発注者 北陸農政局 

（２）工事名 河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門建設工事 

  （以下「建設工事」という。） 

（３）工事場所 石川県河北郡内灘町大根布地内 

（４）工事内容 

① 本体工（堰長 120.5ｍ） １式 

② 基礎工（鋼管杭）   １式 

③ 建築工（巻上室）  １式（防潮ゲート巻上室５棟、調整ゲート巻上室２棟） 

④ 付帯工           １式 

⑤ 仮設工   １式 

 

 

２．経緯 

（１）優先交渉権者の選定※１及び特定※２の流れ 

  ① 公示内容等の検討     

   ↓    ← 学識経験者の意見聴取 

  ② 契約手続開始の公示・説明書の交付     

   ↓        

  ③ 技術提案書の提出     

   ↓    ← 学識経験者の意見聴取 

  ④ 優先交渉権者の選定及び 

     技術協力業務※３の契約締結 

    

   ↓        

  ⑤ 価格等交渉     

   ↓    ← 学識経験者の意見聴取 

  ⑥ 優先交渉権者の特定     

   ↓        

  ⑦ 見積合せの執行及び 

     建設工事の契約締結 

    

図－１ 優先交渉権者の選定及び特定の流れ 

 

※１「優先交渉権者の選定」とは、技術協力業務の契約者、かつ、建設工事に係る価格等について優先して交

渉を行う者を選定すること。 

※２「優先交渉権者の特定」とは、建設工事の契約者を決定すること。 

※３「技術協力業務」とは、「河北潟周辺農地防災事業河北潟放水路防潮水門建設工事に係る技術協力業務」

のこと。 

 

（２）契約締結までの主な経緯 

建設工事の主な経緯は、表－１のとおりである。 
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表－１ 契約締結までの主な経緯 

日付 内容 適用 

令和２年１月１６日 総合評価等審査委員会（令和元年度第３回） 

（技術提案・交渉方式の適用、技術提案項目及び評価基準等の審査） 

１、２ 

令和２年２月 ６日 入札・契約手続審査委員会（公示及び説明書の審査）  

令和２年３月１８日 手続き開始の公示  

令和２年３月１９日 

～令和２年４月１３日 

参加資格確認申請書提出期間  

令和２年４月２４日 参加資格通知 ３ 

令和２年４月２４日 

～令和２年６月２９日 

技術提案書提出期間  

令和２年７月７日 

～令和２年７月１０日 

技術提案書のヒアリング（技術提案評価委員会）  

令和２年７月１４日 

～令和２年７月３１日 

技術提案書再提出期間  

令和２年８月１９日 総合評価等審査委員会（令和２年度第２回） 

（技術提案書評価結果の審査） 

４ 

令和２年８月２４日 入札・契約手続審査委員会 

（技術提案書評価結果確認、優先交渉権者の選定） 

 

令和２年８月２７日 優先交渉権者の選定通知 ５ 

令和２年９月１７日 技術協力業務の契約締結 

河北潟周辺農地防災事業河北潟放水路防潮水門建設工事に関する基本協

定の締結 

 

令和２年９月３０日 設計協力協定の締結  

令和３年１０月２８日 

～令和４年３月２５日 

価格等交渉（延べ１１回） 

【基本協定書第５条第１、５、７項】 

６ 

令和４年４月１１日 参考見積書等提出依頼【基本協定書第５条第４項】  

令和４年４月１２日 参考見積書等提出【基本協定書第５条第３項】  

令和４年５月１０日 総合評価等に関する有識者委員会（令和４年度） 

（価格等交渉結果に対する意見聴取） 

７ 

令和４年５月２３日 入札・契約手続審査委員会 

(価格等交渉の成立、優先交渉権者の特定） 

 

令和４年５月２７日 優先交渉権者の特定通知 ８ 

令和４年５月２７日 見積誘引  

令和４年５月３１日 参考見積書等提出【基本協定書第６条第１項】  

令和４年６月 ９日 現場説明（河北潟周辺農地防災事業所）  

令和４年６月１４日 見積合せ【基本協定書第６条第４項】 ９ 

令和４年６月２４日 工事請負契約締結【基本協定書第６条第５項】  
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１発注方式の選定 

本建設工事は、国営河北潟周辺土地改良事業計画に基づき、河北潟放水路防潮水門の改築工事を行うもの

である。本防潮水門の施工にあたっては、通年での工事期間を通じて水路の幅 110ｍ以上を確保すること、

また、近隣の特別養護老人ホーム（左岸側）、内灘町公園施設（右岸側）、のと里山海道橋梁（下流側）等の

重要施設に対する影響等を防ぐことが必要であった。 

このため、「技術提案・交渉方式の活用ガイドライン」（農林水産省大臣官房参事官（経理））に基づき、設

計段階から施工者独自のノウハウ等を活用する発注方式（技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ））を

採用することとした。 

なお、令和２年１月１６日の北陸農政局総合評価等審査委員会で発注方式を諮り、妥当との意見を得た。 

 

２技術提案の内容 

技術提案項目は、現場特性を勘案の上、２課題、４項目の提案を求めることとし、項目別の評価基準及び

配点を「技術提案書評価基準」として定め、公示説明書に提示した。 

 

  課題１：現場の周辺状況を踏まえた施工計画及び仮設計画について 

      （求める提案項目） 

① 施工計画及び仮設計画に係る課題の抽出と対応策に関する提案 

（課題１の②及び③以外の提案） 

② 施工段階別の仮締切工配置計画及び工事車両進入計画作成に関する提案 

③ 仮廻し水路の法面安定に係る課題の抽出と対応策に関する提案 

 

  課題２：技術協力業務の実施について 

      （求める提案項目） 

① 技術協力業務の実施方針、実施手順及び実施体制 

 

技術提案書評価基準：表－２のとおり。 
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表－２ 技術提案書評価基準 

課題 求める提案 評価基準 配点 

【課題１】 

現場の周辺状況を

踏まえた施工計画

及び仮設計画につ

いて 

 

①施工計画及び

仮設計画に係

る課題の抽出

と対応策に関

する提案 

（課題１の②

及び③以外の

提案） 

 

提案内容について、以下の場合に優位に評価する。 

・現場の周辺状況を踏まえた施工計画及び仮設計画の課

題が記載され、的確性が認められる場合 

・課題の対策に関する提案があり、提案内容や工程計画

に実現性、有効性、経済性が認められる場合 

・周辺環境への負荷の軽減に的確な課題が抽出され、そ

の対応策に実現性、有効性、経済性が認められる場合 

 

 

30 点 

②施工段階別の

仮締切工配置

計画及び工事

車両進入計画

作成に関する

提案 

提案内容について、以下の場合に優位に評価する。 

・想定される課題や対応策の記載があり、提案内容の的

確性が認められる場合 

・コスト縮減に関する提案があり、提案内容の実現性が

認められる場合 

・工事施工時における様々な安全対策に関する提案があ

り、提案内容の有効性が認められる場合 

 

30 点 

③仮廻し水路の

法面安定に係

る課題の抽出

と対応策に関

する提案 

 

提案内容について、以下の場合に優位に評価する。 

・仮廻し水路の法面安定に関する課題が記載され、的確

性が認められる場合 

・課題の対応策に関する提案があり、提案内容の実現性、

有効性、経済性が認められる場合 

・法面掘削作業における情報化施工技術に関する提案が

あり、提案内容の有効性、経済性が認められる場合 

30 点 

【課題２】 

技術協力業務の実 

施について 

 

 

①技術協力業務

の実施方針、

実施手順及び

実施体制 

 

提案内容について、以下の場合に優位に評価する。 

・業務目的、現場の与条件、提案内容の適用上の課題、

不確定要素に対する理解度が高く、実施方針が妥当で

ある場合 

・実施手順の妥当性及び手順上の工夫の的確性が認めら

れる場合 

・本業務の内容と規模に対して、十分な実施体制が確保

されている場合 

 

 

10 点 

  評価点合計の最高点 100点 

・４つの課題別に、「評価の視点」を定め、その視点毎に「主要な提案」については４段階評価（４点、２点、

０点、－２点）とし、「補完的な提案」については、２段階評価（１点、０点）とした。 

 

なお、令和２年１月１６日の北陸農政局総合評価等審査委員会で評価基準を諮り、本工事の現場特性とし

て「周辺環境に影響が及ばないようにすること」を評価基準の内容に加えるべきとの意見を得た。 

 

３参加資格通知 

参加資格の確認は、技術提案書を提出する参加者として適正な資格と必要な実績を有するかを確認するも

ので、令和２年３月１９日～令和２年４月１３日までの間に１０社から参加申請書の提出があり、提出され

た参加資格確認申請書について審査を行った結果、全社が参加資格を満たしていた。 

その１０社（その後、１社申請取り下げ）に対し、令和２年４月２４日付けで参加資格及び技術提案書の

提出要請を通知した。 
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４技術提案評価の結果 

技術提案の評価は、北陸農政局技術提案評価委員会において、総合的な評価により評価点を付与した。 

結果は、表－３のとおり。 

なお、令和２年８月１９日の北陸農政局総合評価等審査委員会で技術提案書の評価結果を諮り、妥当との

意見を得た。 

 

表－３ 技術提案書の評価結果 

課題 配点 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｉ社 

【課題１】 

現場の周辺状況を踏まえた施工計画

及び仮設計画について 

90 35.4 40.1 65.4 54.5 31.3 57.2 47.2 48.6 44.0 

【課題２】 

技術協力業務の実施について 
10 6.7 6.4 7.9 6.7 6.4 7.4 6.0 7.0 7.0 

計 100 42.1 46.5 73.3 61.2 37.7 64.6 53.2 55.6 51.0 

  順位 8 位 7 位 1 位 3 位 9 位 2 位 5 位 4 位 6 位 

※ 凡例 

Ａ社  佐藤工業（株）北陸支店 

Ｂ社  （株）大林組 北陸支店 

Ｃ社  清水建設（株）北陸支店 

Ｄ社  大成建設（株）北信越支店 

Ｅ社  真柄建設（株） 

Ｆ社  （株）安藤・間 北陸支店 

Ｇ社  （株）竹中土木 東京本店 

Ｈ社    前田建設工業（株）北陸支店 

Ｉ社     鹿島建設（株）北陸支店 

 

 

５優先交渉権者の選定 

提出された技術提案の評価点の高い者から順位付けし、第１位の者を優先交渉権者に選定した。 

支出負担行為担当官（北陸農政局長）は、当該第１位の者に対して優先交渉権者に選定（第１位の者（Ｃ

社）である清水建設（株）北陸支店を優先交渉権者に選定）した旨を通知するとともに、次順位以降となっ

た各参加者に対して、次順位以降の交渉権者として選定されたことを通知した。 
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６価格等交渉 

河北潟周辺農地防災事業河北潟放水路防潮水門建設工事に関する基本協定（令和２年９月１７日）に基づ

き、延べ１１回の価格等交渉を優先交渉権者である清水建設（株）北陸支店と行った。 

価格等交渉においては、優先交渉権者が作成する全体工事費を記載した全体工事費調書及びその算出の根

拠となった資料について、その妥当性について交渉・協議を行った。 

価格等交渉における主な経過は、以下のとおりである。 

 

【第１回】令和３年１０月２８日（木） 

  ・基本協定書、価格交渉の前提条件等の確認 

・入札契約スケジュール（案）の提示 

 

【第２回】令和３年１１月２６日（金） 

  ・全体工事工程の確認 

・全体工程に影響する土工収支と運土計画、上流部取付道路、仮回し水路矢板構造等の確認 

 

【第３回】令和３年１２月１０日（金） 

  ・積算項目と各種工種の数量計算書の確認、価格等交渉の対比フォーマットの確認 

 

【第４回】令和３年１２月２２日（水） 

  ・直接工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、対象数量、施工計画を確定。（土

工、既設構造物撤去工、本体工、基礎工等の直接工事費の価格等交渉を実施） 

 

【第５回】令和４年１月２８日（金） 

  ・直接工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、対象数量、施工計画を確定。（護岸

工、管理橋、下水道付替工、進入路工等の直接工事費の価格等交渉を実施） 

 

【第６回】令和４年２月１７日（木） 

  ・仮設工事費等に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、対象数量、施工計画を確定。（仮

設工、建築工事等の価格等交渉を実施） 

 

【第７回】令和４年２月２４日（木） 

  ・前回までの交渉で再確認事項となっていた工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、

対象数量、施工計画を確定。 

  ・価格等交渉のスケジュール、工程計画の確認等 

 

【第８回】令和４年３月７日（月） 

  ・前回までの交渉で再確認事項となっていた工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、

対象数量、施工計画を確定。 

  ・重機架設計画、特別仕様書の記載事項等 
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【第９回】令和４年３月１５日（火） 

  ・前回までの交渉で再確認事項となっていた工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、

対象数量、施工計画を確定。 

  ・積算書の単価期適用年月、台船損料期間、工程計画、残土置き場の確保等 

 

【第 10回】令和４年３月１８日（金） 

  ・建築工事費に係る各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、対象数量、施工計画を確定。 

・積算書の単価期適用年月、残土置き場の確保、仮設電気等 

 

【第 11回】令和４年３月２５日（金） 

  ・価格等交渉の対比表を基に、各施工単価の施工条件及び数量等の確認を行い、対象数量、施工計画を確

定。優先交渉権者の清水建設（株）北陸支店と発注者である北陸農政局による見積条件、工事価格、数

量等を確認し、双方の見積りの総額に著しい乖離が認められなかったため、仮合意に至った。 

 

７価格等交渉結果に対する意見聴取 

令和４年５月１０日の北陸農政局総合評価等に関する有識者委員会において、価格等交渉結果に対する意

見聴取を諮り、以下の意見を得た。 

○ 優先交渉権者と発注者の見積りの総額が著しく乖離していない。 

○ 発注者の積算の考え方に問題がない。 

○ よって、本件（建設工事）の「価格等交渉の結果」は、妥当なものと判断できる。 

 

８優先交渉権者の特定 

価格等交渉の結果及び北陸農政局総合評価等に関する有識者委員会での意見聴取事項について、令和４年

５月２３日の入札・契約手続審査委員会に諮り、清水建設（株）北陸支店を優先交渉権者に特定した。 

 

９見積合せ 

実施日：令和４年６月１４日（火） 

 

 

３．契約相手方の決定 

（１）工事名 ① 河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門建設工事 

  ② 河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門(二期)建設工事（仮称） 

（２）契約者   清水建設（株）北陸支店 

（３）工事場所   石川県河北郡内灘町大根布地内 

（４）工事請負契約締結日 

  ① 令和４年６月２４日 

  ② 令和８年４月以降を予定 

（５）工  期 ① 令和４年６月２７日から令和９年３月１０日 

      ② 未定 
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（６）契約金額 ① 予定価格 ３，８７１，２８５，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

    契約金額 ３，８７０，９００，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

② 令和８年度予算成立後の契約を予定 

 

 

４．総合講評 

  優先交渉権者は、技術提案評価点が最も優れていた清水建設（株）北陸支店に選定し、技術協力業務の契

約締結を行った。 

  優先交渉権者に選定された清水建設（株）北陸支店との価格等の交渉は、令和３年１０月２８日から令和

４年３月２５日において、延べ１１回実施し、見積り条件等の確認を経て、価格等の交渉が成立するととも

に、清水建設（株）北陸支店を優先交渉権者に特定した。 

その後、河北潟放水路防潮水門建設工事（令和４年６月２７日から令和９年３月１０日）の見積合せが行

われ、北陸農政局が設定した予定価格を下回ったため、清水建設（株）北陸支店と本請負工事契約を締結し

た。 

 

 

５．北陸農政局総合評価等審査委員会の意見聴取 

  建設工事及び技術協力業務の契約手続にあたっては、中立かつ公正な審査・評価を行うため、有識者によ

る「北陸農政局総合評価等審査委員会」において、令和２年は延べ２回の意見聴取を行い、令和４年には３

回目の有識者による意見聴取として、「北陸農政局総合評価等に関する有識者委員会」を開催した。意見聴

取の開催日と審査事項は以下のとおり。 

 

（１）北陸農政局総合評価等審査委員会（令和元年度第３回）【公示前】 

１）開催日 令和２年１月１６日 

２）審査内容 

     ① 技術提案・交渉方式の適用の可否について 

     ② 技術提案項目及び評価基準について 

     ③ 参考額の設定について 

 

（２）北陸農政局総合評価等審査委員会（令和２年度第２回）【技術提案評価段階】 

１）開催日 令和２年８月１９日 

２）審査内容 

     ① 技術提案書の評価結果について 

 

（３）北陸農政局総合評価等に関する有識者委員会注（令和４年度）【価格等交渉段階】 

１）開催日 令和４年５月１０日 

２）審査内容 

     ① 価格等交渉の結果について 

     注：本委員会の名称を「北陸農政局総合評価等審査委員会」から「北陸農政局総合評価等に関する

有識者委員会」に改正 

   


