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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４月２８日）

開催日及び場所 平成２８年３月１７日（木曜日）

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１０月１日～平成２７年１２月３１日

審議対象案件 １６３件 うち、１者応札案件７件

契約の相手方が公益法人等の案件５件

１０件 うち、１者応札案件１件

抽出案件 （抽出率６．１％） （抽出率１４．３％）

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 ４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 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 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 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２７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27年度筑後川下流農業水利事業

幹線水路佐賀西部高域線水管理制御施

設工事

・今回の契約相手方である愛知時計電機 ・ほかの業者でも親局への接続ができるよ

（株）が過去に親局を造っていて、それに うな整備の仕方にしていますが、自社の得

子局や孫局を整備して接続するという工事 意とする工事ではないといった理由で辞退

ですから、他の業者では施工しにくいでし した業者もいます。

ょうね。

・評価の項目のうち「当該地域内の施工実 ・今回、技術者としては実績なしとなって

績」が「該当なし」となっているのはどう いますが、企業としては実績ありとなって

いうことでしょうか。 います。

・評価点が加算されることは、一般の業者 ・入札公告に、評価点の最大値や計算のル

はご存じですか。 ールを示しています。

・総合評価の加算点の最高は30点ですか。 ・参加者のうち、評価点が最大の者は最高

30点までとなります。次点以降は最大値に

対する割合に30点を乗じて算出します。た

とえば最大値10点に対して評価点9点であ

れば、加算点は27点になります。

・特殊な仕事だからできる業者が少ないの ・電気関係は土木に比べて業者の数そのも

でしょう。 のが少ないということもあります。発注形

態としては、どの業者でも参加できるもの

ですので、後はそれぞれの業者の判断とな

ります。電気関係の工事の場合、他の業者

が造った設備に対する工事は、想定外のと

ころで不都合が生じるのでは、と懸念され

る傾向もあるようです。

・流れからして、継続事業という印象があ ・一度に発注することができればいいので

りますが、一度にはできないのですか。 すが、子局等を設置する施設を造る時期に

よって発注時期が違ってきます。整備した

施設を早期に使うという観点から、親局を

先に造り子局はその後できた施設に設置し

ていきますので、まとめて発注という形に

なっていません。
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意見・質問 回答等

・年度をまたぐのは予算の関係ですか。 ・はい。予算の制約がある中で、ハードウ

ェアを早く造って欲しいという地元からの

声は強いですので、電気関係が後になるこ

とは多いと考えます。

②平成27年度有明海東部海岸保全事業三

池工区正面堤防（No.27～No.29）消波

施設製作工事

・低入札の業者が多いですね。あまり技術 ・消波施設を型枠コンクリートで造るだけ

が必要ないということですか。 の単純な工事です。数量等も示しており容

易に積算ができます。今回は、低入札価格

の業者が多かったことから、当方の違算の

疑いも含めかなり慎重に確認しました。今

回の施工地域はＤＩＤ（人口集中地区）で

あり、経費の割増率があります。しかし、

後でわかったことですが、地元では知らな

い業者も多く、今回の場合は知っていた３

社だが割増率を使って積算していました。

割増率を使わなかった業者の入札額は、割

増の分とほぼ同じ程度だけ低い金額に集中

して低入札となっていました。

・これだけ低入札が多いのは珍しいケース ・なかなか無いケースです。このような場

ですね。 所で製作したことが少ないため、積算の取

扱に違いを生じたものと思います。

・業者はＤＩＤに係る割増率があることを ・個別の入札公告において示してはいませ

事前に知ることができたのですか。 んが、ＤＩＤ地域については、国土交通省

の工事でも同じ取扱であるため、一般に業

者は知っています。積算上の疑義について

は、入札前に１社でも質問があれば、全て

の入札参加者に回答するルールがあります

ので、今回の施工場所がＤＩＤ地域である

かを確認する業者がいれば全員知ることが

できました。今回は質問がなく、気づかな

かった業者もいたということです。

・ＤＩＤとそうでない地域はかなり経費が ・市街地でかつ有明沿岸道路にアクセスす

違うのですか。 る地域でもあり、朝夕の通勤ラッシュが生

じるため、資材の搬入・搬出、特にコンク

リートの搬入・搬出にあたって車両の渋滞

があり難しいとのことです。

③平成27年度玉名横島海岸保全事業 堤

防補強（大豊工区-2）工事

・矢板の長さは何ｍですか。 ・一本の矢板は10ｍ程度ですが、これを溶

接し28mとしています。



- 4 -

意見・質問 回答等

・技術者評価はこれまでの工事の実績など ・施工実績のほか、継続教育への取組とい

を評価するのですか。 った評価項目を設けて評価しています。

④沖永良部農業水利事業 地下ダム止水

壁（３工区）建設工事

・工期が平成27年度から平成29年度までと ・はい。平成27年12月から平成29年3月ま

説明がありましたが、これはこの３工区の での工事です。

ことですか。

・止水壁の全延長は約2.6kmとのことです ・事業全体としては現在約50％です。

が、今の進捗状況を教えて下さい。

・何年かかって50％ですか。 ・平成19年度からですので８年かかってい

ます。ただ、事前の調査も重ねてきており、

止水壁の工事は平成23年度から始めていま

す。

・できあがっている止水壁では既に貯水し ・貯水は始まっていますが、未施工区間も

ているのですか。 あるため、完全な状態で貯水できてはいま

せん。

・貯水する水は飲料水には使えませんね。 ・はい。使えません。農業用水専用です。

・地下ダムを造り農業を行うと、飲料水に ・止水壁は地表面の20ｍ下からさらに下へ

農薬が混じるといった懸念はないのです 造ります。地下ダムに貯まった水を直接飲

か。 料水として使うことはないと考えていま

す。また、後の案件で説明しますように水

質調査も実施しています。

・止水壁工事は３本ずつ入れていくのです ・10㎝程度重ねて、かみ合わせながら入れ

ね。その隙間にはシーリング等を施すので ていき、隙間がないようにしています。

すか。

⑤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４回変更）

・かごマット工の復旧とありますが、かご ・かごマットとは金物に石を入れたもので

マットとは壊れやすいのですか。 す。豪雨のためその基礎部分が洗われまし

た。かごマットそのものは柔軟性があるた

め壊れませんでしたが、形が変わり前方に

出た状態となりました。

⑥肝属中部（一期）農業水利事業 荒瀬

ダム第六期建設工事（第１回変更）

・意見・質問なし。
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意見・質問 回答等

（２）抽出業務

①平成27年度広域基盤整備計画調査 筑

後川地域広域基盤整備計画検討業務

・ 技術提案書の審査は誰がしますか。 ・この業務は九州農政局の出先機関である

北部九州土地改良調査管理事務所が発注し

ています。その内部で複数の職員が、それ

ぞれの評価を持ち寄り合議によって審査を

行います。

②平成27年度沖永良部農業水利事業水質

調査業務

・意見・質問なし。

（３）抽出物品・役務等

①九州農政局行政情報システム更新機器

の賃貸借及び保守業務（第３回変更）

・ＬＡＮシステムですから、農林水産省だ ・農林水産省という閉ざされたネットワー

けで、インターネットには繋がらないので クの中で運用していますが、インターネッ

すか。 トの閲覧は可能としているシステムです。

・サイバー云々で、繋がっていない方が安 ・本省でネットワークへの出入りを管理し

全だとも言いますがいかがですか。 ており、ファイヤウォールやセキュリティ

サーバを構築して管理を行っています。

・インターネットから切断した場合、LAN ・できると聞いております。

だけでも動くのでしょうか。

②平成27年度玉名横島海岸保全事業、有

明海東部海岸保全事業及び福富海岸保

全事業九州農政局直轄事業 海岸保全

施設検討業務委託事業

・委託の場合、金額は発注者が決めるので ・委託予定額を公募の際示します。事前に、

すか。 どういった人員構成でどの程度稼働するの

か、見積を徴取して業務遂行に必要と考え

られる限度額を設けます。その範囲内でど

う実施して頂くか、企画を提案頂きます。

・少し安価すぎるのではないでしょうか。 ・専門的知識を身につけるまでに要した時

高度な知識や技術に対してはもっと評価し 間等に対しそれなりの評価をすべきという

て良いと考えます。ものを造る前の段階で、御指摘はそのとおりであろうと考えます。

非常に大切なことをやって頂くには、それ 一方で、この検討委員会においては設計そ

なりの評価をした方が良いと思います。 のものを依頼するのではなく、別途に行っ

た設計に対して専門家の方々からアドバイ

スを頂く性質のものですので、拘束日数は
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意見・質問 回答等

少なくなっています。また、大学教授等に

対する国の報酬額は一律に定められている

こともあり、こういった形で委託事業を実

施している現状です。

・企画提案書の評価を行う「平成27年度玉 ・はい。所長をチーフとして複数の職員で

名横島海岸保全事業所建設コンサルタント 構成しています。

選定委員会」とは、事務所内にあるのです

か。

・有明海の軟弱地盤の地域を主に調べると ・課題を設定して検討頂いています。今年

いうことですか。 度の課題としては各過年度に実施した築堤

結果や干潟の生物といった課題を設定して

おり、それぞれに詳しい専門家の評価・検

討を頂くようになっています。

・位置図を見ると直轄地区は有明海の東側 ・西側の干拓地は鹿島のエリアまでで、そ

ばかりで西側は対象になっていませんね。 こから南には急峻な海岸が続いており干潟

の発達が少ない部分です。

・海岸線は全て農林水産省が工事を行うの ・海岸事業は農林水産省のほか、国土交通

ですか。 省（旧建設省、旧運輸省）、水産庁も実施

しています。何を守るのかによって分かれ

ており、農地を守るという目的の下では農

林水産省が実施します。農林水産省が行う

海岸保全事業の対象となるのは干拓事業で

整備したエリアとなります。有明海は大き

な干満差を利用して古くから干拓が盛んに

行われ、これに伴う農地海岸の割合が多い

地域です。海岸の管理は県ですが、特にこ

のエリアは技術的な難易度が高いため国営

で海岸保全事業を実施しています。なお、

国営の海岸保全事業は九州だけです。

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。
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［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。


