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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２８年１月２０日）

開催日及び場所 平成２７年１２月１６日（水曜日）

熊本地方合同庁舎 Ａ棟１０階 九州農政局会議室７

委員 山之内秀一（弁護士） 福島直澄（税理士）

久峨正義（公認会計士） 井手輝利（ジャーナリスト）

審議対象期間 平成２７年７月１日～平成２７年９月３０日

審議対象案件 ２２５件 うち、１者応札案件３８件

契約の相手方が公益法人等の案件１５件

１０件 うち、１者応札案件６件

抽出案件 （抽出率４．４％） （抽出率１５．８％）

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 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 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２７年度第２・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26年度大野川上流農業水利事業

大蘇ダム左岸天端道路その他工事

・入札執行調書に最低入札価格は書かれて ・九州農政局では最低入札価格の設定はし

いますか。 ていません。最低入札価格は市町村などで

導入されており、これを下回ったら入札に

参加できないというものです。一方、九州

農政局では調査基準価格を設定していま

す。これを下回る入札をした者には資料の

提出を求め、確実に契約を履行できるかヒ

アリングを実施して確認した上で、落札者

を決定することとしています。

・入札執行調書の括弧書きは税抜き価格で ・そうです。入札の際は税抜き価格で比較

すか。 します。

②平成27年度肝属中部（一期）農業水利

事業 荒瀬ダム取水放流施設整備工事

・この工事の前に、豊国工業（株）は何の ・この工事の前段で行った３年国債工事に

工事をしたのですか。 おいて、ゲート、巻き上げ機、電気設備工

事を施工しました。

・それらは既に造ってあるのですね。追加 ・今回の電気設備等は、もともとはゲート、

工事ではないのですか。 巻き上げ機等とともに一件の工事として発

注していました。一方でその間に、別件工

事で上屋を建てる計画でした。ところが、

上屋工事の入札が不調となり、前工事の工

期内に上屋の設置が間に合わなくなってし

まいました。電気設備等は、野ざらしにで

きないため、やむを得ず電気設備等の部分

のみ前工事から抜き出し、上屋の完成を待

って今回別件として発注したものです。

③沖永良部農業水利事業 地下ダム止水

壁（６工区）建設工事

・落札率88％は、何と何の比率ですか。 ・落札者の税抜き入札価格と、税抜きの予

定価格との割合です。
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意見・質問 回答等

・税抜きで比較するとのことですが、予定 ・非常に大型の工事で、一度受注すれば２

価格の約12億９千万円に対し、入札参加者 ～３年にわたるということもあり、人気が

の入札価格はだいたい11億４千万円と、１ 高いと言えます。落札したい業者は、まず

億円ぐらいの差がありますね。これまでの 予定価格を試算した上で、その後調査基準

工事と何か違いがあるのですか。 価格を試算し、そこに近い金額で入札した

ものと推測します。

・入札参加者が調査基準価格ぎりぎりを狙 ・そうです。

ってきたということですか。

・調査基準価格は公表されているのです ・予定価格の算出基礎による算出方法は公

か。 表されています。

・それで近い金額が出せるのですね。 ・そうです。

・何年間の工事ですか。 ・３年国債（国庫債務負担行為）工事です。

・事業全体の工期は何年ですか。 ・今後のダム工事の進捗や予算の関係等に

もよりますが、今のところは平成30年度ま

でを予定しています。平成19年度の着工で

すので、10年ちょっとの事業です。

・事業費の総額はどのくらいですか。 ・今の予定では約350億円です。

・ここは石灰岩土壌ですか。 ・はい。地下水が流れるので、地下でせき

止めて、井戸を使って水を取る事業です。

・もともとは珊瑚礁の島なのですか。 ・石灰質の岩ですので、それに近いとは思

います。

・受益農家は何軒くらいですか。 ・関係農家は2,600軒くらいです。受益面

積は1,600haですから、１軒あたり５～６

反くらいの規模ですが、花きなどが盛んで

すので、小さい規模でも収益を上げていま

す。

④平成27年度沖永良部農業水利事業 集

水井ポンプ整備他工事

・落札した（株）メカテクスの本社はどこ ・鹿児島市です。

ですか。

⑤平成27年度沖永良部農業水利事業 集

水井上屋建築他工事

・上屋３カ所でこの値段（税抜価格 ・上屋の他に土木、電気設備の工事もあり

78,000,000円）は高いと感じますが。 ます。また、離島のため資材価格が割高と

なります。
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意見・質問 回答等

・今回は５～７号集水井上屋ですが、既設 ・今回と同じ（株）宗岡組でした。

の１～４号の上屋の受注業者はどこです

か。同じ業者ではないでしょうか。

・建物はすべて同じ構造ですか。 ・基本的に同じです。敷地の形状により若

干の違いが出ることがあります。

・外装が琉球石灰岩となっているのは、発 ・そうです。景観に配慮して指定しており

注者による指定ですか。 ます。

・写真に煙突のようなものが見えますが、 ・明かり採りです。できるだけ電気を節約

意匠ですか。 するために設置しています。形状は、景観

に配慮したものです。

・盛土もしているのですか。そういった費 ・道路との位置関係など、場所によって異

用もかかるのでしょうか。 なりますが、写真のケースでは盛土してい

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

（第2回変更）

・第２回変更の工期はいつからですか。平 ・平成26年からです。なお、現在最終的な

成26年度予算の工事ですよね。 精査をしております。

（２）抽出業務

①平成27年度国営造成水利施設保全対策

指導事業 駅館川地区日出生ダム耐震

性能照査業務

・レポートを出してもらうだけですか。地 ・業務の目的は、このダムが地震の振動を

質調査はしないのですか。 受けても耐えられるかを調べることです。

ダムを造ったときの調査結果を使って検証

を行います。

・九州農政局管内のダムは何カ所あります ・29カ所です。一度に全て調べることは難

か。全体的に調査すべきではないのですか。しいので、第一期グループ、第二期グルー

プと分けて順番に実施しています。

・レポートはどのように活かすのですか。 ・地震があった時に大丈夫かということを

チェックします。幸いなことに今までの例

では地震が来ても大丈夫という結果を得て

います。ダムはもともと安全率を高く設定

して造っているのですが、もしも危ないと

いう結果が出れば、補強も考えることにな

ります。

・「レベル２」とは震度にするといくつで ・イメージとしては、東北であった地震を

すか。 ご想像いただければと思いますが、九州で
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意見・質問 回答等

発生した地震動を参考に、これをレベル２

並の大きさに増幅して耐震性照査を行うよ

うにしています。

・業務内容の中に委員会資料作成がありま ・耐震性の安全性を照査するための委員会

すが、委員会とは何ですか。 を設置しております。より高度な知識や知

見を有する学識経験者で構成されており、

客観的な意見や指導をいただくこととして

います。たとえば基礎地盤やダム本体の強

度と地震動を設定すれば、ダムが安全かど

うかの計算そのものは誰でもできます。し

かし、レベル２といった大きな地震波に対

して果たしてこの想定でいいのか、現実に

即しているのか、ということについては、

委員会において地質やダムの専門家に審議

いただくこととしています。

・この委員会は、農水省が造ったダム全て ・現在は各農政局ごとに委員会を設置して

を担当しているのですか。 います。農林水産省のダムは全国に約200

カ所近くありますので、委員の方々がすべ

てを扱うのは難しいからです。また、ダム

を造る際にもこういった委員会に相談して

おり、その当時を知る方もメンバーに入っ

ていただいているため、各農政局ごとの設

置となっています。

・一定の想定をしようということですね。 ・はい。

②平成27年度筑後川下流右岸農地防災事

業 乙ノ馬手田中線(箱川その2工区)

工事他に伴う建物等事前調査業務

・落札率が低いため、契約の履行に若干不 ・今年度は、土地改良事業予算の関係で業

安があります。 者数に対して発注件数が少ない状況が部分

的にあり、業者がより積極的に受注しよう

とした結果、落札率が低くなったと考えて

います。落札決定前に低入札価格調査を実

施し、履行できると判断しています。

・入札に参加した９者は地元ですか。 ・福岡県、佐賀県の業者です。筑紫平野に

おける土地勘はあります。

・全国的な傾向ですか。 ・はい。４月から今までの間は、予算が少

ない状況があったためと思います。

（３）抽出物品・役務等

①平成27年度九州農政局組織再編に伴う

ネットワーク配線等改修業務
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意見・質問 回答等

・合同庁舎がこの場所に移転してから何年 ・平成23年度に移転しましたので、５年く

になりますか。 らい経ちます。

②平成27年度国営施設機能保全事業 一

ツ瀬川地区東原調整池技術検討委託事

業

・委員会の学識経験者は何名を予定してい ・６名です。

ますか。

・期間を教えてください。 ・平成27年９月26日から平成28年２月26日

までです。

・会議を何回開催するか、農政局が指定し ・はい。会議の回数はあらかじめ想定の上

ているのですか。 で提示しています。

・一般財団法人はいつ設立されましたか。 ・前身は日本農業土木総合研究所だったと

財団法人ということは母体があったと思い 思いますが、昭和の後半（53年）くらいに

ますが何ですか。 は存在していたと思います。一般財団法人

への移行は平成24年です。ダムを造る際に

諮る委員会についても手がけてきており、

委員会に関するノウハウを有していると考

えています。

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。


