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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１２月９日）

開催日及び場所 平成２６年９月２９日（月曜日）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４月１日～平成２６年６月３０日

審議対象案件 ３３０件 うち、１者応札案件６３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３％） （抽出率６．３％）

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 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２６年度第１・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年度沖永良部農業水利事業 和

泊送水路（その９）他工事

・平成25年度予算を４月になって入札執行 ・当初は平成25年11月の発注を予定してい

しているのですか。 ましたが、入札参加者の応募がなく、第２

回、第３回の公募においても同様でしたの

で、８月までの工期をとり翌債工事として

発注したものです。

・工事は無事終わっていますか。 ・終わっています。

・今回、工事の参加者がなかったのはなぜ ・11月の入札公告の際に、入札資料をダウ

ですか。忙しいということでしょうか。 ンロードした者に対するアンケートを実施

し、入札に参加しない理由を確認したとこ

ろ、他機関の工事発注が多く、技術者の確

保が難しいとの回答でした。１月に第２回

の公募をした際も同様でしたので、技術者

数に余裕が出てきた４月以降の入札とした

ところです。

②平成25年度肝属中部（一期）農業水利

事業 荒瀬ダム小水力発電施設建築他工事

・九州電力の売電については、最近ニュー ・九州農政局管内の小水力・太陽光発電施

スで買い取りの打ち切りという話が出てい 設を活用して、土地改良施設の維持管理経

るが、この工事については別枠ということ 費の軽減を図っていきたいと考えています

でしょうか。 ので、九州電力とは個別に協議を行ってお

り、この工事については既に了解を得てい

ますので、中止ということにはならないも

のと考えています。

また、九州電力が各地区ごとに説明会を

開催しますので、その中で、確認を行って

います。

・１番の業者は価格オーバーということ ・今回は応札者２者で、予定価格を超過し

で、わずかな差であっても機械的にはじか た者が１者、下回った者が１者であり、そ

れるということですか。 ちらと契約しました。仮に応札者すべてが

予定価格を超過した場合は、再入札という

制度があり、２回目の入札に予定価格を下
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意見・質問 回答等

委員からの 回った者と契約します。

意見・質問、

それに対す ・その場合は、全者超過したということを ・そうです。

る回答等 全員に連絡するのですか。

・他の者も落札したものがいないというこ ・再入札の際は、１回目で予定価格を超過

とがわかるわけですね。 した入札価格のうち、最低の入札価格が全

員に通知されるようになっています。２回

目の入札では、これを上回る入札は無効と

なります。

・九州電力が買い取りを中断することで、 ・現時点で影響の有無を申し上げることは

管内で他に影響する地区はあるのですか。 難しいのですが、現在、導入を検討してい

る地区は多くあり、問い合わせもいくつか

きています。特に、小水力や太陽光の発電

施設を造っても、送電線が容量オーバーの

ため、事業者負担でつくることとなります。

この費用対効果、管理運営がうまくいくの

か、という課題があり、現在早急に検討し

ているところです。

③平成26年度西諸（一期）農業水利事業

浜ノ瀬ダム発電所有水試験工事

・もともとの全体の機械装置を作ったのは ・そうです。

中川水力ですか。

・機械がきちんとできているのであれば、 ・工場検査に合格した機械を納品している

今回の契約を出す必要はないのではないで が、現地据付後に試験湛水に合わせて性能

しょうか。 試験を行う必要があります。

・途中で、予定していた満水にできなくな ・試験湛水の中止により契約内容から減ら

ったことにより契約を変更するとのことで した部分、増やした部分がありますが、減

すが、工事代金は下がるのですか。 額での変更契約となっています。

具体的には、当初契約10,600千円に対し、

防錆等の保護対策により1,200千円追加し

たものの、全体としては3,500千円の減額

で7,100千円となっています。

・今後、満水時にまた試験すると思うが、 ・一時的な中断であれば工期延長での対応

あらためて入札しなおすのですか。 も考えられますが、対策工事を含め２年間

かけて満水にしますので、別途あらためて

入札を行い、契約する予定です。
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意見・質問 回答等

委員からの ④平成26年度玉名横島海岸保全事業 荷

意見・質問、 揚場施設工整備（横島漁港工区）工事

それに対す

る回答等 ・写真に船が写っていますが、船をつける ・船で石材を運搬することにより、効率的

のですか。 で運賃も安価になります。

・干潮時にはどうなるのですか。 ・荷揚げは満潮時に接岸して行います。

・海側を掘る必要はありますか。 ・近くまで来ることができれば、荷揚げで

きるヤードがあります。

・護岸工と盛土工、どちらの金額が大きい ・鋼管杭が高価ですので金額的には護岸工

ですか。 が若干高くなります。軟弱地盤なので、海

側から既製杭を台船で運び杭打ち船に渡し

ながら入れます。

・杭と杭の間は矢板ですか。 ・矢板を入れ、落ち着いたところに海側か

ら一定の区間で鋼管杭を入れて補強する形

で押さえます。

・落札者は地元のようですが、他の入札者 ・有明地域の軟弱地盤における施工に精通

は地元ですか。 している者ということで、入札参加条件の

中で受益地域の玉名市・玉名郡としていま

す。実際に参加されたのは地元の４社です。

⑤平成26年度福富海岸保全事業 旧龍神

樋門部改修工事

・最初にこの箇所での工事を行ったのはい ・平成18年からの着手です。

つですか。

・10年くらいかかるのですか。当初から長 ・一度に施工すると荷重がかかり過ぎま

い計画なのですか。 す。徐々に荷重をかけ段階的に整備してい

く工法は、有明海域、先ほどの玉名も同様

です。沈下の収束具合を見ながら安全かつ

効率的な堤体管理を決定します。

・２年放置して下がりすぎることはないの ・局所的には軟弱な箇所もあります。この

ですか。 場合は、原因を調査して必要な対策もしく

は追加の築堤について専門的な検討を行っ

たうえで決定します。

・入札で２者辞退し２者残り、金額の高い ・企業評価については、優良工事の実績と

方が落札しています。企業評価及び技術者 して、大臣表彰・局長表彰がある者に配点

評価で逆転していますが、どのような評価 されます。また、成績評点というものがご

内容ですか。 ざいまして、過去の直轄工事の平均点が75

点以上の者に２点、それ以下は１点を配点

します。また、地域への貢献として、農業
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意見・質問 回答等

委員からの 用施設や景観の保全活動実績があれば加点

意見・質問、 します。さらに、受益地域市町村内の直近

それに対す ３年間の施工実績により配点します。この

る回答等 ほか、手持ち工事量として、当該年度の管

内直轄工事の受注件数が３件以上あると０

点、ない人は３点です。これは、広く受注

機会を与える趣旨で、手持ち工事がない人

に多く配点されます。

技術者評価につきましては、配置予定技

術者が有する資格の取得後の年数、併せ持

つ資格、工事の施工経験によっても配点し

ます。また、ＣＰＤ（継続教育）にどの程

度取り組んでいるか、農業農村整備関係の

講習会に参加しますと付与されるポイント

に応じても配点があります。

こうした企業評価と技術者評価をあわせ

て評価しています。登録された技術者が資

格を持っていれば、持っていないところに

対し差が出てきます。

・国土交通省では、女性の技術者がいる企 ・農林水産省ではまだ導入に至っていませ

業は自動的に評価が上がります。農林水産 んが、評価方式については検討されており

省ではどうですか。 ます。例えば、若手技術者を育てるため優

先的に評価を行うことも検討されていると

聞いております。

・技術者不足はどこも大変のようですね。 ・我々としても技術者を育てていくことは

重要と考えていますので、幅広く検討して

いるところです。

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（第2回変更）

・随意契約において、予定価格では受注で ・あり得るとは思いますが、過去に実例は

きないということはあるのですか。 ないと思います。

・金額について相手方と話し合うことはあ ・ございません。

りますか。

・ここの工事はよく出てきますね。 ・平成23年度以降、地質の専門家のご意見

も頂きながら段階的に抑止対策を実施して

います。

・左岸地山がすべるのは、土を掘ったから ・河道を挟んだ対岸に、カウンターとなる

ですか、それともダムに水が貯まったから 山があったが、ダム建設に伴う河床掘削に

ですか。 よってカウンターが無くなったことも要因

のひとつと考えています。
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意見・質問 回答等

委員からの

意見・質問、 ・観測はずっと業者がやっていたのです ・発注者の指示に基づき受注者が観測計器

それに対す か。業者が観測し、すべっているから対策 の設置・観測を行っています。当然、業者

る回答等 が必要という提言があるわけですね。 にも地質の専門家がいるので、その評価も

参考にしながら検討しています。

・ずっとやる必要があるのですか。 ・試験湛水において水位を上げた状態でも

ほとんど挙動がなく、安定していることか

ら、新たな対策は今のところ考えていませ

ん。

・関連工事の工程表を見ると、重なってい ・築堤を中心としたダム本体工事は、予算

る工事がありますが、全く別の工事ですか。の都合等により１期・２期・３期工事に分

けて実施しています。一方、本体と直接関

係ない土捨場整備や付替道路の工事につい

ては、本体工事に支障が生じないよう、工

程が途切れないように重複して実施してい

ます。

（２）抽出業務

①平成26年度玉名横島海岸保全事業 現

場技術（1-1）業務

・技術提案書評価表の及第点はどのくらい ・特に設けておりません。技術提案書の提

ですか。あまりひどい業者では困るのでは 出者の中で評価の高い順に整理します。

ないですか。

・技術提案書は業者がつくり、農政局はそ ・そうです。

れを審査するということですね。

・一者応札で落札を認める条件は何です ・一般競争ということです。参加者全員に

か。 応札ができることになっています。

・もう１回やり直すことはないのですか。 ・そうです。

・現場に何名張り付けるのですか。 ・２名です。

・24箇所の現場があるので、それくらいは ・現場を監督する場合は、担当する対象範

必要なんですね。すべての現場を見るので 囲を絞って、工事を指定しています。

すか。

・入札執行調書にある履行確実度とはなん ・1千万以上の業務において、この入札価

ですか。 格で業務を適正に履行できますということ

を、より良い品質確保のため実施していま

す。①業務内容に対応した経費が計上され

ているか②配置予定技術者に適正な報酬

が支払われることになっているか③品質確
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意見・質問 回答等

委員からの 保体制が確保されているか④再委託がある

意見・質問、 場合に再委託先への支払いは適正か、の４

それに対す 項目についてヒアリングし、落札段階にも

る回答等 あらためて確認しています。４項目はひと

つ0.25点で、すべてについて確認できた者

に１点を配点しています。

・１点にならないケースもありますか。例 ・これまでヒアリングを行った中では、例

えば１者応札の場合、履行確実度が仮に０ えば費用を計上してないとか、支払いでき

点でも入札は成立するのですか。 ませんという者はございませんで、すべて

１点でした。ヒアリング時の確認というこ

とですので、０点ということはないと考え

ています。

②平成26年度徳之島用水(一期)農業水利

事業 徳之島ダム施工技術検討業務

・今、業務を執行中ですか。結果報告は来 ・工期末は３月１０日を予定しています。

年の３月中ですか。 それまでには成果をいただくことになりま

す。

・この会社は頻繁に出てきているようです ・ダム建設では、多様な地質・地形条件の

が、このようなことができる会社は限られ もと各種検討を要することから、経験を積

ているのですか。 んだ技術者を有するコンサルタントが選定

され易いものと考えています。

・技術提案書評定は何点満点か、決まりは ・プロポーザル方式の評価基準の標準例と

ありますか。 同じものであり、50点満点です。

（３）抽出物品・役務等

①平成26年度 複合機保守業務（31台）

・前回も保守契約はあったと思いますが、 ・各メーカーに聞き取りしたところでは、

絶対このように一般競争をしないといけな 他社製品の保守はできないとのことです。

いのですか。 しかし、地域によっては代理店等が保守を

行い、さまざまな社の製品を扱っているこ

ともあるため、１者随契にする理由がなく

なることから、一般競争という形をとって

います。

・入札価格と予定価格が下一桁まで同じで ・予定価格算出の際に参考見積方式をとっ

すが、なぜですか。 ているため、結果的に同額という形になっ

ています。

・「最終的に入札金額にならない可能性が ・過去３年程度の実績を勘案した予定枚数

ある」と言われましたが、どういうことで により予定価格を積算しています。今年度

すか。 分の実績枚数が前年度分より多くなれば金
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意見・質問 回答等

委員からの 額が大きくなるかもしれませんし、その逆

意見・質問、 もあります。機械ごとに枚数に応じた単価

それに対す を定めて契約するため、使用実績により毎

る回答等 年違う金額になります。

・１台９０万円くらいですか。消耗品も含 ・機械の種類も大小いろいろあります。消

んだ価格ですか。 耗品交換も含んでいます。

・購入と賃貸借契約とがありますが、保守 ・別途５か年賃貸借契約を結んでいます。

は毎年なのですね。 １年目には賃貸借契約と１年目の保守契約

について入札を行い、２年目以降は同じ社

の製品をとりまとめて保守契約の入札を毎

年行います。

②平成26年度有明海二枚貝類等生息環境

調査（佐賀県沖）委託事業

・説明資料の110ページを見ると、福岡県 ・コンサルタントでは漁業調整が困難なた

沖は福岡県漁連に発注しています。勘ぐっ め、その県内の漁業者・漁協との調整がで

て言えば、他県の漁連は応札しないという きる漁連となっていると思います。

ことですか。

・漁業者との調整が必要なので他では難し ・はい。

いということですね。

・金額に違いがありますが作業内容が違う ・漁場によって採れる量が異なるためで

ということですか。面積ですか。 す。

・この調査はいつから実施しているのです ・調査は平成16年度から実施しています。

か。毎年同じ内容ですか。 内容は少しずつ変わっています。

・ナルトビエイは昔からいたのですか。 ・詳しくはわかっていませんが、５月くら

い、水温が高くなると外海から入り、低く

なる１１月頃に出ていきます。餌があると

ころは多くなります。

・落札率が大体１００％ですね。 ・企画競争であり、提案してもらうためと

考えています。

・提案について農政局からの意見はないの ・過年度の状況を見て妥当であるか判断し

ですか。 ています。

・害虫駆除のようなものですか。 ・漁業者にとってはそうでしょうが、あま

り採り過ぎるのも環境に良くないのではと

いう意見もあります。
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意見・質問 回答等

委員からの ３．再度入札における一位不動状況につい

意見・質問、 て

それに対す

る回答等 ・入札は３回までですか。 ・原則は２回です。

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。


