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別紙様式９

九州農政局入札等監視委員会 審議概要

（ホームページ掲載日：平成３０年４月２６日）

開催日及び場所 平成３０年３月２０日（火曜日）

熊本地方合同庁舎 Ａ棟１０階 九州農政局会議室７

委員 福西武夫（弁護士） 久峨正義（公認会計士）

井手輝利（ジャーナリスト） 杉本知寛（税理士）

審議対象期間 平成２９年１０月１日～平成２９年１２月３１日

審議対象案件 １３８件 うち、１者応札案件１８件

契約の相手方が公益法人等の案件３件

１０件 うち、１者応札案件４件

抽出案件 （抽出率７．２％） （抽出率２２．２％）

契約の相手方が公益法人等の案件１件

（抽出率３３．３％）

工事 一般競争 ５件 うち、１者応札案件１件

抽 契約の相手方が公益法人等の案件０件

出 公募型指名競争 ０件

案 指

件 名 工事希望型競争 ０件

内 競

訳 争 その他の指名競争 ０件

随意契約 １件 うち、１者応札案件０件

契約の相手方が公益法人等の案件０件

業務 一般競争 １件 うち、１者応札案件１件

契約の相手方が公益法人等の案件０件

公募型競争 ０件

指

名 簡易公募型競争 ０件

競

争 その他の指名競争 ０件

公募型プロポーザル ０件

随

意 簡易公募型プロポーザル １件 うち、１者応札案件１件

契 契約の相手方が公益法人等の案件０件

約 標準型プロポーザル ０件

その他の随意契約 ０件

一般競争 ２件 うち、１者応札案件１件

契約の相手方が公益法人等の案件１件

物品・ 指名競争 ０件

役務等

随意契約（企画競争・公募） ０件

随意契約（その他） ０件

（特記事項）
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意見・質問 回答等

委員からの １．平成２９年度第３・四半期入札方式別

意見・質問、 発注状況について

それに対す

る回答等 意見・質問なし

２．抽出工事及び業務並びに物品・役務等

契約について

（１）抽出工事

①平成28年度駅館川農地整備事業有徳原

支線水路（その１）工事

・工事件名が平成28年度となっています ・平成28年度予算という意味です。予算の

が、平成28年度からずっと継続しています 繰越を行い、工事の発注は平成29年度に行

か。 っています。

・今回がこの農地整備事業で最初の工事で ・この地区のパイプライン工事としては初

すか。 めてです。区画整理工事は平成28年度から

実施しています。

・応札した各業者の金額が非常に近い数字 ・公告の際に積算参考資料など数量を示す

になっていますが、各社どのような背景が ことはもちろん、単価や歩掛かりは公表さ

あったと考えますか。 れています。また、この工事個別で調査し

た単価も提示しています。このため、積算

精度が非常に高くなっていることが一つの

要因と考えています。

・基準に基づいて算定すれば各社ほとんど ・今回はパイプライン工事の１件目ですの

同じ金額が出てくるから、あとは、自分の で、まだ各社とも積算の実績が少ない状況

会社にどれだけ利益を残すかだけの判断に でした。今後は積算書の開示が進むので、

なるということでしょうか。 さらに精度は上がると思います。

この工事は特別な仮設等がなく、業者が

工夫する余地の少ない単純な工事であるた

め、大きな違いが出にくかったと推測しま

す。

②平成29年度筑後川中流国営施設機能保

全事業取水樋門ゲート設備他製作据付

工事

・技術者評価のうち「工事の施工経験」を ・企業評価は、当該企業が九州農政局発注

見ると、（株）大川鉄工は０点ですが、企 の工事を施工した結果の成績評定点につい

業評価における「工事成績評定（平均点）」 て、過去３年間の平均が75点以上であるか

の方は２点と評価されています。これはど どうかを評価します。75点以上であれば２

ういうことですか。 点です。

技術者評価は、企業ではなく今回の工事

に配置される予定の技術者を特定し、その

経験を評価の対象としています。この技術

者はこの工事規模以上の経験がないため０

点となります。
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意見・質問 回答等

・では、競争参加資格の確認において、「○ ・技術者評価は総合評価における加算点を

（資格有り）」となっていますが、０点の 評価するもので、加算が０点でも競争参加

者でも良いのですか。 資格が確認されていれば参加は可能です。

今回の技術者評価では「下記工事以上」

の施工実績有りを加算の対象としており、

具体的にはゲート高1.8mの製作据付工事で

す。当該技術者はこの工事規模の経験が無

く加算は０点ですが、本工事への参加条件

とした鋼構造物工事の経験は有していると

確認していますので、参加はできます。

・２社が入札に参加し１者応札でしたが、 ・今回は鋼構造物の資格を求める工事でし

工事を発注する際、何社くらい応札すると たが、資格を有し、かつ同種工事の経験を

いう想定はありましたか。 有する業者が何社あるかは、コリンズとい

う工事実績情報検索データベースが公表さ

れており、これで検索できます。発注にあ

たって同種工事の実績を有する者を検索し

た結果では、42社が該当しました。

・開成工業（株）はどこに所在しています ・開成工業は熊本県に本社をもつ業者で

か。42社とは全国が対象範囲でしょうか。 す。参加資格の中に地域要件があり、本工

事では「福岡県内に本社・支社・営業所を

有する者」としています。

・その条件で検索して42社だったのです ・はい。

か。

③平成29年度筑後川中流国営施設機能保

全事業山田堀川用水路取水樋門他改修

工事

・１回目の入札の不調を受けて参加資格を ・この工事は標準等級Ｃでしたので、１回

広げたとの説明ですが、不調とはどのよう 目の入札では直近上位のＢ等級を加え、Ｂ，

な内容でしたか。 Ｃ等級を対象として公告しました。しかし、

１回目の入札では３社が応募したものの全

ての社が入札を辞退しました。これは九州

北部豪雨の復旧工事が多く出たため、手が

回らなくなり入札辞退したとのことです。

・落札業者は、枠を広げた範囲から参加し ・はい。当初はＢ、Ｃ等級を対象としてい

たのですか。 たところ、入札不調を受け２回目はＢ、Ｃ

等級に加えてＤ等級も対象として公告しま

した。さらに、入札の時期がずれたことも

あいまって、落札に至ったと考えます。

・１回目が不調に終わった場合、最初の予 ・１回目の不調を受けて、工事内容を精査

定価格は動かしませんよね。 のうえ見直して再公告したので、予定価格

も若干動きました。
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意見・質問 回答等

・等級だけ動かしても整合性がないとの判 ・たとえばあまり小規模の工事だと利益を

断もあるでしょうね。 上げにくいということもあるので、発注ロ

ットを見直すといった工夫もしています。

・平成29年度に実施する工事の計画はいつ ・水路の工事ですので、非かんがい期に施

頃公表されたのでしょうか。北部豪雨の影 工する必要があり、発注時期は制約されま

響で業者もてんやわんやの状況だったと思 す。

います。 国の予算は前年度に要求して、成立後に

発注しますが、既に地元との調整が整って

いるものについては、新年度に入る前に「こ

ういう工事を発注します」という発注予定

情報の公告を出すなど、早い段階で事前公

表を行っています。

・事前告知をするのですか。 ・はい。業者の準備期間がとれるように配

慮しています。

・等級の関係で、標準等級がＣであるとこ ・技術的適正を確認した全ての者により競

ろ、上位のＢを加えるのは、より高度な工 争入札を行うという一般競争入札であり、

事ができる者を加えることとなり理解でき 競争参加資格として同種工事の施工実績な

ます。しかし、Ｄ等級は、そもそもＣより どを確認します。また、総合評価落札方式

低位の工事しかできないことを示している でもあり、優位な実績に点数を与えます。

のでしょうから、支障はないのでしょうか。このため、全く施工実績のない者は参加で

きませんし、最低限の施工の品質は確保で

きるものと考えています。

・総合評価という観点が入るためカバーで ・はい。

きるというわけですか。

④平成28年度肝属中部（二期）農業水利

事業鹿屋1号支線水路他整備工事

・意見・質問なし。

⑤沖永良部農業水利事業地下ダム止水壁

（３工区）建設工事（第2回変更）

・変更契約における予定価格は設計金額に ・予定価格は開示されません。

当初入札時の落札率を乗じたものですね。

変更契約の見積の際、予定価格は開示され

ますか。

・なぜ、変更契約の見積金額が予定価格と ・当初の積算書は開示されますので、極端

ほとんどぴったりの額になるのでしょう な言い方をしますと、単純な数量変更のみ

か。 であれば予定価格の目安は立てやすいと言

えます。新たな工種の追加があった場合で

も、積算参考資料を提示しますので、非常

に高い精度で積算ができます。
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意見・質問 回答等

・当初の設計金額について開示請求して知 ・積算に必要な材料は公表されており、現

ることができるということは、落札率も知 状では、金額を近づけることはできます。

ることができるのですね。変更契約で工事

内容の見直しがあっても、開示されている

単価を用いて設計金額を計算でき、それに

落札率を乗じれば、予定価格に近い金額を

計算できるから、業者はそれに近い見積価

格を出すことができるということですね。

・第２回変更において、１回でこの金額に ・平成27年度から29年度までの３カ年国債

なるのでしょうか。 工事ということで、年度毎の支払限度額に

対応する各会計年度の出来高予定額があ

り、各年度末までに終わった工事の出来高

を確認しています。第１回変更は平成28年

度末に行っており、第２回変更は平成29年

11月末に変更契約をしています。平成29年

度は国債工事の最終年度ということもあ

り、大きな現場条件の変更等があったため、

大きな変更金額となっています。

・変更契約の仕組みについては何回も説明 ・変更契約では特に競争性が働かないとい

ありましたが、当初入札時は13社が応札し うことはあります。

たのに当初の落札業者とだけ変更契約し、

その予定価格と落札額の率がほぼ100%とい

うのは、どうでしょうか。いくら算定可能

といっても多少の差があるのではないかと

思います。一発で99%に決まるのはどうし

ても不思議です。

・競争性が働かない中で、100%に近い金額 ・今の制度上、このやり方しかないのが実

で落札することは問題があるのではないか 情です。変更契約時に他の社も参加させる

と思います。最初の見積が予定価格をオー と、工事のかし担保責任の問題があります。

バーし、その後近づくこともたまにはあっ また、別の業者が施工することとなった場

ていいんじゃないかと思います。他の人は 合、大規模な仮設を撤去してやり直すこと

変更契約に参加できないわけですから、当 となり国の損失につながるため、実態とし

初の落札者に利益を与えることになりませ て別の業者との変更契約とはなっていない

んか。 ところです。

ご指摘のとおり、１者と変更契約すると、

業者はぎりぎりの所で利益をとりに来るで

しょうから、結果として予定価格に近い価

格となります。ではどうすればというと、

設計書を開示しないといった議論にもなっ

てしまいます。ご意見として承りますが、

現状ではなかなか改善が難しいところと考

えます。

・確かに、工事内容を見ると、仮設等の初 ・基本は変更がないほうがいいのですが、

期設定に時間も費用もかかりますね。 土質条件が変わるといったことはあり得る
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意見・質問 回答等

ことです。そこで、分けられる工事は分け

て発注しています。どうしても分けられな

いものを変更契約で対応しており、変更の

妥当性は重要と考えております。

・第１回変更の際も、当初はフラットな岩 ・今回のような３カ年国債工事の場合、国

盤を想定していたのが、掘ってみたら凸凹 債の１年目、２年目については、国債総額

があったといった理由だったと記憶しま の範囲内で変更契約をすることになりま

す。今回の変更はそれも大幅に外れたとい す。やむなく現場条件等の変更が生じた場

うことですか。というのも、当初の予定価 合も同様です。そうすると、第１回変更の

格が約15億円、第１回変更では約13億円、 予定価格は当初の請負比率（約88%）がか

今回は約16億円となっています。億単位で かりますので（予定価格より）約13億円と

増減していますが、掘ってみないとわから 減っている状況が生じます。第１回変更を

ない、ということでしょうか。この数字は した時期は、当初契約から１年ちょっと経

実績ですか。 った平成29年の１月末です。つまり、全て

の工事は終了しておらず、終わった部分だ

けを精査して第１回変更契約を行っていま

す。それから、第２回変更ですが、今年度

終わった部分について現場条件等の変更に

伴う精査を行っています。

・上限とかはないのですか。 ・国債の最終年度、平成29年度になります

が、やむなく国債総額を超える場合は、最

終年度で調整します。国債総額が不足する

場合、一般予算を充当します。このように、

年度毎に契約変更を行っていますので予定

価格も増減が生じているものです。

・沖永良部島には鍾乳洞があると聞きます ・鍾乳洞は別の地域にあります。地下ダム

が、地下ダムの建設によって水没するので 止水壁の施工によって水没はしません。

すか。

・石灰岩ということはサンゴ礁が隆起して ・水自体はアルカリ性の傾向があります

できた地質ですね。アルカリ性だと思いま が、畑かん用水として支障ないことは水質

すが、そこに貯めた水を農地に撒いても大 調査で確認しています。

丈夫でしょうか。

⑥平成28年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業八代海岸堤防復旧（和鹿島海岸他）

工事

・随意契約で業者を選ぶ際、農政局内にお ・今回の工事は事業所長契約でした。（株）

いて選んだ理由や経緯を文書で残します 高野組を選んだ理由や経緯に関して所内で

か。 随意契約審査会を実施した上で、随意契約

することを決定しています。したがって、

文書については事業所にて十分整理し保存

しています。
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意見・質問 回答等

・契約手続きを何回もした中で、金額は修 ・１回目の入札で金額が合わなかった部分

正しましたか。 が、波返工の目地の補修だったので、２回

目ではその部分を外しました。結果的に入

札への参加はありませんでしたが、原因を

調査し対応はしています。

・２回目、再公告した際の予定価格は大き ・ほとんど同じです。

く変わったのですか。

・では、今回契約した（株）高野組は、な ・（株）高野組は同じ海岸で先行している

ぜ２回目の入札に参加しなかったのでしょ 工事を既に平成29年４月10日に契約してお

う。随意契約の際には対応できたのに、再 り、11月15日まで施工していました。

公告の際はなぜ参加できなかったのです この工事は標準等級Ｄで、入札公告の際

か。 は応募者を確保するため対象等級を拡大し

Ｃ、Ｄ等級としたのですが、（株）高野組

はＢ等級でした。したがって、再公告した

入札への参加資格がありませんでした。

・位置図の赤いラインの箇所は工事が終わ ・今年度中に４海岸が終わり、飽託海岸な

ったのですか。 ど３海岸が平成30年度に終わる予定です。

・四番海岸、海路口海岸及び飽託海岸が残 ・はい。残っている箇所は地震の影響が強

っているんですね。八代付近は終わってい かったと言えます。

ますね。

（２）抽出業務

①平成29年度大野川上流農業水利事業現

場技術業務

・ダムができた後、水漏れしないように対 ・この業務は、法面対策工事が始まった平

策をする業務を行っていると思いますが、 成25年度から発注しています。平成25年度

受注業者は今までこの業務に参画したこと はアジアプランニング、平成26年度は佐藤

はありますか。 設計コンサルタント、平成27年度はＮＴＣ

コンサルタント、平成28年度はＮＴＣコン

サルタント、平成29年度は日本振興（株）

九州支店が受注しています。

②平成29年度地区調査宇城地区整備計画

検討業務

・１者しか提案ない中で、評価を行って契 ・採用されたプロポーザル方式における提

約しています。創意工夫が求められる業務 案の一部で、これは実施できないだろうと

とありますが、提案されたものを丸ごと実 いう部分があれば、実施過程で軌道修正を

施するのではなく、農政局の知見も含めて する場合はあります。しかし、提案に問題

若干の軌道修正をすることはありますか。 ある内容が含まれる場合は、審査の段階で

評価を下げることが基本となります。

・Ｃ評価とはかろうじてＯＫという意味で ・評価の基準上、Ｃは「普通」を意味しま

すか。 す。問題があるという評価ではありません。
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意見・質問 回答等

・コンサルタント業務の場合、予定価格の ・プロポーザル方式では、提案の評価に基

積算の方法、基準はどうなっていますか。 づき特定した業者と随意契約を結びます。

落札率が99.1％となっています。工事なら まず技術提案を求めるにあたり公告をしま

平米あたりいくらを積み上げる方法なども すが、その段階で、契約予定金額としてお

あると思いますが、コンサルタント業務で おむねいくらを想定しているかを示しま

は積算する基準がありますか。 す。その上で、業者の提案時に見積書を出

してもらうことになっています。したがっ

て、業者が提出してくる見積金額は予定金

額に近づきます。

・過去の委員会で、この地区に関する業務 ・昨年度の委員会において、地域整備方向

が審議されたと記憶します。地域をどう整 検討調査という段階での宇城地域整備構想

備するか、地元の要望もくみ上げながら調 策定業務を審議頂いています。内容は構想

査する、といった内容だったと思います。 を立てる業務です。受注者は今回と同じア

その業務を実施した業者とは違うのです ジアプランニング（株）です。

か。

・前回実施したのなら、今回も受注しよう ・なお、契約方式も同じプロポーザル方式

としますね。 でした。

（３）抽出物品・役務等

①平成29年度国有農地測量・境界確定促

進委託事業（熊本県）

・意見・質問なし。

②平成29年度徳之島用水(一期)農業水利

事業徳之島ダム取水設備保守点検業務

・受注したのはどこの業者ですか。 ・熊本県です。

・落札率100%ですが、たまたまということ ・公告時に発注図書に数量等を示している

ですか。 ことに加え、積算の内容自体も非常に単純

で、人を何日間派遣するという条件での人

件費、旅費と、所定の間接費の率を用いる

だけで算定ができる、といったことが要因

と考えます。

・全く同じ入札金額が２者以上となった場 ・くじ引きで落札者を決定します。

合はどうするのですか。

・総合評価とはならないのですか。 ・発注のスタート時点で、価格競争として

います。途中で方式を入れ替えることはあ

りません。
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意見・質問 回答等

３．再度入札における一位不動状況につい

て

・意見・質問なし。

４．指名停止について

・意見・質問なし。

委員会による意見の具申又は勧告の内容 なし。

［これらに対し部局長が講じた措置］ なし。

事務局：九州農政局総務部総務課

(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、所用の変更を加えることができる。

(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又は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。


