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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２６年５月１４日）

開催日及び場所 平成２６年３月２５日（火曜日）１０階会議室

委員 山之内秀一（弁護士） 福島直澄（税理士）

藤野芳太郎（ジャーナリスト）飯村光敏（公認会計士）

審議対象期間 平成２５年１０月１日～平成２５年１２月３１日

審議対象案件 ２５３件 うち、１者応札案件３２件

契約の相手方が公益法人等の案件０件

１０件 うち、１者応札案件６件

抽出案件 （抽出率４％） （抽出率１８．８％）

契約の相手方が公益法人等の案件０件

（抽出率０％）

工事 一般競争 ５件 うち、１者応札案件３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１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０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０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２件

契約の相手方が公益法人等の案件０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２５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25年度筑後川下流右岸農地防災事

業 大詫間2号線（大詫間工区）工事

・入札執行調書に記載する業者の番号（順 ・入札参加資格の登録番号の若い方から順

番）は、どのようにして付けられるのです 番に業者名が入札執行調書に記載されま

か。 す。

・辞退の理由に他工事受注や受注工事の遅 ・業者から聞いている話では、現在、受注

延がありましたが、工事が遅れていると言 している工事が終わるので、今回の発注工

うことは、入札するときには、会社として 事に技術者が配置出来るということで予定

はわからなかったのですか。 されていたのですけれども、その工事が変

更で工期が延びたということや、他の工事

の現場に技術者を補強することに急遽変わ

ったので、辞退されるという業者さんもい

らっしゃいました。

・入札の辞退をするまでには、業者から金 ・今回の場合は、入札する前に辞退されて

額の提示はないのですか。 います。

・１者だけの入札で競争がないとつらいな ・辞退された６業者もこの工事を取ろうと

と思うのですが。 して参加されていますので、競争性はあっ

たと考えます。その後に技術者が配置でき

ないと言うことで辞退されています。結果

として、入札したのが１者となっています。

・落札された１者は、競争で取ったと思わ ・そうですね。

れているのですよね。

・結果は、言ってないのですよね。 ・落札決定された後でないとこの入札執行

調書は、公表されませんので、それまでは、

誰が入札に参加しているかも一切わからな

いです。

・でも、結果として辞退したと言うことは ・最後は、わかります。途中では、わから

わかりますよね。 ないので、他の競争者がいるとして入札さ

れています。
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意見・質問 回答等

委員からの ②平成24年度筑後川下流農業水利事業

意見・質問、 多久導水路（西川下流工区）工事

それに対す

る回答等 ・この前の事案は、参加者が７者あって応 ・平成２４年度までは、農林水産省は独自

札者が１者でしたが、今回の入札参加者が に入札参加が２者以上でないと入札を中止

１者だけというときには、特別な手続きが するとしていましたが、２４年度の補正予

有るのでしょうか。 算の平成２５年２月からは参加者が１者で

も入札執行できることとしております。

・１者の場合でも同じように進めると言う ・はい、そうです。

ことですか。

・入札参加者は、自分とこだけが、入札に ・開札結果が出るまでは、一切そう言う情

参加しているとはわかっていないのですよ 報は、絶対に表にでませんので、誰が入札

ね。 に参加されているかも一切わかりません。

・電子入札ですか。 ・はい、そうです。

③平成25年度筑後川下流左岸農地防災事

業 田川城島4号線(鐘ヶ江工区）工事

・落札率が99．9％と言うことで、説明は ・予定価格の範囲内で落札された結果で

聞きましたが、入札された結果がそうなん す。

でしょうけれども、どうなんでしょうか。

④沖永良部農業水利事業 地下ダム止水

壁（4工区）建設工事

・入札金額が上がると入札参加者も多いで ・そうです。

すね。

・地質調査は、事前に農政局で調査を出し ・工事をする前にいろんな調査を行ってい

ているのですか。 ますので、一番下の地盤の部分を事前にど

こまでの深さまでやるかを把握して計画的

にやっています。

・工事をする一番底の深さは、どのくらい ・深さはまちまちですが、深いところでは

ですか。 ６０ｍぐらいで、浅いところだと４０ｍぐ

らいの範囲で掘っています。

・地質調査など先行する費用は、どのくら ・通常の調査ボーリングであれば、岩盤以

いですか。 外であれば、約２万円／ｍということで出

来ると思います。
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意見・質問 回答等

委員からの ⑤平成25年度西諸（二期）農業水利事業

意見・質問、 野尻高原幹線水路宮ノ本水管橋下部工工

それに対す 事

る回答等

・工事の完了検査は、何時されるのですか。・工事完成から２週間以内に行います。専

決工事ですので、事業所の方で検査を行い

ます。

・農政局からではなくて、事業所で検査を ・はい、事業所の方で検査を行います。

するのですか。

⑥平成25年度徳之島用水（一期）農業水

利事業 徳之島ダム洪水吐下流河道取付水

路法面対策工事

・洪水吐下流状況写真では、土が見えてい ・土が見えている部分は、滑らなかったと

るところがありますが、このあたりは大丈 ころになります。コンクリートの灰色にな

夫なのでしょうか。 っているあたりが滑ったところです。アン

カー工事の工事用道路を造っていますが、

この道路は残して、アンカー等の点検を行

う管理用道路として使用します。

・この工事は、何回かに別けないといけな ・前回の工事は、２４年度予算での工事で

いのですか。同じ業者がした方が良いだろ す。対策工事の見直しを行っていたので、

うと思いますが、まとめて出来ないのです そのための調査結果を待って工事をまとめ

か。 て実施すると３月３１日で終わらなくなり

ます。このため、対策の決まっている前回

工事部分を先に発注し今回の工事は調査結

果によりアンカーの深さが決まってから工

事を出しました。

（２）抽出業務

①平成25年度大野川上流農業水利事業

現場技術（その2）業務

・この業務は、コンサルタント会社に依頼 ・農政局の職員が行う工事監督などの補助

して、どのようなことを目的としてやって をやっていただく業務で、具体的には、工

いただくのですか。普通は工事を請けたと 事の設計・監督や関係機関との協議資料の

ころにやっていただくと思うのですが。 作成準備、図面の修正などをやっていただ

くことになります。

・工事自体は、どこかの会社が受注して工 ・はい、そうです。

事を進めていると言うことでしょうか。 ・ダムの法面吹付工事をやっていて、現場

に確認に行くことがありますが、職員は、

他の業務も行っていますので、事業所職員

に代わり現場の立ち合いなどに行って貰う

というのが、今回の業務になります。
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意見・質問 回答等

委員からの ・本来、農政局の職員がやるべき業務を補 ・はい。一人で協議の資料を作るとか工事

意見・質問、 助して貰うと言うことですか。 の発注のための準備をするとか、いろいろ

それに対す なことをすると作業量が大きくなりすぎる

る回答等 ので、その一部をやっていただきます。

・いろいろな工事をやっていくと作業が増 ・はい、そうです。

えて来るので、代わりにやっていただくと

言うことでしょうか。

②平成25年度地域整備方向検討調査 八

代平野地域概略排水解析検討業務

・技術提案書の審査は、審査委員会で行わ ・この業務は、北部九州土地改良調査管理

れているのですか。 事務所で発注していまして、事務所に審査

機関が有ります。

・委員のメンバー構成は、どうなっていま ・事務所の管理職等が審査をしています。

すか。

・何名かで審査をされるのですか。 ・事業所の規模により異なりますが、３名

から５名程度の職員で審査を行います。

（３）抽出物品・役務等

①平成25年度地区調査駅館川地区換地設

計基準等作成業務

（意見・質問なし。）

②平成25年度九州地区地すべり地地下水

位変動予測手法検討調査業務

・どういう業務か内容がよくわからないの ・地すべり面には地下水が作用していまし

ですけれども。地すべりだと危ないなと言 て、その地下水が降雨によりまして浮力が

う場所があって、そこにどのくらいかの雨 生じて、すべり面が不安定となります。あ

が降れば、危険度が高まるとか、具体的な る一定程度のレベルを超えますとそこで地

ものなのですか。それとも一般的な調査な すべりが発生する様になっています。そこ

のですか。 で対策工の設計をするわけですけれども、

対策工の設計は、地下水を下げる様な工法

を取るのが１点と、あとは抵抗を増加する

抑止力をもたせるという工法と２通りあり

ます。

・具体的などこかの場所でされています ・具体的な場所は、県営で地すべり対策工

か。 を行っていますので、その対策工が行われ

ているところで観測された地下水とすべり

面の移動状況のデータ提供を受けまして解

析しています。
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意見・質問 回答等

委員からの ・そういうデータが有りますと次に工事を ・そうですね。対策の次の段階で、どの程

意見・質問、 するときにデータを生かして、こういう風 度まで対策を打てば良いかと言うことの評

それに対す に工事をしようとかされるのですか。直ぐ 価を安全率と言いまして、安全率を高める

る回答等 に生かされるのですか。 ための工事を行うことになります。

・測定器を地下に埋め込んでいるのです ・調査孔を掘りまして、地すべり面付近で

か。 水を通す穴を設けまして、そこを通る地下

水を測っています。それを圧力のセンサー

等を用いまして観測をする格好になりま

す。

・よく地すべり地区と言うことで、避難区 ・災害の予防という観点もあります。一定

域と危険警戒区域と場所によって書いてあ 以上の雨が降ったときには安全率が低下し

りますよね。そういったことをするのに役 ますので、地すべりの危険があるという判

立つのですか。どこを指定するかと言う問 断になります。また、一般的に対策工を行

題と指定地区に関してはどのくらい雨が降 う前の降雨の観測期間は大変短い場合が多

ったら危ないから逃げた方が良いですよと くて、本来ならば、既往の最大の水量を与

やりますよね、ああいったことに使用して えなければならないところ、短い期間の水

いくのですか。何の目的か、これをして何 量で判断する場合もありますので、仮にこ

に役立つかが分からなかったです。これは の地域で雨がどのくらい降ったときに水位

何の目的でやるのかなと。地下水の変動を が上昇するかと言うことにも使えます。

予測することによって、災害の予防とか土

地改良などにどんな風に生かされるのかな

と思いました。そこがよく分からなかった

です。

・具体的な場所はありますか。それともそ ・九州管内の地区が184カ所有りまして、

ういうのはなくて、一般的にこれくらい降 その中の地すべり防止区域をいくつか選定

ればこれくらいの傾斜地は危ないとか。 しております。その中で実際の地区として

佐賀県の木須東地区とか熊本県の棚底地区

がありまして、そこで常時地下水位を観測

していまして、そういうデータを把握して

います。今回、いくつかありましたタンク

モデルとか実効雨量とかの既存の評価式が

有るのですが、それと実際の地下水がどの

ように合っているかと言うことを評価して

いきます。昨今の気象状況から降雨強度が

今後、上がったときにどうなっていくかと

言うことを予め捉えまして、今後の対策工

なり予防区域の設定だとかですね、防止区

域内の危険箇所など管理に資することを目

的にしながら調査をやっております。

実際地区がありまして、そこがどうか、

評価値が妥当かと言うことを評価しなが

ら、次に将来予測と言うところまで、評価

式は同じ事をやりまして、その後に今後の

対策工として現況で今までやってきたとこ

ろがどうかと言うことで検証をやっていき

ます。
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意見・質問 回答等

委員からの

意見・質問、 ・みんな県がデータを出しているのです ・各県で地すべり防止区域が指定されてお

それに対す か。それとも農政局で出しているのですか。りまして、データをいただきながら、うち

る回答等 の方で解析をやっております。

・誰が、測定するのですか。 ・測定は、県が行っています。

・農政局なので、農地の部分になりますか。・農林の地すべり防止区域になりますの

で、保全対象が農地とか農業用水路とかに

なります。

・国交省も地すべり防止区域が有りますよ ・そうですね。国交省にも地すべり防止区

ね。 域が有ります。民家とかは別の形の網が掛

っておりまして、指定区域もわかれており

ます。

・それがどうあるべきかをデータを出して ・そうです。

方針を決めると言うことですね。

３．再度入札における一位不動状況につい

て

・入札の一回目と二回目の期間は、どのく ・通常、電子入札であれば、２回目の入札

らいあるのですか。 を実施する時間の設定が必要ですので、30

分から１時間の間隔をとっています。紙入

札で有れば、業者さんが目の前にいらっし

ゃいますので、準備が出来ましたら入札を

お願いしますという形を取らさせていただ

いております。

・一回目の入札では、積算して出されて、 ・二回目については、入札内訳書の提出は

それがダメだった場合は、二回目を出すの 求めないので、中身までは確認しません。

でしょうが、金額を下げたとしても、積算

の中身までは確認しないのですか。

４．指名停止について

・指名停止をする場合の期間の上限は、ど ・九州農政局工事請負契約指名停止等措置

のくらいですか。 要領で36ヶ月としています。

・誰が、この指名停止をするのですか。 ・九州農政局長が行います。

・指名停止の２つの事案を見たときに片方 ・九州農政局工事請負契約指名停止等措置

が重そうな気がしたのですが、同じ５ヶ月 要領に定める措置基準により措置要件毎に

と書いてあるので、どのくらいが指名停止 期間が定められており、指名停止期間は個

の基準なのかと思ったので聞いてみたわけ 別事案の内容に応じ、これまでの事例等や

です。事案として感覚的にどのくらいかな 運用方針と照らし、事案の詳細を精査し停

と思ったものですから２つの事案を見たと 止期間を決定しています。
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意見・質問 回答等

委員からの きに片方が併合罪の考えで重そうな気がす

意見・質問、 るので、一方が５ヶ月なら６ヶ月か７ヶ月

それに対す の指名停止になるのではないかと思って、

る回答等 なぜ同じ指名停止期間になるのかなと思っ

たのです。

・県や国交省が指名停止をした場合には、 ・それぞれの省庁・県・市で、入札参加資

農政局の入札にも参加できないと言うこと 格の審査を行っており、どこかで指名停止

ですか。 となったから一律に全部指名停止というわ

けではありません。市の競争参加有資格が

指名停止を受けたとしても、九州農政局の

競争参加有資格者でなければ九州農政局で

指名停止を行うことはありません。

・県と九州農政局において、競争参加資格 ・県、九州農政局双方で競争参加資格を有

を有していれば、県で指名停止とされれば、した事業者であれば、内容を確認の上指名

九州農政局でも同じように指名停止となる 停止を行います。

と言うことですか。

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。


