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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１１月１２日） 

開催日及び場所 平成３０年９月２０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 福西武夫（弁護士）    久峨正義（公認会計士） 

大津孝典（税理士）   田端洋昭（ジャーナリスト）

審議対象期間 平成３０年４月１日～平成３０年６月３０日 

審議対象案件  ３０７件 うち、１者応札案件８１件

   契約の相手方が公益法人等の案件４件

抽出案件 

   ７件 うち、１者応札案件３件

（抽出率２．３％） （抽出率３．７％）

   契約の相手方が公益法人等の案件１件

           （抽出率２５．０％）

抽

出

案

件

内

訳

工事 一般競争  ４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  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  ２件   うち、１者応札案件２件

   契約の相手方が公益法人等の案件１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）  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３０年度第１・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年度沖永良部農業水利事業左岸

排水遊水池整備工事 

・落札率が98.8%と高い理由についてはどう

考えていますか。 

・企業評価及び技術者評価の細目あるい

は審査項目は、入札者にはあらかじめ公

表されていますか。 

・入札執行調書を見ると、価格だけなら

（株）甲斐組が若干安いが、企業評価と

技術者評価で（株）宗岡組に逆転されて

います。審査項目がわかるなら、低かっ

た点を改良していくといった努力ができ

るのではないかと思ったのですが、その

ような理解でよろしいですか。 

・３社とも沖永良部島にあるのですか。

・前回の工事も同じ業者ですか。 

・本件は、現場条件や梅雨期を挟む土木工

事であることから、雨が続いた場合、非常

に作業効率が悪くなると業者側が判断した

と考えられます。 

また地域要件として、鹿児島県内に本社

・本店があることとしていましたが、本件

のような小規模の工事については、島外か

ら人員を派遣させてまで体制を作るとはな

り得ないのが実情です。高度で大規模な工

事でなければ、島内の業者が受注している

のが全体的な状況と言えます。 

 こうした状況から、ある程度限られた業

者による入札となったため、内地に比べる

と競争性が確保されにくく、結果的に落札

率が高くなったものと考えます。 

 さらに、工事内容が掘削や石積みなど、

一般的な土木工事であり、公表されている

施工歩掛や単価を適用できることから、設

計金額に近い積算額の積み上げが可能とい

うこともあると推測されます。 

・工事を公告する段階で、入札説明書を配

布し、その中で審査に係る項目を全て公表

しています。 

・はい。たとえば地域貢献ですとか、そ

ういった項目で点数がとれていないとい

うことを把握できますので、努力して点

数を取って頂ければ、競争の状況も変わ

ってくると思います。 

・はい。３社とも島内です。 

・島内の違う業者が施工しています。 
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・沖永良部島内の業者だと数が限られる

でしょうね。奄美大島まで含めば、もう

少し多くの業者数になるのではないでし

ょうか。そういったところからの応札は

なかったのでしょうか。 

・前回の入札の参加業者は、この３社で

はなかったのですか。 

・（株）宗岡組は初めての受注ですか。

・本件は、鹿児島県内に本社・本店があ

る業者を募集の対象として公告しました

。しかし、結果としては、応募があった

のが島内の３社だったということです。

・前回は、（株）甲斐組、（株）久保建

設及び（株）宗岡組の３社でした。 

・本件のような、浸透池に関する工事は

初めてです。ただ、他に管水路の工事も

島内で実施しており、こうした島内の業

者が多く施工している状況です。仮に鹿

児島市内の業者ですと、重機の確保にし

ても労務者の確保にしても費用がかさむ

ためと推測します。 

②平成 30 年度大野川上流農業水利事業

大蘇ダム地下水位観測機器交換工事 

・交換工事はどのくらいの頻度で行います

か。 

・事業工期が昭和53年度から続いている

中、今回１者応札ということですが、前

回の交換も中央精機（株）が行ったので

すか。仮にここだけが実施しているとす

れば、つながりが深くなってしまうかと

思います。 

・もともと作って設置したのは同じ業者

ですか。 

・役務の場合もそうですが、最初に設置

した業者が、以後の点検等も行うことが

多いですから、そうなれば入札参加者も

特定されてきますね。 

・交換したのは電池だけですか。 

・貯水池の左岸側及び右岸側の約70カ所

に地下水位計を設置し、水位の挙動を観

測していますが、機器が故障したりデー

タが取れなくなったりしたら交換します

。今年は６月から試験湛水を開始しまし

たので、その前までにはきちんと整備す

る必要があるため実施しました。 

・調べて後で回答します。 

・調べて後で回答します。 

・精密機器の場合、最初に設置した業者

が補修やメンテナンスを行うことが多く

なる傾向にはあると思います。 

・上部にセンサーが入っていますが、そ

の箇所も交換しています。 

・（過去の設置・点検に係る契約状況に

ついて、調べた結果を回答） 

まず、当初の設置工事は、平成19年度

に、川崎地質が実施しています。次に、
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・交換する機器に互換性がないのなら、

最初から「この業者」と決まると思いま

す。 

平成25年度には、日本基礎技術（株）が

実施しています。 

ここで使用している水位計については

、一般的な仕様の流通品です。設置した

者以外、交換工事を実施できないという

ことではありません。 

③平成29年度玉名横島海岸保全事業資材

置場整備他工事 

・入札に参加した２社ともに、技術者評価

が非常に低いのですが、仮に両社ともに０

点だった場合でも、受注できるのでしょう

か。 

・落札率が高いのは、それほど難しい施

工ではないからですか。 

・今回のように、予定価格を上回る社が

出ることはままあるのですか。 

・予定価格を超過した前田建設は、どの

項目を高めに積算していたのでしょうか

。 

・技術者の資格要件として必要な資格や経

験を持っていないということで、その技術

者に資格がないとの判断をすることはあり

ますが、総合評価の点数が０点であること

をもって、競争参加資格がないという判断

をすることはありません。 

・工事内容自体は単純ですので、比較的

受注しやすいと思いますが、予定価格超

過の業者もありますので、そこは業者の

積算に若干見込み違いもあったかもしれ

ません。 

現在、熊本県においては、こういった

小規模な整備工事について、業者が集ま

らない状況がいまだ見受けられます。こ

のため、価格を落としてまで落札しよう

という状況に至っていないようです。 

・はい。 

・入札時に、入札書と一緒に見積もりの

内訳書を提出します。細かいところまで

はわからないのですが、大きな項目を見

ますと、暗渠排水工、共通仮設費及び現

場管理費について、予定価格より少し高

くなっています。 

④平成29年度筑後川下流右岸農地防災事

業兵庫東部線（若宮工区）他工事（第2回変

更） 

・業者は、当初契約の時点で落札率を知り

得ますか。 

・予定価格もわかるのですか。 

・当初契約に係る入札の落札者決定後、

入札執行調書を必ず公表するルールとな

っています。これを見れば、自社が何％

で落札したかがわかります。 

・入札執行調書には、予定価格の税込み
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額及び税抜き額、並びに各社の入札価格

が記載されています。これで落札率がわ

かります。 

（２）抽出業務 

①平成30年度調整池流域対策調査検討業

務 

・一朝一夕でできるような内容ではないと

思いますが、どのくらいの期間がかかりま

すか。 

・毎年、入札にかけているのですか。 

・業者は毎年変わっていますか。 

・指名競争入札ですから、入札参加者が限

られるのではないでしょうか。 

・では、金額も、ある程度わかっているも

のですか。 

・この業務はいつまで行うのですか。 

・行動計画は、既にできていますか。 

・調査項目は農政局が作るのですか。そ

れとも、業者が提出する提案書からつく

るのですか。 

・ここ５年の入札も、これくらいの落札

率ですか。 

・平成20年度に事業完了して以降、実施し

ています。なお、本件の業務期間は１年で

す。 

・はい。 

・昨年とは変わっていません。それ以前

も変わっていなかったと思います。 

・過去５年間はこの業者が落札していま

す。 

・年度によって項目が異なることもあり

、昨年度とは若干異なる業務内容ではあ

りますが、少なからず共通する項目もあ

ります。 

・長崎県が策定した「諫早湾干拓調整池

水辺環境の保全と創造のための行動計画

」の中で、関係機関が調整池の水質保全

に取り組んでいくという行動計画が立て

られており、水質保全の効果が一定程度

得られたと判断されるまでは関係機関が

取り組むこととなっています。九州農政

局も関係機関に入っていますので、水質

の予測・監視を今後も行っていく予定で

す。 

・現在、第２期行動計画が進んでいます

。 

・農研機構の水質に詳しい研究者に、水

質改善に効果がある対策について相談し

たり、水質検討委員会に入っている長崎

県の研究部門の方に相談したりしながら

調査項目を作成しています。 

・はい。なお、通常は公表された積算基

準に基づいて積算しますが、本件は標準

的な積算基準に該当しない調査項目です

ので、詳しい業者を選んで事前に見積も

りをとり積算の基礎としています。その



- 6 -

・最初に見積もりを取る業者は決まって

いるのですか。 

・見積もりを取るのは１社だけですか。

・５社の見積もりの平均値を使うのです

か。 

・落札した（株）日水コン九州支所は事

前の見積もり業者の中に入っていました

か。 

・（一財）九州環境管理協会は福岡の業

者ですか。 

・（一財）九州環境管理協会はこれまで

も応札していましたか。このような業務

を実施できるということでしょうか。 

基礎とした資料は、入札公告の際、歩掛

表として示すため、高い精度での積算が

可能だと思われます。 

・AGRIS（農業農村整備事業測量調査設計

業務実績情報サービス）というシステム

があり、ジャンル毎の過去の受注実績と

いった条件を入力して該当する業者を検

索することができます。これを用いてリ

ストを作成し、その中で受注件数が上位

の業者に見積もりを依頼します。 

・５社です。 

・最低額を採用します。最低額を採用す

ることは積算基準に定められています。

・入っています。 

・福岡です。 

・今年、別の業務発注では落札していま

す。こういった分野ではかなりの実績が

あり、良い精度で成果も出しています。

（３）抽出物品・役務等 

①平成30年度鹿児島県拠点他一般定期健

康診断等業務の単価契約 

・鹿児島県では、だいたいこの業者になる

ものですか。それぞれの県で、だいたい同

じ業者が出てくるのではないでしょうか。

・ここは財団ですね。昨年度応札したも

う１社も財団ですか。 

・落札金額も毎年だいたい同じ状況です

か。 

・県ごとには違いますが、そのとおりです

。なお、鹿児島県は今回１者でしたが、そ

れまでは２者応札がありました。 

・公益社団です。 

・はい。落札率も、平成29年度は84%、平

成28年度も84%程度で推移しています。

②平成30年度官用自動車点検等業務単価

契約 

・業者は久留米市所在ですね。他にも自動

車整備会社は多いと思いますが、なぜ１者

応札でしょうか。 

・対象となる庁舎が点在するため、自動車

の搬送などに手間がかかることから、入札

参加者が少なくなっていると推測していま

す。 
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・今回受注した業者がずっと受注している

のですね。 

・受注した業者は有限会社ですが、手広く

できるのですね。 

・一台一台、自動車によって部品も違うと

思いますが、「この自動車はおおむねこの

くらいの価格」という形での契約ですか。

・はい。昨年も同じ業者でした。 

・そうです。 

・予定数量を当方が仕様書にて示し、単価

を入札参加者が書き込み総額で入札する形

です。たとえばバッテリーは自動車の種類

毎に単価が異なりますし、タイヤも自動車

によってサイズが違います。 

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。 


