平成 30 年度加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会（第１回）会議録
■日 時

平成 30 年 6 月 27 日（水）午後 2 時 00 分～午後 4 時 00 分

■場 所

加古川市水道庁舎 4 階 441 会議室

■出席者

■委員（五十音順）
上野委員、酒井委員、高岸委員、檀委員、松井委員
■事務局
山本上下水道事業管理者、池澤局長、岸本次長、中務参事
植田経営管理課長
井上配水課長、横山副課長、大谷担当副課長
岩田下水道課副課長、中尾担当副課長、山本担当副課長
小林下水道課整備係長、北村担当係長
株式会社日水コン社員 4 名

■次 第
１ 開 会
２ 委嘱状の交付
３ 上下水道事業管理者あいさつ
４ 委員及び事務局の紹介
５ 委員長及び副委員長の選出及びあいさつ
６ 諮問
７ 議事
(1) 加古川市における公共下水道の未普及解消に向けた取組みについて
(2) 志方地区外公共下水道整備事業（第１工区）実施方針（案）について
(3) 事業者選定基準（案）及び技術提案書評価シート（案）について
８ 閉 会
■配布資料
１ 次第
２ 加古川市上下水道施設整備事業者選定委員の名簿
３ 加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会規程
４ 加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会スケジュール（予定）
５ 加古川市における公共下水道未普及解消に向けた取組みについて
６ 志方地区外公共下水道整備事業(第 1 工区)実施方針(案)
７ 事業者選定基準（案）
８ 技術提案書評価シート（案）

■議事要旨
１ 開 会
２ 委嘱状の交付
３ 上下水道事業管理者あいさつ
管理者：

失礼いたします。加古川市 上下水道事業管理者の 山本でございます。
委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申しあげます。
このたび、委員の皆さまにおかれましては、委員就任に際してご快諾を賜りま
すとともに、本日、何かとご多用の中、本委員会にご出席いただきまして誠に
ありがとうございます。
また、平素より、加古川市政の推進に格別のご理解とご尽力をいただいており
ますこと、この場をお借りしましてお礼申しあげます。
本市では、市民生活を支えるライフラインである水道及び下水道の組織を統合
し、平成 27 年 4 月 1 日に「加古川市上下水道局」が発足して以来、これまで経
営の健全化と効率化を図りながら、上下水道の効果的な整備を推進していると
ころです。
特に、下水道事業に関しましては、昭和 38 年に公共下水道事業の認可を受け、
事業着手して以降、順次、整備区域を拡大し、市民の生活環境の向上のため、
生活排水処理対策や浸水被害の軽減に努めてまいりました。
その結果、平成 29 年度末の下水道普及率は 91％まで向上しているのが現状で
す。
しかしながら、
市街化区域の普及率が 99％とほぼ整備が完了しているのに対し、
市街化調整区域の普及率は 73％にとどまっており、下水道未整備区域を未だ残
している状況にあります。
今後は、限られた財源と不足する職員のなかで、
「下水道未普及地域の解消」以
外にも「老朽管渠の改築更新」や「浸水対策」などの事業も進めていかなくて
はならないのが現状です。
このような状況の中、上下水道局では、生活排水処理の早期実現に向け、平成
26 年度末に、公共下水道の排水区域を大幅に縮小するとともに、今後 10 年間
での概成を目指す手法として、国が推奨するＰＰＰ方式による官民連携事業を
導入し、積極的に公共下水道の未普及解消に取り組むこととしました。
今回、設計施工を一括で発注するＤＢ方式を導入することにより、民間事業者
の優れた企画力や技術力を活用することにより、効果的かつ短期間に公共事業
を整備できるものと大いに期待を寄せているところです。
今後は、本委員会による審議を経て、プロポーザルによる事業者への応募を行
ってまいりますが、本委員会の皆さまには、専門的な見地から事業者の選定に
関して、厳正かつ公平に審査していただくことになりますが、改めてよろしく

お願いいたします。
本日は、第 1 回目として本事業に係る契約候補者の選定に関しての諮問をさせ
ていただくことになっていますが、委員の皆さまには忌憚のないご意見、ご提
言をいただき、本事業の運営に活かしてまいりたいと考えておりますので、ど
うぞ、よろしくお願い申しあげます。
以上、簡単ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただき
ます。
４ 委員及び事務局の紹介
５ 委員長及び副委員長の選出及びあいさつ
（規定に基づき、委員からの推薦により、酒井委員を委員長に、檀委員を副委員長に選出）
委員長：

ただいまご推薦により委員長を拝命いたしました酒井です。下水道事業にはた
くさんの経験があるわけではありませんが、今回の審議内容は、事業をどのよ
うに遂行するかという新たな試みであることを理解しています。なんでも民営
化すれば良いというわけではないが、今回の事業は民間の力を活用し効率的に
事業を進め、なおかつ、行政の方は残された課題に積極的に取り組むという契
機になるような事業だと理解しています。また、全国への宣伝にもなるという
ことで、そのようなことに携わらせていただくことを光栄にも思っています。
何かと不慣れなこともあろうかと思いますが、皆様のご協力で進めてまいりた
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

副委員長:

副委員長をやらせていただくことになりました檀です。力の限り努力いたしま
すので、よろしくお願いします。

６ 諮問

７ 議事
(１) 加古川市における公共下水道の未普及解消に向けた取組みについて
委員長：

規定に基づき、私が議長として議事を進行させていただきますので、ご協力よ
ろしくお願いいたします。それでは、次第に沿って進めたいと思います。議事
(1)「加古川市における公共下水道の未普及解消に向けた取組について」に関し
まして、加古川市の公共下水道事業を取り巻く現状と課題、未普及解消に向け
たこれまでの取組経過等について、資料の説明を事務局よりお願いします。

事務局：

それでは、これまでの公共下水道の未普及解消に向けた取組み等について説明
させていただきます。
お手元のＡ４両面の資料「加古川市における公共下水道の未普及解消に向けた
取組みについて」をご覧ください。
まず、
「１）加古川市の公共下水道事業の現状と課題」についてですが、現在、
本市の公共下水道の普及率は、市全域では 91％であり、そのうち市街化区域に
おいては、99％の普及率とほぼ整備が終了している一方で、市街化調整区域に
おいては、73％と、まだまだ未整備区域を多く残している状況にあります。
また、下水道事業について、
「建設」から「維持管理」の時代へと移行が進むな
か、本市におきましても、限られた財源と人員のなかで、今後も「未普及解消」
と「老朽管渠の改築更新」の両事業に力を注いでいかなければなりません。
しかしながら、これまでは、事業を進めるうえでの大きな課題として、開削工
事の場合、複数年契約での工事が、国庫補助事業として認めていただけないた
め、施工延長を延ばせていないのが現状で、結果として面的な整備が出来ず、
線としての整備に留まっている状況です。
続きまして、
「２）市街化調整区域における効率的な生活排水処理に向けたこれ
までの取組」について説明いたします。平成 26 年度末に公共下水道の全体計画
区域の大幅な縮小を行い、平成 27 年度からは、合併処理浄化槽の補助制度を拡
充するなど、生活排水処理の早期実現に向け、事業を推進しております。
次に「３）ＰＰＰ手法を活用した下水道管渠整備の検討経過」について説明い
たします。公共下水道の排水区域を大幅に縮小したことに伴い、今後 10 年間で
の概成を目指す手法としては、ＰＰＰの導入が不可欠と判断し、積極的に公共
下水道の未普及解消への取り組みを進めております。
この取組につきましては、お手元資料の中段の〈当市におけるＰＰＰの導入に
向けた取組み経過〉にお示ししておりますとおり、一昨年の、国土交通省の「官
民連携事業を活用した下水道普及促進検討業務」におけるモデル都市への選出
に始まり、プレ意向調査の実施などを通して、未普及地区の新たな発注方式に
ついて検討してきたところであります。
続きまして、⑤の部分をご覧いただけますでしょうか。一昨年のプレ意向調査

における事業者のご意見や、国土交通省のマニュアルの他、先進事例も勘案す
るなかで、下水道施設の設計・施工を実施する事業者のグループの構成に関し
ましては、設計と施工は乙型として、それぞれの業務を分担することとしてお
ります。また、グループ内の各建設企業、各設計企業同士は、甲型として、共
同で業務を履行し、出資割合に応じて責任を負うこととしております。
次に⑥及び⑨をご覧いただけますでしょうか。少しでも多くの事業者の参画を
促すことを目的に、⑥の公共下水道整備方針に係る説明会や、⑨の名刺交換会
を実施し、その中で、より具体的な事業者の意向を調査し、可能な限り事業へ
の反映を検討してきました。
また、事業者の選定にあたりましては、⑦にお示ししております上下水道施設
整備事業者選定委員会、本日開催の委員会でございますが、この委員会を設置
し、専門的な視点から厳正かつ公平に審査をいただくこととしております。
さらに、事業者選定方式につきましては、⑧にお示ししておりますとおり平成
30 年 4 月の上下水道局入札参加者審査会におきまして、プロポーザル方式の採
用が決定し、5 月の審査会では、その実施方針（案）が承認されております。
お手元資料の裏面に「４）今後のスケジュール」をお示ししております。詳細
のスケジュールは後ほどご説明いたしますが、7 月には実施方針（案）を公表
し、9 月にプロポーザル関係資料の公表を行う予定です。お手元資料の「５）
導入検討区域」に位置図を添付しております。後程、実施方針（案）のところ
で、もう少し詳しく説明させていただきます。
簡単ではございますが、これで、公共下水道の未普及解消に向けた取組みにつ
いての説明を終わります。ありがとうございました。
委員長：

事務局より、「加古川市における公共下水道の未普及解消に向けた取組につい
て」説明がありましたが、ただいまの説明についてご質問等はございますか。

全委員：

特に質問はありません。

委員長：

ただいまの説明は、今回の委員会のイントロです。後ほど詳しく説明していた
だきます。

（２）志方地区外公共下水道整備事業（第１工区）実施方針（案）について
委員長：

議事(2)「志方地区外公共下水道整備事業（第１工区）実施方針（案）について」
資料の説明を事務局よりお願いします。

事務局：

それでは、「志方地区外公共下水道整備事業（第１工区）の実施方針（案）」に
ついて、ご説明させていただきます。お手元の実施方針（案）の１ページをご
覧下さい。
まず、
「１．事業の概要」について説明いたします。
最初に、
「1.1 事業の目的」についてですが、本市では、昨年度、官民連携手法
の導入を検討する中で、事業者への意向調査結果を踏まえ、下水道未普及地域
を早期に解消するため、志方町の３地区及び西神吉町の１地区を対象に、官民
連携手法を導入し、民間企業の企画力・技術力を活用した下水道管渠における
設計・施工の一括発注を行うことにより、効率的かつ効果的な事業実施を目指
しております。
併せて、水道の移仮設に係る設計・施工も同時に実施することで、より合理的
な整備推進につなげようと考えております。
次に、「1.2 事業名称」でございますが、「志方地区外公共下水道整備事業（第
１工区）
」としております。
また、
「1.3 事業場所」につきましては、お手元の実施方針(案)の 19 ページの
別紙１に、事業対象地区の平面図をお示ししております。
次に「1.5 対象施設」でございますが、お手元の実施方針（案）の 1 ページの
下段に表 1―1「施設概要」としまして施工規模をお示ししております。下水道
としましては、開削工が、約 12,500ｍ、推進工が 160ｍの規模となります。下
水道接続の対象世帯は、約 400 世帯を見込んでおります。
続きまして、お手元の実施方針（案）の 3 ページをご覧ください。
「1.6 業務範
囲」についてご説明いたします。表 1―4 に「事業者が行う業務範囲の概要」を、
お示ししております。
特に今回、新たな官民連携手法による効果的かつ効率的な取り組みとして、従
来の設計施工分離発注の際には含んでいなかった、
「水道の移設等に関する設計
業務や工事」
、「施工監理業務」、「住民説明業務」等についても、業務内容に追
加した発注形式の実施を予定しております。
次に、
「1.7 選定方式及び事業方式」についてご説明いたします。実施方針（案）
の 3 ページの下段をご覧ください。先ず、「1）選定方式」についてでございま
すが、今回の事業につきましては、業務内容のうち、詳細設計業務におきまし
ては、土質や地下埋設物等の点で不確定要素を多く含むことから、募集段階で
は、事業者が提案時に積算するうえでの仕様を明確に定める材料がありません。
また、下水道工事では、想定が困難な地下埋設物等による変更の可能性も大き

いことから、事業の実現性に向けた提案を受けようとする点からは、公募型プ
ロポーザル方式による事業者の選定が適していると判断しています。
続きまして、「2）事業方式」については、設計・施工を一括して発注するＤＢ
方式で実施することとしております。
お手元の実施方針（案）の 4 ページをご覧ください。「1.8 事業スケジュール」
についてご説明いたします。表 1―5 に「事業スケジュール」をお示ししており
ます。
今年 7 月に、この事業の取組み方針を示す実施方針（案）を公表し、ご意見を
いただくとともに、そのご意見について検討を加え、9 月に実施方針の他、募
集要領等のプロポーザルにかかる関係資料を公表したいと考えております。
その後、事業者の公募や審査手続きを進め、来年 1 月から技術提案書の受付を
行ないます。受け付けた提案書を基に「事業者選定委員会」での諮問を経て、3
月に事業候補者の選定を行った後、この候補者との交渉を進め、基本協定を交
わす予定としております。
来年度以降につきましては、基本協定に基づき、まず当該事業者に属する設計
企業との委託契約を締結します。詳細設計の完了後に、引き続き、建設企業と
の工事請負契約、並びに、設計企業との現場管理業務の委託契約を実施し、平
成 35 年度末までの整備完了を目指したいと考えております。
次に、
「1.9 遵守すべき法制度」につきましては、ご覧のとおり 4 ページから 6
ページに「関係法令」及び「基準・仕様等」をお示ししております。
続きまして、お手元の実施方針（案）の 7 ページの「2.1 事業者の募集及び選
定のスケジュール」についてご説明します。表 2―1「事業者の募集及び選定の
スケジュール」をご覧ください。先ほど、表 1―5「事業スケジュール」にてご
説明させていただきました内容に加え、事業者の募集及び選定のスケジュール
をもう少し詳しく、お示ししております。
7 ページの下段の１）実施方針（案）に関する質問の受付・回答から 8 ページ
下段の８）工事請負契約の締結までを順に説明させていただきます。
参考資料としまして、実施方針（案）の最終ページに、Ａ4 横長のスケジュー
ル表を添付しておりますので、こちらもご覧いただけたらと思います。
まず、実施方針（案）につきましては、7 月に公表しまして、引き続き、その(案)
に関する質問を受付け、その回答を 8 月に公表する予定としております。また、
募集要領を 9 月に公表のうえ、質問を受付けるとともに、回答を 10 月に公表す
る予定としています。次に、実施方針（案）の 8 ページをご覧ください。9 月
に募集要領を公表した後、参加表明書及び資格審査申請書を 10 月に受け付けま
す。受け付けた申請書を審査し、その結果を、11 月に通知する予定としており
ます。

その後、翌年 1 月に技術提案書の受付・審査を実施します。3 月に、その審査
結果をもって契約候補者を決定するとともに、公表します。
3 月末を目途に、決定した契約候補者と基本協定を締結し、4 月に、契約候補者
のうち設計及び工事監理を行う企業と加古川市上下水道局との間におきまし
て、複数年業務の一括契約を締結します。
この委託契約により得られた、下水道管渠の詳細設計業務の成果を基に、官側
で積算しました工事設計金額に、募集要領に記載しました工事予定額と、提案
価格との率を乗じた額をもちまして、公共下水道施設の整備及び水道の移設等
の工事を行う建設企業と、加古川市上下水道局との間におきまして工事請負契
約を締結します。
続きまして、実施方針（案）の 9 ページの「3.1 応募者の構成」についてご説
明申し上げます。図 3―1「想定事業スキーム」をご覧ください。
本事業は、技術提案に基づいた設計・施工を一括して発注するＤＢ方式での実
施を予定しています。
「建設企業」及び「設計企業」は、それぞれ一企業の構成
とすることも、複数の企業とすることも可能です。但し、同一の企業が、建設
企業と設計企業を兼ねることや、この事業への応募グループの構成企業が、他
の応募クループの構成企業を兼ねることは、できないこととしております。
応募グループの構成に関しましては、建設企業と設計企業は乙型として、それ
ぞれの業務を分担することとしております。また、グループ内の各建設企業、
各設計企業同士は、甲型として、共同で業務を履行し、出資割合に応じて責任
を負うこととしております。
また、この事業において共同企業体を構成して契約を締結する場合につきまし
ては、この事業に特化した共同企業体取扱要綱を定める予定としておりまして、
契約にあたりましては、この要綱に基づき締結することとなります。
次に、
「3.2 プロポーザル応募者に必要な資格」についてご説明いたします。お
手元の実施方針（案）の 10 ページをご覧ください。
設計企業及び建設企業に共通する資格要件といたしましては、主に、税金や水
道料金、下水道使用料及び受益者負担金の滞納が無いことや、指名停止を受け
ていないことに加えまして、会社更生法や民事再生法に基づく手続き開始の申
立てを行っていないこととしております。
また、設計企業の資格要件としましては、加古川市上下水道局の入札参加資格
者名簿に「下水道部門」で登録されており、契約締結権限を有する本店、支店、
営業所等の所在地が兵庫県内にあることや、過去 10 年間で、国、地方公共団体
等が、発注した下水道管渠実施設計業務の実績があることに加え、管理技術者
及び工事監理技術者においては、一定の資格を有すること等を資格要件として
定めております。さらに、上水道の業務におきましても、応募グループのうち

何れかの企業が、上記と同程度の資格及び同様の実績を有することも求めてい
ます。
お手元の実施方針（案）の 11 ページをご覧ください。建設企業の資格要件につ
いてご説明いたします。主な要件としましては、加古川市上下水道局の入札参
加資格者名簿に「土木一式工事」で登録されており、契約締結権限を有する本
店、支店、営業所等の所在地が兵庫県内にあることや、経営規模等評価結果通
知書総合評定値通知書の土木一式工事の総合評定値が 750 点以上であることと
しています。
次に、
「3.3 応募者が資格要件を喪失した場合の取扱い」についてご説明いたし
ます。代表企業が資格要件を喪失した場合は、当該応募グループは失格となり
ます。応募グループの構成員が資格要件を喪失した場合は、その構成員を除外
し、当該構成員が履行する予定であった業務について、新たに加古川市上下水
道局に応募資格審査書類を提出し、資格の確認を受けたうえで、構成員の変更
や追加を認めることとしております。
次に、
「3.4 応募者の制限」といたしましては、この事業のアドバイザリー業務
に関与している者及び事業者選定委員との間に、資本面若しくは人事面におい
て関連がある者は代表企業、構成企業になることはできないこととしておりま
す。
お手元の実施方針（案）の 12 ページをご覧ください。「第 4 章の審査及び事業
選定に関する事項」といたしまして、まず「事業者選定方法並びにその手続き」
についてご説明いたします。
この事業における事業者の選定につきましては、先ほどご説明させていただき
ましたとおり、公募型プロポーザル方式により実施することとしております。
選定手続きの第１段階といたしまして、
「応募者資格確認」を行います。具体的
には、実施方針（案）の 10 ページから 11 ページにお示ししております「プロ
ポーザル応募者に必要な資格」に適合しているかについて審査します。
次に、応募者資格確認の結果、資格要件への適合が確認された応募者から受け
付けた技術提案書について「提案内容の審査」を行います。審査は、提案価格
のほか、設計・建設等に関しまして、提案内容と要求水準書との適合性や施工
計画の確実性等の各側面から総合的に評価することとしています。
ただ、やはり、事業の実現性に向けた提案を重視していきたいと考えておりま
すので、提案価格にかかる評価の配点については、大きくする考えにはござい
ません。
各審査項目の内容ですが、
「①事業計画に関する審査」につきましては、実現性
や安定性等を、
「②・③設計・建設・工事監理の各業務」に関しては、実施体制
に加え、要求水準及び品質確保への達成度を、また「④応募者独自の提案」に

関しては、事業目的との整合、提案技術の妥当性、地域への貢献等について、
それぞれ審査する予定としております。
次に、実施方針（案）13 ページをご覧ください。
「4.2 プロポーザル審査委員会
の設置」についてご説明いたします。事業者の選定にあたりましては、加古川
市上下水道局プロポーザル方式実施に関するガイドラインに基づき、地方自治
法第 138 条の 4 第 3 項及び地方公営企業法第 14 条に規定されます附属機関とし
て、外部の学識経験者等により構成される「加古川市上下水道施設整備事業者
選定委員会」を設け、専門的な見地から契約候補者等の選定を行うこととして
おります。
続きまして、
「4.4 著作権」についてご説明いたします。応募者の提出書類に含
まれる著作物の著作権は応募者に帰属します。また、契約候補者に決定した者
以外の応募者提案につきましては、この事業の公表以外には使用しないことと
しています。
実施方針（案）の 15 ページをご覧ください。
「本業務で予想されるリスクとリ
スク分担の基本的な考え方」につきましては、そのリスクを最適に管理できる
者が、当該リスクを適正に分担することにより、効率的・効果的に事業の進捗
を図ることができるものと判断しております。表 5―1 の「リスク分担表」をご
覧ください。この分担表にお示ししておりますとおり、基本的に「共通段階」
では、加古川市上下水道局及び事業者の双方が、リスクを負うこととなります。
また、計画設計段階・工事段階においては、主に事業者がリスクを負うことと
なります。
実施方針（案）の 17 ページをご覧ください。
「第６章 局による事業実施状況
のモニタリング」についてご説明いたします。
モニタリングについては、事業者による設計・施工が、要求水準書に適合する
ものであるか、また、技術提案書に示された内容を満たしているかについて、
加古川市上下水道局が、確認するものです。
実施方針（案）の 18 ページをご覧ください。ここでは、
「実施方針（案）に関
する質問書の提出」に関する説明をお示ししています。
以上で、説明を終わらせていただきます。お聞き苦しい所も、多数ございまし
たが、ご清聴ありがとうございました。
委員長：

事務局より、公共下水道整備事業の基本的な取り組み内容を示した「実施方針
（案）
」について説明がありましたが、ただいまの説明についてご意見等はござ
いますか。

委

員：

水道の移仮設の具体の実施方法はこれから整理するのですか？非常に合理的だ

と思いますが、実例はあるのでしょうか。
事務局：

水道の移仮設の詳細は、9 月公表予定の要求水準書等に示す予定です。下水道
管工事の官民連携事業において、水道の移仮設を含む事例は今回が初めてです。
先行都市において事例はありません。

委

員：

事務局：

数量が変わった場合はどう対応するのですか。
施工開始後、想定外の施工条件となった場合は、数量の変更をせざるを得ない
と考えています。ただし、事前に基本設計を実施しており、現状において可能
な範囲での想定はしています。そのため、事前に想定した条件が変わる等の理
由がない限りは、変更は認めないものと考えています。

委 員：

5 月 17 日に実施された加古川市上下水道局入札参加者審査会で実施方針（案）
が承認されたとの説明がありましたが、この審査会と、この委員会との関連を
教えてください。

事務局：

入札審査会では、実施方針（案）についてご意見を頂き、検討のうえその意見
を反映させています。本日の委員会及び 7 月に予定しております実施方針（案）
の公表におきまして、頂いたご質問、ご意見につきましても、検討を加え、ブ
ラッシュアップしていきたいと考えています。

委 員：

質問書の提出方法は電子メール限定ということでよろしいでしょうか。

事務局：

ご意見の内容を正確に把握するため、また利便性を考慮し、お電話や窓口での
受付は行わず、提出はメールで対応したいと考えています。

委 員：

質問ができるのは、応募グループを構成予定の企業のみですか。また、質問に
対する回答は公表するのですか。

事務局：

応募予定でない企業でも、質問は受け付けます。また、回答は、ホームページ
で公表する予定です。

委

員：

工期は設計 1 年、施工 4 年の計 5 年で決定しているのですか。より早期に整備
が終えるというのも有り得るのですか。

事務局：

設計 2 年、施工 4 年で、重複期間を想定し、計 5 年を基本としていますが、早
期に終えることも想定しています。民間事業者が早期の整備完了を提案した場
合には、評価点として加点することも考えています。

委

員：

応募グループは申込み前に構成するのですか。

事務局：

申込み前の前に構成します。

委

リスク分担(案)を作成する際、官と民のどちらの分担になるか議論になった点

員：

はありますか。
事務局：

ベースは国のマニュアル検討会等で作られたものです。このうち、災害等の不
可抗力リスクは、官民どちらでも負担するようにしていますが、官が負うもの
が多いと考えています。

委

員：

物価変動があった場合の対応について教えてください。

事務局：

基本的には、建設工事の請負契約書の約款に基づく運用を考えています。急激
に単価や物価が上昇した場合に対応が必要となりますが、その「上昇」の判断
については県や国で定められたものがありますので、加古川市の契約の所管課
と調整を図った上で、それに基づいて運用することになります。

委 員：

最も評価点が高いグループを選定するという理解で良いですか。

事務局：

その通りです。

委 員：

評価は委員会で行うことになります。その場合の点数は、各委員の平均点とな
るのでしょうか、それとも委員会の中で１つの点数を出すのでしょうか。

事務局：

事務局案としては各委員の平均点を考えていますが、最終的には、この委員会
の場で決めていただければと考えています。

委 員：

各委員が評価するのでしょうか。それとも、委員は事務局が作成した評価案を
確認するのでしょうか。

事務局：

各委員に評価していただきたいと考えています。

委 員：

今回の事業と同様の先行事例はあるのでしょうか。

事務局：

大館市、久慈市で事例があります。大館市、久慈市は、今回の加古川市と同様
の設計施工一括発注による共同企業体方式、選定方式で事業者を決められてい
ます。

委 員：

開示請求があれば、開示するのですか。

事務局：

加古川市情報公開条例等の関係規定に基づき開示することとなります。

委 員：

提案により工法が大きく変わった場合、配点や基準は変えないのでしょうか。

事務局：

工法が大きく変わるとすれば、詳細設計後だと考えています。そのため、基本
設計から大きな変更はないと想定し、配点や基準の変更は考えていません。

委 員：

建設企業の応募資格要件として「特定建設業の許可を受けていること」があり
ます。構成企業全てにこの要件を求めるのでしょうか。

事務局：

構成企業全体において、一定規模の下請け契約が交わされることを想定してお
りますので、この要件を求めています。

委員長：

実施方針（案）は、この内容で公表に向けて手続きを進めていただこうと思い
ますが、よろしいでしょうか。

全委員：

異議なし。

（３）事業者選定基準（案）及び技術提案書評価シート（案）について
この議事については、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、
加古川市情報公開条例に基づき、非公開とさせていただきます。
事務局：

次回の委員会は、調整の結果、8 月 17 日のこの会議室におきまして 14 時から
開催させていただきます。また、基本設計の概要版等の資料提供につきまして
は、各委員と個別に日程調整させていただきます。
本日は、ありがとうございました。

８閉 会

