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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２７年４月３０日）

開催日及び場所 平成２７年３月２５日（水曜日）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１０月１日～平成２６年１２月３１日

審議対象案件 １８５件 うち、１者応札案件１６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５件

抽出案件 （抽出率５．４％） （抽出率３１．３％）

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 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 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 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

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１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年度徳之島用水（一期）農業水

利事業 徳之島ダム貯水池周辺法面保護工

事

意見・質問なし

②平成26年度西諸（二期）農業水利事業

幹線水路弁付帯設備工製作据付工事

・この工事は弁を据え付けるだけですか。 ・業者に弁を購入してもらい、それを据え

弁そのものを購入してきて、据え付けるま 付けてもらう工事です。

でが工事価格に含まれるのですか。

・弁は結構大きいですね。写真の弁が一番 ・これは径800ミリです。一番大きいもの

大きいのですか。 は径1200ミリがあります。幹線水路は口径

が大きく、末端に行くに従って枝分かれし

ますので口径は小さくなります。口径別に

バルブ規格が異なります。

・弁は何年もちますか。 ・施設の耐用年数は50年ですが、パッキン

ゴム等耐用年数が短いものもありますの

で、それらは管理の中で補修していただく

こととしています。

・工事が済んだところから使うのですか。 ・来年度以降、ダムの試験湛水後に、上流

から順に水を送水し、受益を発生させてい

きます。一部はモデル団地として地元の方

々に使っていただき、順次水利用面積を広

げていくことを考えています。なお、末端

水路は県営や団体営の事業になります。

・完成まであと何年かかりますか。 ・平成29年度に試験湛水を実施する予定で

す。平成29年度又は30年度に国営事業は完

了と考えています。末端の支線水路や畑か

んのスプリンクラーの整備は、団体営事業

等により進めていこうと考えています。
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意見・質問 回答等

③平成26年度徳之島用水（一期・二期）

農業水利事業 南部調整池付帯工他工事

・監理技術者は申請しなくてもかまわない ・工事元請業者が、３千万円以上の下請け

のですか。 工事をさせる場合は監理技術者を置く必要

があります。下請けを行わない場合又は下

請け金額が３千万円以下の場合には、主任

技術者の配置のみとなっています。―表示

は主任技術者での応募ということになりま

す。

④平成26年度大淀川右岸国営施設機能保

全事業ファームポンド付帯工整備工事

意見・質問なし

⑤平成25年度国営造成土地改良施設防災

情報ネットワーク事業 北部九州地域防災

情報ネットワーク接続工事

・頭首工とは何ですか。 ・河川に堰を設けて水を止め、ゲートを操

作して水を配りますが、それらの施設全体

を頭首工と呼びます。農業用水においては

多く用いられる施設です。

堰の構造は可動堰、固定堰など、河川に

応じていろいろな種類があります。

・前に工事を実施した業者は応札していな ・応札していませんし、入札説明資料のダ

いのですか。 ウンロードもしていませんでした。前工事

の業者が実施するといい面もあるでしょう

が、広く参加できる方式をとっています。

・技術的に難しい工事ですか。 ・今回の改装は、10分ごとの計測値を転送

できるようにするもので、それほど難しい

工事ではありません。当初のシステムを知

っておく必要はありますが、資料を見れば

わかります。

⑥平成26年度西諸（一期）農業水利事業

浜ノ瀬ダム貯水池周辺応急対策工事

・入札執行調書で、１者無効がありますが、・入札時に提出する工事費内訳書の計算ミ

理由は何ですか。 スです。

・落札した者と、予定価格を超過した者と ・予定価格と比べると、１千万円高いくら

の差が３千万円くらいあるが、これは普通 いの差で、比率にすると双方１割ない程度

のことなのですか。大手の業者ばかりのよ です。通常でも、５～10％くらいまでの差

うなので、積算のノウハウも持っているは が生じることはあります。
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意見・質問 回答等

ずなのに、こんなに差がでるのかと思いま

す。

・辞退した業者はコストに見合わないと判 ・受注後に業者の施工計画と、われわれの

断したのではないでしょうか。現場の難し 考え方をきちんと確認し、双方の考え方に

さもあり、赤字になる可能性が大いにあり 差異がないよう工事を実施しています。今

ますよね。 回の工事の条件として、限られた場所で、

限られた工法で実施しなければならない中

で、仮設や使用機械の規模・台数など指定

しない部分については、業者とわれわれの

考え方に差異が出る場合もあると思いま

す。

・こういった工事に限ってですが、若干の ・今回は応急対策ですが、来年度発注予定

補正をすべき場合もあるのではないでしょ の本体工事については、今回の工事の条件

うか。 や施工状況を加味しながら工事発注を準備

しています。

・業者にとっては、この工事をとれば実績 ・はい。

はできるわけですね。

・今回、指名競争による最低価格落札方式 ・法面の崩落時期が梅雨期であったことか

としたのは、国側として、ぜひやってもら ら、少しでも早く対策が必要と考え、期間

わなければならない工事だからですね。 を短縮できる指名競争としました。

（２）抽出業務

①平成26年度曽於北部（二期）農業水利

事業 現場技術業務（第1回変更）

・現場技術者は何名ですか。 ・３名です。

・変更契約の見積もりにおいて、もし金額 ・変更契約の場合は協議を行います。

が折り合わなかった場合はどうなります

か。

・当初の入札に参加した（株）国土開発コ ・はい。当初契約していないので対象外で

ンサルタントは、協議に参加できないので す。

すか。

・最終的には、協議の上どうにか折り合い ・はい。

をつけるのですね。

・今回の契約変更は、要は追加ですね。 ・はい。
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意見・質問 回答等

②平成26年度国営施設機能保全事業 駅

館川地区水理機能検討業務

・評価の項目や、一番上は何点かといった ・公告前から決めています。

配点は最初から決まっているのですか。

・通常、こういった配点になるのですか。 ・はい。後は、審査会の中で一項目ずつ各

社を相対的に評価します。

・仮に、２者の点数が同じだった場合はど ・この選定方式は総合評価型であり、技術

うするのですか。 点と価格点を総合的に評価します。安易な

価格競争を助長しない観点から、技術を相

対的に評価しています。技術提案が全く同

じことはないため、違いを見つけています。

（３）抽出物品・役務等

①平成26年度水質観測施設保守点検業務

・もともと機器を設置したのも、日本無線 ・最初に設置した業者は把握しておりませ

（株）ですか。保守点検なので、自社が行 んが、昨年の保守点検を実施したのは日本

うのかと思いました。 無線（株）でした。

・毎年行うのですか。 ・モニタリングを継続的に行っているの

で、水質観測装置の保守点検は２年に１回、

保安灯、気象観測装置については毎年実施

しています。

・電灯がつくつかない程度であれば誰にで ・技術をもった業者であれば可能です。こ

もできそうですね。 のため、最低価格落札方式としています。

・今回の８カ所のほかに水質観測装置はあ ・全体で８カ所です。他にはありません。

りますか。

②平成26年度西諸（一期）農業水利事業

浜ノ瀬ダム技術検討委託事業

・これは、ダム貯水池の対策工事とは直接 ・対策工事にあたっては、学識経験者等の

の関係はありますか。 専門的な検討が必要になるため、この委託

事業でダム技術検討委員会のセッティング

等を行います。

・工事と委託事業はどちらが先ですか。 ・今年度の応急対策工事は急ぐ必要があっ

たため先行して実施しましたが、来年度の

対策工事については、並行して検討してい

ます。別途設計業務を発注しており、そち

らで施行方法などさらに詰めています。

・評価結果表について、満点135点に対し ・点数の基準はありませんが、各項目に「欠

今回は115点で約85%でした。何点以下なら 格」という評価があります。
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意見・質問 回答等

落とすといった基準はないのですか。

・１項目でも欠格があれば、もう一度企画 ・提案者が複数あった場合で、評価点数が

を練り直してもらうのですか。 １番高くても欠格評価があった場合は、次

点の提案者を選定します。今回のように１

社しかない場合は、再公募となります。

・企画を求めたのは何者ですか。 ・企画競争の企画提案書はホームページ上

で公告して募集していますので、わかりま

せん。

・声かけをしたわけではないのですね。 ・はい。

・締め切りを設けるのですね。 ・はい。

・価格は、企画力が高いほど高くなるので ・前年度の実績等を参考に限度額を定めま

すか。 す。企画を募集し、限度額の範囲内で見積

もりしてもらいます。最終的には、精算し

て実績に基づき支払います。

・限度額は応札者にはわかるのですか。 ・公告で示しています。

・業者が企画書を出すのですか。 ・はい。企画書を評価して１者に特定し、

限度額の範囲内で契約します。

・次年度もその企画書で進めるのですか。 ・次年度は内容が変わりますので、企画書

も変わります。

・委託額が変わることはあるのですか。 ・はい。打合せ回数や委員会の回数の変更

により変わることがあります。

３．再度入札における一位不動状況につい

て

・再度入札２件のうち、一位不動は１件と ・１回目、応札した３者とも予定価格を超

のことですが、もう１件はどのような状況 過し、２回目の入札となりました。２回目

だったのですか。 の入札で、２番手であった業者が総合評価

の結果落札に至っています。

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。
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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。


