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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８月１３日）

開催日及び場所 平成２６年６月２０日（金曜日）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）久峨正義（公認会計士）

審議対象期間 平成２６年１月１日～平成２６年３月３１日

審議対象案件 ４５１件 うち、１者応札案件１３件

契約の相手方が公益法人等の案件１件

１０件 うち、１者応札案件６件

抽出案件 （抽出率２．２％） （抽出率４６．２％）

契約の相手方が公益法人等の案件１件

（抽出率１００％）

工事 一般競争 ６件 うち、１者応札案件４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 ０件

業務 一般競争 ０件

公募型競争 ０件

指

名 簡易公募型競争 １件 うち、１者応札案件０件

競 契約の相手方が公益法人等の案件０件

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１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 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

物品・ 指名競争 ０件

役務等

随意契約（企画競争・公募） 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

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４・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 北茂安1号線（江口その2工区）工事

・入札参加表明が最初５者あって、入札さ ・参加表明をした５者については、資格が

れたのが１者ですよね。辞退が４者ですが、ありましたので、通知をしましたが、４者

辞退の経過というか、辞退は、どの時点で は、入札期限までに辞退がされ、入札がさ

の辞退となるのですか。入札は、辞退した れませんでした。

ところは、していないのですよね。

・参加表明から入札までの期間は、どのく ・工事によって違いますが、参加表明を受

らいになりますか。 け取ってから開札まで1ヶ月ぐらい掛かり

ます。

・辞退の理由としては、他の工事を受注し ・そうです。

たので、辞退したと言うことですか。 ・昨年度、参加表明をしてから入札の間に

参加業者が抜けてしまった理由は、いくつ

か考えられますが、開札までの１ヶ月の間

に県営などの他の工事を落札してしまうこ

とがあります。その落札した工事と技術者

が重複していた場合には、こちらの工事に

技術者を従事させる事が出来ないので、辞

退になってしまうことが、原因の大半を占

めています。

・入札及び落札方式等の説明で言われてい ・６億円以上の工事は、客観点数が1,250

た６億円以上の工事規模の入札に参加する 点以上になりますが、客観点数が1,250点

資格を有している業者は、農政局では、何 に達するものは、Ａ等級とＢ等級の一部が

者登録されていますか。Ａ等級、Ｂ等級、 入ります。Ａ等級は、３０数者有りまして、

Ｃ等級の資格を有している業者は、それぞ Ｂ等級、Ｃ等級については、今、すぐには

れどのくらいいますか。 わかりません。

（確認後の説明）

・九州農政局の平成２５年度平成２６年度

の一般競争入札参加資格の登録業者数です

が、２６年５月末時点で土木一式工事でＡ

等級が３２者、Ｂ等級が５６９者、Ｃ等級

が１，３３１者、Ｄ等級が１，１１５者、

トータルで３，０４７者有ります。
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意見・質問 回答等

委員からの ・25年度から26年度に工事を繰り越すこと ・繰越は、従前から制度として存在してい

意見・質問、 が出来る様になったのでしょう。 ます。

それに対す 平成25年度予算を繰越して26年度に実施

る回答等 しているものもあります。

・業者の数に比べて予算が多すぎるのでは ・昨年度の不調不落は、６０件ほど有り多

ないかと思います。だからこんな事になる かった。

のではないでしようか。昔は業者が沢山い ・農業農村整備事業当初予算は、平成25年

て自由競争だったものが、１者入札になる 度2,627億円で、平成26年度2,689億円です。

と今回のように入札率が９７％になるので また、平成24年度補正予算は2,540億円で、

はないでしょうか。 平成25年度補正予算は800億円です。この

ことから、平成25年度に較べて平成26年度

の予算額は、執行額としては、少なくなっ

ています。

さらに、昨年度、九州北部豪雨などの災

害復旧の工事が非常に多かったという理由

もあります。

・平成26年度入札及び落札方式等の資料 ・標準等級をＡからＣ・Ｄとランク付けし

で、標準等級等の客観点数1,250点以上の ていますが、客観点数と主観点数を足し合

ものは、等級はないのですか。ウルトラＡ わせて、それの上位のものからＡ・Ｂ・Ｃ

等級とか特Ａ等級とかはないのですか。 ・Ｄとしておりまして、客観点数1,250点

以上というものは、すべてのＡ等級の業者

と、一部のＢ等級の業者が入ります。

・Ａの中の特別なクラスが、入るのかと思 ・６億円というのが、ＷＴＯ案件となり、

っていました。 それに適合した点数が1,250点と言うこと

で定めておりまして、ＷＴＯ案件としては、

客観点数1,250点のものからとしていまし

て、このＡとＢの一部からとしています。

②平成25年度曽於北部（二期）農業水利

事業 光神送水路・帯野幹線配水路（国道1

0号線横断）その他工事

・企業評価と技術者評価が低い方が落札し ・企業評価と技術者評価の考え方と言うこ

ていますが、工事の技術的な内容と技術者 とで宜しいでしょうか。

の能力と金額とに見合ったものになるので

しょうか。評価が高い会社さんの方が、お

そらくこのくらいの金額が掛かるというこ

とで、予定価格超過してしまったので、評

価が低い方が落札してしまったのでしょう

か。

・はい。 ・企業評価につきましては、評価基準がご

ざいまして、まず、企業として、優良工事

の表彰の実績があるかないかといったとこ

ろで、優良工事の表彰の実績があれば、大
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意見・質問 回答等

委員からの 臣・農村振興局長表彰クラスですと評価点

意見・質問、 が２点、九州農政局長表彰ですと１点と表

それに対す 彰によって加点します。それから、工事成

る回答等 績評点として、管内の国営事業の過去３年

間の工事の実績の平均点が高いもの、これ

は７５点以上のものについては、評価点２

点を加点します。それから地域への貢献と

いうことで管内におけます農業施設の保全

管理、農村環境の保全ですとか、住民参加

型の直営施工、農村地域の防災活動への継

続的な支援、企業としての農村地域での保

全の支援や集落活動に参加といった農地農

業用施設の保全に継続的に支援をされてい

る実績につきましては、加点をするとして

います。

当該地域内での施行実績として、過去３

年間に農業農村整備事業関係部門で国営・

県営・団体営事業で工事の施工実績がある

かないかといったところから評価をしてお

り、実績があれば２点加点しています。

一番大きいのが、手持ち工事と言うこと

で、当該年度の管内直轄工事の受注契約件

数につきまして、契約件数がないもの０件

のものについては３点、１件のものについ

ては１点、２件以上のものについては０点

ということで、手持ち工事のあるなしにつ

いても評価の対象としています。

そういった諸々の評価で、最高点を１４

点としていまして、企業として該当するか

によって配点をしています。

同様に技術者につきましても、配置予定

技術者が技術士などの資格をもっているも

のについては、配点をしています。工事の

施工計画、過去３年間に管水路工事の実績

があるかないか実績に応じて配点する評価

基準がございます。そういった評価基準を

決めまして、最高で技術者の配点が１０点

ございます。そういった評価の値から評価

点として配点しています。

・最高で２４点になるのですか。 ・最高で２４点でございます。

・合計でこれ以上ないといけないというル ・ないです。

ールはないのですか。

・入札業者の梅林建設が熊本支店となって ・この工事の場合は、九州管内の業者が入

いますが、エリア・地域性は関係しないの 札に参加できます。

ですか。
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意見・質問 回答等

委員からの ・工事によってエリアを定めている場合と ・そうです。

意見・質問、 定めていない場合があるのですか。

それに対す

る回答等 ③平成25年度大野川上流農業水利事業

大蘇ダム地下水位観測孔設置（その２）工

事

・水位計を設置して、観測を続けていくと ・設置工事までです。

ころまで請け負っているのですか。

・水位計のデータを観測するのは誰です ・職員が行います。近いところは管理所に

か。 ケーブルを繋いでいますけれども、ここは

長距離のところで、設置場所に記憶する装

置がございますので、月に一回とか回収に

行っています。

・この工事は、水位計を設置するまでの工 ・はい。

事ですね。水位計は、掘ったところの一番

下に設置するのですね。

・どのくらいの穴の大きさですか。 ・掘り出す口径は、もっと大きいのですが、

実際に空いている穴は６６ｍｍで、６ｃｍ

ぐらいの穴で水位計が入ります。圧力式水

位計という地下水位が上昇したときに高さ

の分を感知する水位計になっています。

深い井戸で斜めに掘っていますのが、長

さで８９ｍ掘っています。

・落札した業者は、かなり技術を持った会 ・日本基礎技術は、全国的でもダム工事を

社なのですか。他の業者は、工事に不安が 請け負っています。大蘇ダムの工事につき

あり、入札に参加していませんが、この業 ましても、調査段階から競争入札等を経ま

者は、かなり技術があるから入札に参加し して調査を実施している会社です。

ているのですか。

・実績を積んでいる会社なのですね。 ・はい。何度かは実施しています。

・こういう所は、現地を知らないと入札し ・先ほど申しましたとおり、内容が複雑で

ようとはならないでしょうね。 あることも一因ではないかと思われます。

・この業者は、地質調査業者ですか。 ・調査業務と工事の両方を行っています。

・今回は、主に地質調査の様なものなので ・調査としましては、先ほど工事概要で説

はないですか。 明しましたルジオンテストとボアホールカ

メラを調査項目としています。あと、ボー

リング工と水位計設置につきましては、工

事になります。



- 6 -

意見・質問 回答等

委員からの ・基本的にこれは何に生かすのですか。将 ・浸透抑制対策を順次進めてまいっており

意見・質問、 来の大蘇ダムの水の漏れ具合とかを知るた ます。対策工事を進めるに従って、地下水

それに対す めですか。 位の上昇なりが遅くなり、対策工事が進む

る回答等 につれて効果が現れているのではないか

と、上流側から対策が進んでいないところ

に初期データとして保管しておいて、対策

を行った後の効果検証等に使うことにして

います。将来的にも観測していきます。

④平成25年度有明海東部海岸保全事業

大和2号排水樋門干潟排水対策施設ゲート

他製作据付工事

・この技術を使った同じようなゲートは、 ・排水対策のゲートは、事例として出しま

有明海にいくつも有るのですか。 した佐賀県鹿島市にありますが、それ以外

にはありません。

・これは、何年ぐらいもつような施設なの ・事例とした出した施設は、平成10年頃に

ですか。 造られました、15年ぐらい使用しています。

多少の故障はありましたが、今でも稼働し

ています。

⑤平成25年度玉名横島海岸保全事業 堤

防補強（末広工区その1）工事

・入札執行調書の2番目の会社の辞退理由 ・電子入札の場合ですが、開札の３日前か

は、何ですか。入札をしたけど辞退したと ら入札が出来まして、入札をしたけれども

言うことですか。 その３日間のうちに別な工事を受注して、

技術者が配置できなくなった場合には、入

札しても辞退が出来る様になっています。

それと同じ日に開札をした場合に他の開

札で早く落札が分かった場合に同じ様に技

術者が手配できないので、直ぐ辞退届を出

していただくようになっています。

・この矢板を打ち込む工法は、打ち込みで ・家屋も近いので、打ち込みではなくて、

しょうか。 圧入という工法でやっています。

・矢板を打ち込むのは、そもそも堤防補強 ・そうです。縁切りをします。

工事の振動とかを遮断することですよね。

・縁切りをして、堤防工事が終わったら引 ・そのままにしておきます。

き抜くのですか。

・堤防工事は、矢板の工事が終わって速や ・次年度からの工事の準備です。

かに行われるのですか。
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意見・質問 回答等

委員からの ・この工事は、ここだけ見ると距離が短い ・家屋があるところだけを行うので、堤防

意見・質問、 ですが、まだ、続くのですか。 延長に比べれば、わずかです。

それに対す

る回答等

⑥平成25年度徳之島用水(二期)農業水利

事業 ファ－ムポンド他付帯設備工事

・１５カ所ぐらいに同じ施設を造るのです ・ファームポンドにバルブを付ける箇所数

か。 としては１５箇所ございます。バルブは、

構造的には同じになっていますが、サブマ

ージドディスクバルブが低圧用、フーディ

ドディスクバルブが高圧用と使い分けてい

ます。

・建物自体は、元々、建っているのですか。・ファームポンドは、順次、ダムと平行し

て造っています。

今、徳之島ダムの試験湛水をしようかと

いう時期で、そろそろ管の方に水を通すも

のですからディスクバルブなどの鋼構造物

を一括して造っています。

・この会社は、大阪の会社みたいですが、 ・この工事は、金物と言ってバルブ類を造

これに関連した工事で徳之島に足がかりが って据え付ける工事です。据え付ける前に

あるのですか。 バルブを製作しないといけないため、ディ

スクバルブを製作できるメーカーが入札に

参加します。この会社は、どちらかと言う

とディスクバルブの製作を中心にやってい

る業者です。

・工事だけでなくて、製作があるのですね。・地場をよく熟知していると言うよりもバ

ルブの方の専門メーカーです。

・そういうことですか。 ・構造物の据え付け工事が出来る会社でし

たら、バルブを造っているところに仕様ど

おりの物を造らせて買ってきて据え付ける

ことも可能です。

・ファームポンドとは、ため池みたいなも ・そうです。

のを造るのですか。 ・浄水場の丸いタンクのようなものや場所

によっては四角なプールみないなものもあ

ります。

・農業用水用に造るわけですか。 ・はい、そうです。

・渇水期に流すわけですか。 ・こちらの目的は、先ほど自由水面で管水

路の圧力低減とお話ししましたけれども、

他に主な目的として、施設に水を送るのは、

２４時間で水を送ります。そうするとパイ

プが小さくなります。畑に水を撒くのは日
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意見・質問 回答等

委員からの 中の１６時間という計画で、８時間分が、

意見・質問、 口径が小さいと追いつかないものですか

それに対す ら、８時間分程度の容量を、一旦、溜めて

る回答等 おく施設としてファームポンドという言い

方をしています。

・業者にアンケートで聞かれていますが、 ・入札参加者が１者の時には、原因を知る

アンケートは全部するのですか。 ために、公告して資料をダウンロードされ

た業者にアンケートをします。

・それは、原因の中にいろんな困難なもの ・今のところは、集積して分析等はしてい

がある。要は、技術者不足など色々あるの ませんが、それぞれ傾向を見ると技術者不

ですね。そう言う原因をデータなどに集積 足ですとか、難しい工事ですとか、そうい

したりしているのですか。それとも単なる う傾向があるようです。

参考資料でしょうか。

・透明性とか客観性とか調査する担保する ・それで入札の不調や参加者がいないとな

というこの委員会の役割もありますよね。 りますとアンケートを取った者の意向を踏

一者入札の際には、それをやっておくと言 まえて、公示内容を少し見直したりして、

うことですかね。 再公募します。不調の場合は、アンケート

の結果を踏まえて、公示内容を変えて公告

します。

（２）抽出業務

①平成25年度広域農業基盤整備管理調査

南九州地域畑作営農推進検討業務

・これは、本来、農政局で分析してもいい ・内容的に営農の関係でございますので、

ような業務じゃないのですか。外注で出す 農政局の出先の事務所で行うべき業務です

ようなものではなくて、農政局でするもの が、職員が直営でしますと沢山の業務をや

では。 っている中、時間的余裕もありませんので、

外注しています。又、高度な知識を有する

者に外注することで良い成果が得られま

す。

・高い大きな視野で見れるのは、農政局の ・そうですね。当然、業務をやっていく段

人の方が広いと思いますが。 階では当然打ち合わせも担当がしておりま

すので。

・請け負った人がどのような提案をされて

いるのかなと思いますね。それを農政局の

人が生かすかどうか。

・業務概要が余りにも今までの工事だとわ ・調査結果につきましては、実際、完了し

かりやすいんだけれども、この方々がどん ている地区のフォローアップに廻したりと

な仕事をするのか今ひとつ見えない、そし か、今やっている地区の事業所との営農計

て、調査結果が出たものをどういうふうに 画等に役立てようと思っています。

利用するのかが、今ひとつわからないもの

だから。



- 9 -

意見・質問 回答等

委員からの ・どことどこを調べてくれとか。沢山地域 ・11地区すべてを対象としています。

意見・質問、 がありますが、全部調べてくれということ

それに対す ですか。業務対象地区に11地区とあります

る回答等 が。

・初めて聞いたのですが、畑かん営農とい ・畑地かんがいを略して言っています。

うのですか。

・農業技術者の方々は、この言葉を知って ・農政局の仕事では良く聞く言葉です。農

いるのですか。 家の方にも十分通じると思っています。

・参加しなかった他の９者の方は、どのよ ・この業務の資料をインターネットでダウ

うな業種の方ですか。工事なんかですと想 ンロードされた業者は９者なのですが、九

像が付くのですけれども。 州農政局管内で設計や調査をされている建

設コンサルタントの業者です。

・この業者の中には営農部門を持っている

業者もあります。

②平成25年度嘉瀬川上流農地防災事業

北山ダム堆砂除去工事用道路検討その他業

務

・もう１者の方は、予定価格超過だからダ ・はい、そうです。

メだということですか。

・落札率が１００％ですが、珍しいですね。・この業務に掛かる歩掛かりですとか数量

こういうこともあるのですか。 ・図面等見積もれるものについては、公表

をしております。従いまして、歩掛かりも

わかる、数量もわかるということで、非常

に高い確率で見積もりが出来る様になって

います。ただ、打ち合わせ旅費のところに

ついては、細かく示しておりませんので、

それぞれの者で思うように入れられること

になります。たまたま、私どもが設定して

いる打ち合わせの基地と同じであれば、似

たような精度でトータルでもあってくるの

かなということで考えられまして、いずれ

にしましても、工事もそうですが、歩掛・

数量等も示しておりますので、落札率が１

００％となったのかなと思います。

・この業務は、工事をやるのではなくて、 ・どういうふうに工事をするべきかを提案

どういうことをするのですか。 するものです。

・３つも４つも対策を考えないといけない ・はい、そうですね。

ので、難しいのは難しいですよね。
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意見・質問 回答等

委員からの （３）抽出物品・役務等

意見・質問、 ①九州農政局福岡地域センター竪穴区画

それに対す 改修工事

る回答等

・なぜ、これだけ入札執行調書が手書きな ・通常の国営工事に関する入札につきまし

のですか。 ては、電子入札システムで構築されており

ます。システムに不具合があった場合等で

は手書きになり、システムで処理しないも

のについても、現状手書きになっています。

今年より物品役務等に関しましては、シス

テムでの実施になっておりますが、まだ、

民間における対応が調っていない等の関係

もあり、システムへの移行は完全には至っ

ておりません。当面、物品役務等に関しま

しては、紙による手書きでの実施となって

おります。

②平成25年度大野川上流農業水利事業

大蘇ダム技術検討業務委託事業（第２回変

更）

・金額変更となっていますが、７３０万の ・はい、変更後の金額です。

金額は、変更後の金額ですか。

・１回目の契約金額は、いくらになります ・当初契約は、６００万円です。

か。

・変更になった理由はなんですか。 ・ダム委員会の先生から地質構造について

の部分でしっかり見て、それをダム委員会

の方に上げていただきたいと言うことがご

ざいまして、地質の専門の会議を２回追加

して、設定させていただきましたので、そ

の分で変更しております。

・具体的にはどういうことですか。会議を ・地質の専門の方、３名を選出しまして、

余計に開くための経費が掛かったと言うこ その方達の打ち合わせに要する経費とかが

とですか。 増えています。

・それは、最初は入っていなかったのです ・はい。最初、こちら側がお示ししたダム

か。 委員会１回６００万円の業務の中には入っ

ておりませんで、そういう訳で委員の先生

方から地質を再度、詳細な基礎地盤の確認

だとか、そういう地下の地質構造をしっか

り、地質の専門のところで見ていただいた

り、構造なりをもう一度、取りまとめする

ことになりました。
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意見・質問 回答等

委員からの ・これは、結局、２回変更したということ ・２回変更しました。

意見・質問、 ですか。

それに対す

る回答等 ・２回変更ですね。第１回変更の金額は、 ・当初は、６００万円で、第１回変更の時

わからないですが、少しずつ増えていった に地質の関係の取りまとめということで、

と言うことかな。 ３回地質の検討会を行うということにして

ございまして、８月１９日に第１回の変更

を行っており、６９０万になっております。

・そして７３０万円になったのですね。 ・最終的には、地質の検討会は、３回計画

しておりましたところが、２回になったわ

けなんですけれども、ダム委員会に向けて

の事前の委員さんへの個別打ち合わせ等の

回数が、当初１回だったのが増えまして、

最終的には７３０万円になりまして、この

変更が３月１４日に行っています。

・今は、契約の更新などはあったのですか。・仕事は、終わっています。工期は変えて

仕事は終わったのですか。 いません。３月１８日です。

・業務自体は、これで終わったのですか。 ・はい、業務は終わりました。５月に契約

をしまして、企画提案のスケジュールのと

ころでは、ダム委員会を１０月頃に開催す

るとしておりましたけれども、そういう地

質の調査やボーリングの結果を踏まえるこ

とになり、今年の２月にダム委員会を開催

し、それまでに種々の手続きを行いまして、

最終的には３月１８日にとりまとめまでの

業務を終わっております。

３．再度入札における一位不動状況につい

て

該当なし。

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
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(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。


