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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３０年８月１０日） 

開催日及び場所 平成３０年６月２７日（水曜日） 

熊本地方合同庁舎Ａ棟１０階 九州農政局第７会議室 

委員 福西武夫（弁護士）       久峨正義（公認会計士） 

井手輝利（ジャーナリスト） 大津孝典（税理士） 

審議対象期間 平成３０年１月１日～平成３０年３月３１日 

審議対象案件  ２６５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０件

抽出案件 

   ７件 うち、１者応札案件２件

（抽出率２．６％） （抽出率２８．６％）

   契約の相手方が公益法人等の案件０件

           （抽出率０．０％）

抽

出

案

件

内

訳

工事 一般競争  ３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

指

名

競

争

公募型指名競争  ０件 

工事希望型競争  ０件 

その他の指名競争  ０件 

随意契約  ０件 

業務 一般競争  ０件 

指

名

競

争

公募型競争  ０件 

簡易公募型競争  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

その他の指名競争  ０件 

随

意

契

約

公募型プロポーザル  ０件 

簡易公募型プロポーザル  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

標準型プロポーザル  ０件 

その他の随意契約  ０件 

物品・

役務等

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

指名競争  ０件 

随意契約（企画競争・公募）  ０件 

随意契約（その他）  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

（特記事項） 
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委員からの 

意見・質問、

それに対す 

る回答等 

意見・質問 回答等 

１．平成２９年度第４・四半期入札方式別

発注状況について 

 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29年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業飽託海岸堤防復旧（その２）工事

・落札率が99.9%ときわめて高い数値になっ

た理由として何が考えられますか。 

・第１回目で落札できなかった時点で、

入札に参加しているのが１社であるとい

う事実は、この（株）杉本建設は理解し

ているのですか。 

・今回、入札説明書をダウンロードした

けれども入札に参加しなかったのは何社

ですか。 

・熊本地震の影響で、この工事に限らず

他の工事でも、ダウンロードしたけれど

も不参加となってしまう状況は目立ちま

すか。 

・本件入札の特徴的な点として、２回目の

入札で落札したということがあります。１

回目の入札で予定価格に達せず、２回目の

入札で若干減額して応札した結果、予定価

格を下回り、結果としてこの率となってい

ます。 

 また、工事の積算において、歩掛や単価

は公表されており、また市販の積算ソフト

も高精度なものが出回っているため、入札

参加者は高い精度で予定価格を推定できる

状況です。 

この地域では、熊本地震の復旧関係で多

数の工事が発注されており、業者側にとっ

て、限られた人員の中で利益率を大きく下

げてまで参加しようというメリットが発生

していない、ということが原因ではないか

と推測します。 

・電子入札案件ですので、参加者は理解

できません。紙入札方式の場合、入札参

加者が入札書を持ち寄って入札する形式

であったため、１社であればわかるので

すが、電子入札で実施する場合は、入札

及び開札の状況はわかりません。 

・ダウンロードしたのは８社、そのうち

入札条件に合致する業者は３社でした。

・地域的に熊本県内はご指摘の状況下に

あると思います。現時点でも、多くの復

旧工事が発注されています。 

ダウンロードした業者の不参加につい

てですが、入札説明書はいろんな業者が

ダウンロードできます。ダウンロードし

た者が応札の意志ある者、とはならず、

単に内容を確認するだけの業者も多く存
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・今はほとんど電子入札なのですか。 

在します。本件の場合は、８社ダウンロ

ードしましたが、全部が入札の意志を持

っていたのではなく、内容を確認して条

件が良ければ参加の判断をしようという

業者もあったと思います。 

・はい。例外的に、社長が交代して電子

入札システムに用いるICカードの更新中

の場合など、まれに紙入札を申し出る業

者もありますが、原則は全て電子入札で

す。 

②平成29年度玉名横島海岸保全事業大豊

工区排水樋門改修その他工事 

・落札結果は公表するのですか。その場合

金額も公表しますか。 

・公表するということは、入札に参加し

た各社は、自社と他社とでどう違うかわ

かるのですね。 

・企業評価や技術評価の評価点も公表す

るのですか。 

・入札結果について、過去の実績をさか

のぼって検索することはできますか。 

・はい。契約締結後すみやかに公表する

こととなっています。入札執行調書を公

表しますので、金額も明記します。 

・はい。自社の総合評価点が何点で他社

が何点かということもわかります。 

・はい。ただし、評価点の内訳までは公

表されません。 

・前年度の契約分まで見ることができま

す。 

③西諸(二期)農業水利事業瀬田尾揚水機

場建築工事 

・毎回、この種の建築工事に感じることで

すが、金額が高いと思います。鉄筋コンク

リートという建て方は、最初から指定する

のですか。７千万円くらいの工事価格です

が、中身が揚水ポンプ等であるから、それ

くらい必要となるのでしょうか。 

・「鉄筋コンクリートで造れ」という指

示を出すのですか。 

・低入札が２社ありますが、理由は何で

すか。 

・この建屋には、精密機械であるポンプの

ほか、電気盤や操作盤を収めます。こうし

た揚水機場は、この西諸地区に限らずどの

地区でも同様の構造となります。 

・はい。今回は鉄筋コンクリートで造る

という指定をしています。

建屋の構造については、ポンプの規模

等のさまざまな要素、例えば鉄筋コンク

リートにするか簡易なものにするか、総

合比較検討した上で決定します。 

・本工事も他の工事と同じく、施工の歩

掛や資材の単価等を公表しています。こ

のため、高い精度での積算が可能です。

低入札となった業者の工事費内訳書を

確認したところ、材料などの直接工事費
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・低入札の基準となる金額は、入札金額

の内訳のそれぞれの項目について、設定

されているのですか。それとも全体の金

額に対して設定されているのですか。 

・落札者の入札価格は予定価格に対して

98.5%と高いのに、２社の低入札があるの

は、不自然ではないでしょうか。 

 事前に低入札の基準はわかっているわ

けですし、積算の精度も非常に高いと思

うのですが。いくら受注したいと思って

も、基準を下回るパーセンテージの応札

をして低入札になるのは、基準がわかっ

ているわけですから、ちょっと考えられ

ない気がします。 

・このような施設を必要とするのは、こ

の地区でここ１ヶ所だけではなくて、他

にも同じ要件の施設はあるのですか。 

・この施設は何年くらい使いますか。 

・それなりにちゃんとした建物でないと

いけないのですね。 

は官側の積算に対し、ほぼ100%に近い数

値でした。一方、利益などを含む諸経費

（共通仮設費、現場管理費及び一般管理

費等）の部分は官側の額に対して50～60

%程度の額での応札でした。 

落札したいという意志で額を下げたも

のの値引きしすぎた、という状況が内訳

書から推測されます。 

・調査基準価格はそれぞれの項目につい

て定められており、公表しています。土

木工事の場合、直接工事費の97%、共通仮

設費の90%、現場管理費の90%、一般管理

費等の55%となっており、今回の建築工事

も同じ率です。こうした基準で算定する

旨を入札説明書においてお知らせしてい

るのですが、先程の説明のとおり、結果

として入札価格が調査基準価格を３百万

円程度下回り、低入札となった業者が出

ました。 

・現場管理費や共通仮設費、一般管理費

等を低く見積もった理由は不明ですが、

本件は、総合評価落札方式です。企業評

価と、技術者評価の総合点をあわせて評

価点が付与されます。その上で、価格要

素と評価点で落札者が決まります。業者

には各社の評価点はわかりませんので、

業者は技術評価の要素を推測しそれを加

味した上で、応札をした可能性などが考

えられます。 

・この地区は受益面積約4,150haですが、

揚水機場は９ヶ所あります。山の中腹に

受益地が多いため、水を押し上げる施設

が必要となっています。 

・標準耐用年数としては30年から35年程

度です。 

・はい。 

建築工事は年に数件程度発注している

状況ですが、１者応札など参加者が少な

いケースが多くあります。 

アンケート結果によると、公共工事に

関しては工期等が厳密に管理され、守れ

なかったときのペナルティがあること、

技術者の専任が規定されており、約１年

間その工事に張り付きとなることなどが

あり、効率が悪くメリットが少ないと判

断され、結果として応札者が少なくなる
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・入札執行調書に「ヒア辞退」と書かれ

ているところのヒアリングとは、低入札

の理由を聞くためのヒアリングですか。

・ヒアリングを実施した結果、問題ない

という判断だったとしても、入札のやり

直しはしないのですか。 

・低入札であれば、その業者が落札する

ことはありえないということですか。 

・会社側としては、わざわざ資料をつく

りヒアリングを受けるまではしない、と

いうことでしょうか。 

要因となっています。 

そういったことが、落札率にも少なか

らず影響を及ぼしていると言えます。 

・はい。本件は施工体制確認型の総合評

価落札方式です。この場合、技術評価点

は、標準点100点・加算点30点（簡易型）

の合計130点満点ですが、予定価格が１千

万円を超える工事については、さらに施

工体制評価点30点を加え、合計160点満点

となります。この施工体制評価点を何点

とするかを、施工体制確認の中で評価す

るルールとなっています。 

 低入札となった業者から、積算の根拠

となる資料を提出してもらいます。例え

ば下請け費用について見積書等の根拠は

明確か、実施体制に問題はないか、資料

に不足はないかなどを確認します。低入

札の場合、品質の低下や下請け業者への

しわ寄せを招く恐れがありますので、そ

ういった点を確認する意味があります。

低入札の業者には、「何日までにこれ

らの資料を提出して下さい。提出後ヒア

リングを行います。」と連絡します。ヒ

アリングの結果、問題がなければ30点を

付けますし、問題があれば低い点数にな

ります。資料の提出とヒアリングについ

て通知した時点で、業者がヒアリングを

辞退すれば入札を無効とします。 

・入札のやり直しは実施しません。その

入札において、施工体制評価点に何点と

するかを定めるためにヒアリングを行い

ます。 

・施工体制評価点が減点されてしまいま

すので、落札者となる可能性は非常に低

くなります。 

・そう思います。 

（２）抽出業務 

①平成29年度国営施設機能保全事業上場

地区施設規模検討業務 

・最初から１社だけの参加ですか。 ・公募したのは１社でしたが、入札説明

資料をダウンロードしたのは１０社あり

ました。 
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・資料のダウンロードだけの場合、入札

しなかった理由は聞かないのですか。 

・この事業の目的について、お聞きしま

す。受益面積が縮小したとの説明でした

が、以前はどの位の規模でしたか。 

・面積が減ったということは、受益農家

戸数も減ったのでしょうか。何世帯くら

いですか。 

・農地転用はどういうものに転用したの

でしょうか。 

・そのような客観的なデータを含めて、

プロポーザルの内容として提示している

のですか。 

・簡易公募型プロポーザル方式を選定し

た理由にある「高度な専門知識」に盛り

込まれるのは、受益者が減っていく中で

農政の判断の予想など、政治的な知識も

含みますか。 

・技術提案が１社だけですが、例えば評

価がＣ以下になったり、提案内容の的確

性や確実性がＥ評価「劣る」であったり

した場合でも、１社であればその会社に

決まるのですか。 

・その場合はやり直すのですか。 

・ダウンロードした業者のうち、６社に

アンケートを実施しました。その結果、

理由としては、他の業務との兼ね合いか

ら、手持ち人員の確保が困難であったと

のことでした。 

・昭和４８年にこの事業は着工しました

が、当初計画の段階では約5,200haを対象

としていました。その後相当の年数が経

ち、農家の皆さんの意向も変わってきま

したし、農地転用もありました。それら

を積み上げますと、約1,000ha程度の減少

となっているのが現状です。 

・農家も減っています。計画変更した結

果、関係農家戸数は4,900戸あまりです。

・一般的に宅地になったケースもありま

すし、道路など公共施設を設置したケー

スもあります。 

・提示しているのは、計画変更後の各施

設によって水が配水される面積を提示し

ています。トータルで4,300haです。 

・施設の規模を決める上で、複雑に絡み

合う用水の系統がありますので、そうい

った技術的な専門知識であり、今後の農

政がどうなるか、といった知識ではあり

ません。 

・選定基準の中で、「選定しない」の評

価もあるので、それに該当すれば選定し

ない結果になります。あまり例はないの

ですが、技術提案があまりにも的外れな

ものであれば、不採用として、入札を不

調とする選択肢もあります。 

・はい。あまりにも的外れな提案内容は

採用できません。 

②平成29年度国営施設応急対策事業諫早

湾地区施設長寿命化計画作成業務 

・諫早湾干拓事業という特殊な地区の業務

だと思います。総合評価落札方式を選択し

た理由として、「現地状況等の理解を踏ま

え」とありますが、そういった業務の特殊

な内容は、技術提案書のどこに含まれます

・「実施方針」の項目で、現地の状況を正

確に把握しているかを評価します。農業条

件や排水条件等、今回の場合であれば、調

整池から水を排水させるポンプの規模や使

い方といった状況を正確に把握しているか
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か。 

・そういった内容で、総合評価を行う理由

にある「成果に相当程度の差異が生じる」

となるのですか。 

どうかが重要となっています。 

・諫早湾の施設の状況を全く理解してい

ない業者と精通した業者とでは、成果の

品質に相当の差異が出るだろうと考えて

います。このことから、総合評価落札方

式を採用しています。 

（３）抽出物品・役務等 

①平成29年度水質観測施設保守点検業務

（第1回変更） 

・変更内容を見ると、一般的な保守内容の

範囲と思えますが、なぜ当初の契約金額 

6,912,000円の中に入っていないのですか。

・水質を調べるのは、「門の中と外で水

質がこれだけ違うので、もし諫早湾の門

を開けたら、水質がこうなる」といった

シミュレーションをするためですか。 

・場所と時期が違います。業務位置図の、

点検対象施設のうち、B3・B4・S1・S6がも

ともと予定していた４ヶ所です。これに対

し、新たに点検が必要となったのがB2・B5

・B6、またB3・S6もありますが、故障した

時期が違っているため、これも臨時に点検

が必要となったものです。 

・昨年の４月以降、農林水産省は、開門

によらない基金による和解を表明してお

りますので、開門前提ではなく、調査を

実施しています。 

例えば調整池では、アオコが発生すれ

ば水質に影響が出ますし、ユスリカが発

生すれば付近の住民の皆様にも迷惑をも

たらします。このため、水質の状況を調

べることで事前に発生予測をします。門

の外側では、赤潮が発生しそうであれば

事前にお知らせすることにも活用してい

ます。 

また、このデータは５年に一度行う諫

早湾の水質モニタリングの評価にも使用

します。 

②平成29年度川辺川農業水利事業人吉市

計画変更等同意徴集補助業務委託事業

（第1回変更） 

・３条資格者とは何ですか。 ・土地改良法第３条に、土地改良事業を実

施する際に資格者となる人を定めており、

これを３条資格者と呼んでいます。 

土地改良事業は、当該事業の受益地に最

も深い利害関係を有する者の意思に基づい

て行うとされています。また、費用を負担

して頂く必要もあります。同じ公共事業で

も道路や河川と異なり、農地を対象とする

ので、一定の農家負担があります。こうし

た事業に参加する方々、具体的には土地の
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・受益者は相応の負担をするという覚悟を

もった人たちですね。 

・相当の人数がいらっしゃるのですか。 

・確認ですが、人吉市の職員に同行しても

らうということで、人吉市にお金を払う契

約内容ですね。その当初契約を平成29年４

月３日に430万円で締結し、その後実施した

際の実態に応じ、金額が約30万円に減額し

たのは平成30年３月７日付けとなっていま

す。人吉市にしてみれば、430万円入ってく

るはずが、ふたを開けてみたら約30万円に

減額になってしまうのですが、いいのでし

ょうか。 

・当初契約時は、人吉市職員に同行しても

らわないと、やりとりが相当難しいとの考

えがベースにあったのですね。それが、同

行してもらわなくとも、国の職員で十分対

応できたという結果だったのですか。 

・前準備が非常に効いた、ということです

か。 

・今回のように、予算を組んでおいて執行

せずに済んだ場合、その予算はどういう形

で処理されるのですか。 

・予算を回すということは、どこかで予算

は執行されていくわけですか。 

・契約の相手方も官公庁ですから、３月も

早めであれば他に回せるでしょうが、これ

が３月末であれば返すこともあるのです

か。 

所有者や耕作者などについて、土地改良法

上で詳しく規定されています。 

土地改良事業の参加や負担については、

３条資格者の意思を確認する必要がありま

す。今回であれば計画変更について同意徴

集を行い、その上で事業を行う仕組みにな

っています。 

・土地改良事業はもともと申請事業です。

地元の方から、例えば水が足りない等のま

とまった要望が県を通じてあれば、国が調

査し、計画を作って示します。これに同意

を得た上で事業を着工する仕組みになって

います。 

・はい。関係市町村の全体で約8,000人、本

件委託事業の対象である人吉市ですと 

約1,400人に上ります。 

・内容の確認については、人吉市から実績

報告を受けています。何人同行したか、互

いに途中の段階で確認しており、いきなり

減額ということではなく段階を踏んでいま

す。 

・はい。利水訴訟も受けた上での同意徴集

ということで、新聞広告を掲載するなど事

前の準備をしました。それが功を奏したの

か、やってみると国の職員だけで同意徴集

ができ、結果として大きな減額となったも

のです。 

・はい。 

・同意徴集以外にも経費を必要とすること

がありますので、そちらに予算を回して執

行しました。 

・はい。 

・なるべく、年度末になって予算を返すこ

とがないように努力しています。毎月、業

務の状況について確認しています。 
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・前もって見込みを立てないと予算の執行

は難しいでしょうね。 

・当初契約金額を、当初の対応日数204日で

割ると、１日２万円くらいになります。こ

れが変更後の８日で割返すと、16万円くら

いになります。基本料金などがあるのです

か。 

・農地の区画整理などで農業委員会を通じ

て土地所有者に通知するなどしますが、３

条資格者は農業委員会とは別ですか。 

・はい。 

・実際の作業内容として、戸別訪問の準備

は職員Ａ１名、戸別訪問はエリア毎に職員

Ａ・Ｂ・Ｃの計３名、三条資格者の確認は

また別の職員と、班編制を組んでいます。

それぞれの職員の給与をもとに単価を算出

していますので、日数での計算とは合いま

せん。 

・少し異なりますが、農地の所有状況を調

べる際に農業委員会のデータも参照するこ

とがあるので、その意味では密接な関連が

あります。 

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。 


