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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１１月７日）

開催日及び場所 平成２８年９月２１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） 久峨正義（公認会計士）

井手輝利（ジャーナリスト） 杉本知寛（税理士）

審議対象期間 平成２８年４月１日～平成２８年６月３０日

審議対象案件 ３３１件 うち、１者応札案件７１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２件

抽出案件 （抽出率３．０％） （抽出率２．８％）

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 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２８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27年度沖永良部農業水利事業地下

ダム止水壁(5・8工区)観測孔設置他工

事

・落札した(株)元栄建設と、もう１社の ・(株)元栄建設、(株)宗岡組ともに九州農

(株)宗岡組は、会社の規模は同じくらいで 政局の等級でＢクラスであり、規模に大き

しょうか。というのも、企業評価の各項目 な差はないと考えます。手持ち工事量の評

を見ると、過去３年間の直轄工事成績の平 価については、たくさんの工事を受注する

均点では（株）宗岡組が優っているにもか と配置すべき技術者が手薄になり、手が回

かわらず、手持ち工事量の評価においては らなくなり施工品質が低下するといったこ

（株）元栄建設がそれを上回る結果になっ とがあります。

ています。２件以上手持ち工事があると評 また、受注機会を均等にするという観点

価点がゼロですが、３件以上受注はできな もあります。建設業界で過当競争が進むと、

いものでしょうか。 特定の会社に受注が集中することにもな

り、災害時に対応できる建設会社が減って

しまうという問題があります。東北では除

雪を建設会社が行うため、業者の減少がよ

り深刻な問題となっています。競争性の確

保はしながらも、過当競争が行き過ぎない

ようにする観点から、機会均等を図ってお

ります。

②平成27年度福富海岸保全事業旧福富樋

門部改修工事

・低入札が多かった理由は何ですか。 ・入札に当たって設定した調査基準価格は

68,251,000円（税抜き額。以下この発言中

同じ）です。これを下回ると低価格入札調

査を行わなければなりません。

低入札のうち４社については、調査基準

価格に対する入札価格の比率が99.9％から

99.2％でした。したがって、皆さんが調査

基準価格ぎりぎりを狙って応札してきたこ

とが要因ではないかと考えています。

調査基準価格を上回った２社の入札価格

も、調査基準価格に対し100.1％、差額に

して49,000円と99,000円と、ぎりぎりの価

格です。

低入札７社のうち４社の入札価格と調査

基準価格の差は、最高で53万円程度しかあ
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意見・質問 回答等

りません。なお、１社大きく差があった業

者は、入札書に添付する工事費内訳書を精

査したところ、材料の単価をミスしていま

した。

この海岸事業の工事は積算する上での工

種が３つしかないこと、毎年発注している

ため業者の積算精度が上がってきているこ

と、これらが大きな要因であると考えてい

ます。

③平成27年度肝属中部（一期）農業水利

事業荒瀬ダム計測設備設置工事

・応札者が１社ですが、他にこういう業者 ・九州全般として、電気通信設備の改修・

はいないのですか。設置する設備は特殊な 改良工事は、前工事で設置した設備を変更

機械ですか。 しないといけないので、前工事と違う業者

からは目に見えないリスクが発生するとし

て、応札者が少ない状況があります。入札

説明書をダウンロードしたものの応札しな

かった業者にアンケートを実施したとこ

ろ、３社のうち２社から回答があり、工事

コストに見合うメリットがないとのことで

した。

特殊な工事ですので、発注する前にこの

社しかできない工事ではないかをチェック

しています。複数者の応札があるものと期

待しておりましたが、結果としては１社で

した。たくさん手が上がりにくい工事であ

ることは事実です。もうけが出にくい、入

札時点で技術者がいないといった事情もあ

ると思われます。

④筑後川下流農業水利事業多久導水路

（上右原工区）建設工事

・意見・質問なし。

⑤筑後川下流農業水利事業多久導水路

（山崎上流工区その３）建設工事

・この工事は一括審査方式ということで、 ・今回は２件の工事を一括して募集しまし

１件目の④筑後川下流農業水利事業多久導 たが、応札する社は片方いずれかの工事に

水路（上右原工区）建設工事と同日の入札 入札参加することができますし、両方の工

ですが、１件目に参加した東急建設（株） 事に参加することも可能です。１件目の工

がいません。 事には推進工がある点が異なっており、業

また、徳倉建設（株）は２件目となるこ 者によっては得手不得手があり利益率も違

の工事の入札を辞退しています。何か違い ってくるなどの状況を勘案し、東急建設

があるのでしょうか。 （株）はこちらを選択したのではないかと
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意見・質問 回答等

思われます。

また、徳倉建設（株）については、他の

工事を受注し、そちらに配置予定技術者が

ついたため辞退したとのことです。

・位置図の凡例に、「受益面積（田）用水 ・まず、受益地内には水田と畑があり、畑

改良」「受益面積（田）排水改良」「受益 はオレンジ色の部分で、約600haあります。

面積（畑）等の表示がありますが、地図に また、用水改良というのは、農業用水を安

はどのように落とし込まれいていますか。 定的に確保し配水する事業の範囲で、地図

の全域、黄色い縁取りがしてある部分で、

約４万１千haが対象となっています。更に、

本地域は低平地であり、農地の湛水被害を

軽減するための排水改良を行う事業も併せ

て行っており、紫色の線で縁取りをした約

9,500haの地域を対象に、河川などに水を

排水するためのポンプを設置する等の事業

を行っています。

・海岸線に近いところで畑があるのです ・有明海に面した干拓地の中や、山沿いに

か。 一部あります。

・今回の多久導水路の受益地は位置図の西 ・はい。西側の小城市や多久市の方が対象

側ですか。 となります。

・排水改良しなければならないのは、特殊 ・本地域は低平地であり、農地の湛水被害

な地理条件だからですか。 も多く発生している地域です。本地区で実

施している事業は、「かんがい排水事業」

といい、「かんがい」は農業用水を安定的

に供給する事業、「排水」は水をポンプ等

で吐き出す事業を行うことが出来る事業で

す。水が足りないというのになぜ水を出す

のか、と疑問にお思いかと思います。元々

水が溜まりやすい地域ですが、用水は取り

にくく、従来はクリークに水を貯めていた

ものの、自由に使えないという面がありま

した。そこにかんがいを行うと低い土地の

ため、その水が溜まりますから、強制排水

が必要となります。用水改良しながら排水

の改良も行う事業は東北にも例があり、珍

しくはないのですが、この地区は規模が大

きいことが特色です。

⑥平成28年度熊本農地海岸地区海路口海

岸緊急応急工事

・薬液注入を行うとのことですが、どんな ・セメント系のものです。

薬液ですか。

・セメントを堤防の中に入れるのですか。 ・１日２回干満があります。この間に固ま
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意見・質問 回答等

るよう速乾性が必要ですが、一方で注入後

すみずみに行き渡るまでは固まらないこと

も必要です。それぞれの性質を持つ異なる

種類の材料を混ぜ合わせながら固めますの

で、セメントそのもの、とは言えませんが

セメント系のものを入れています。

（２）抽出業務

①平成28年度嘉瀬川上流農地防災事業現

場技術業務

・工事を施工する業者は別にいて、これの ・はい。

監督だけを補助する業務ということです

か。

・監督業務は、工事の工期が伸びたら金額 ・監督業務は車での往復となります。工期

はどうなるのですか。 が伸び、現場へ行く回数が当初決めた回数

から増えた場合、掛かり増し経費について

契約の変更を行います。

職員だけでは全部の監督業務はこなせな

いという背景があり、コンサルタントに補

助してもらう形です。国土交通省でも行っ

ています。

・対象期間、時間はどうなっていますか。 ・契約した４月から約11ヶ月間、時間は職

員と同等で8:30から17:15までです。

・事業内容の一つにダムに堆積した砂の除 ・沢を埋める形で、近い場所を探して設定

去がありますが、どこに捨てるのですか。 しています。遠くなると輸送費がかかりま

すし、トラックの通行で住民の方々に迷惑

をかける懸念もあります。

・堆砂の除去作業は何年に１回となってい ・近年建設されるダムは大きいポケットを

ますか。 設定しており、50年、30年に１回としてい

ることが通例ですが、このダムは古いため、

元々の設定としてポケットが少ないダムで

す。今回の事業では、堆積土砂20万㎥を除

去したら完了する計画です。

国土交通省が全体のダムを点検されてお

り、計画以上に除去すべきと指摘されてい

ますが、県の事業費負担もありますので、

この事業では計画通りの量を実施し、完了

する予定です。

・図面ではダムから上流側に堆砂除去工の ・貯水池の勾配が緩やかなので、砂は上流

場所が示されていますが、砂はゲートの方 の方に溜まりやすいのですが、シルトとい

に溜まるものではないのでしょうか。それ う細かい粒子のものは、流れて行きますの

とも上の方に溜まりやすいのでしょうか。 で、水を取る箇所に溜まります。

ちなみに、シルト質は「泥パック」とし
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意見・質問 回答等

て再利用できないか、データを採取し、化

粧品メーカーと有効利用について検討して

います。

ダムは経験工学的な面があり、どのダム

でどう溜まるのか、たくさんのダムを作っ

ていく中で考え方を発展させてきました。

そのため、最近建設されたダムは計画堆砂

量が大きくなっています。昔のダムは例が

少ないため計画堆砂量が少ないものがあり

ます。

もう一つは、近年の降雨量が過年度に比

べて多く、土砂流出が増加傾向にあります。

上流の方で除去するのが経済的で取りや

すいという事情もあります。堤体に近いと

ころで除去する場合、今使っている水を落

とす必要があります。ダムの容量さえ確保

できればいいので、経済性の観点からも上

流の方で取っています。

②平成28年度地区調査八代平野地区遙拝

頭首工等施設計画検討業務

・簡易公募型プロポーザル方式において、 ・本件の発注者は北部九州土地改良調査管

技術評価は審査会を開くとしていますが、 理事務所長ですので、事務所で審査会を組

具体的にはどのようなメンバーですか。ま 織しています。審査会のメンバーは一般的

た、意見をどうとりまとめるのですか。 に所長、次長、担当課長、担当専門官で構

成されています。

評価は、まず提案会社名を伏せた状態で、

審査会メンバーそれぞれで評価を行いま

す。その後、その評価を持ち寄り、合議に

よって最終的に評価を一本にまとめます。

・審査会メンバーそれぞれの評価点数の合 ・はい、審査会メンバーで集まって議論し、

計点数が高い会社を特定するというわけで 最終的に一つの評価とします。

はなく合議によるのですか。

（３）抽出物品・役務等

①平成28年度貨物運送業務(単価契約)

・契約金額と入札金額とが異なるのは税込 ・はい。契約金額は税込み、入札金額は税

みにするからですか。 抜きで表示するため、違っています。

②平成28年度有明海底質環境調査（長崎

県沖）委託事業

・金額は、どのようにして決まったのです ・本件は企画競争方式です。まず、予定の

か。 委託限度額を入札公告時に示します。この

範囲内で、見積りを提出をしていただき、

最終的な委託限度額を決定します。あくま
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意見・質問 回答等

で委託限度額ですので、事業完了後に実績

を精査し、実績に応じた額か委託限度額の

いずれか低い方で精算します。

・提案者は１者ですが、他からはまったく ・はい。内容が非常に特殊ですので、あち

音沙汰がありませんでしたか。 こちから参加できるという性質のものでは

ありません。しかし、近隣に他の漁協もあ

りますので、できるだけ参加頂けるよう、

条件に十分配慮して公募しています。

・過去にも今回と同じような撹拌は行って ・長崎県の海域は島原半島沿いが対象であ

いるのではないですか。 り、毎年場所を変えつつ実施しています。

今回は２ヶ所実施します。

・以前から実施しているとのことですが、 ・効果があるとの声は聞いていますが、全

漁獲量への効果・影響はどうなのですか。 部が終わっていませんので、まだ、有明海

長崎県沖全体の結果というところまで反映

できているとは考えておりません。

・計画では、全部実施するのですか。 ・はい。

・全て実施して行くのであれば、過去実施 ・定期的に撹拌しないと元に戻りますが、

した分が元の状態に戻るのではないでしょ この事業で、どの程度の頻度で撹拌を実施

うか。 すればよいか、撹拌がこの海域で効果があ

るのかを調査しています。

・今は過渡期にあるということですね。 ・そうです。

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。

［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。


