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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２９年４月１７日）

開催日及び場所 平成２９年３月２２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１０月１日～平成２８年１２月３１日

審議対象案件 １３８件 うち、１者応札案件１２件

契約の相手方が公益法人等の案件１件

１０件 うち、１者応札案件２件

抽出案件 （抽出率７．２％） （抽出率１６．７％）

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 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） 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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意見・質問 回答等

委員からの １．平成２８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大野川上流農業水利事業大蘇ダム浸透

抑制対策建設工事

・意見・質問なし

②平成27年度嘉瀬川上流農地防災事業北

山ダム洪水吐上屋建築工事

・最初の入札が不落だったとのことです ・２社でした。

が、応札者は何社でしたか。

・今回、標準積算と実勢価格に乖離を生じ ・3,400万円程度の積算価格に対して、応

たことにより不落となったため、見積活用 札価格が約700万円程度高くなっていまし

方式を採用したとのことですが、どのくら た。

い差があったのですか。

・700万円高いことで、乖離があると判断 ・はい、全体的な傾向として、建築工事の

したのですね。 場合、ある程度大きなロットの工事ですと

我々が用いる標準価格と実勢価格が合って

くる傾向にありますが、今回のような小規

模な建築工事では乖離が発生することが多

くあります。

また、最初の入札が不落となったことか

ら入札参加者にアンケートをしたところ、

熊本地震の影響で下請契約の上昇及び資材

価格が高騰しているとの回答もありまし

た。

・２回目の入札の参加は１社だけですね。 ・応札者が１社である場合に、そこが出し

２回目は見積活用方式ということで、この た見積の妥当性があるのか、ということか

会社の見積を活用した結果、落札率は99.8 と思います。５社、10社と応札者が出てく

%と非常に高くなっています。１社だけの れば客観性の面で理想的ですが、現実とし

見積をそのまま予定価格に活用するのは、 て、当該工事を公募した結果、１社しか応

客観性の面でどうなのかと疑問に思いま 募は無く、「この価格でこの工事を実施す

す。業者は少しでも高くして採用してもら ることが可能」とし提出された見積である

おうとするでしょう。正当な見積かどうか、ことから、本工事を実施するための実態ベ

見積額の精査と言うか、客観性の担保はで ースの価格であると考えます。

きるのですか。今後も同じようなケースが

出てくるのではないかと思います。 １社からの見積ということで、業者が見積
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意見・質問 回答等

を高くするのではないか、という可能性が

懸念されますが、業者は自分だけが見積を

出していることは、わからない状態です。

国は「こうした条件で応札して下さい。

応札する場合は見積を出して下さい」と広

く公告します。業者が見積を出すにあたり、

自分しかいないとわかっていれば当然高い

価格にするはずですが、誰が出してくるか

わからない状態ですので、大きく引き上げ

ることは難しくなります。

見積が妥当であるかを見ることは当然必

要と考えています。おかしいと思われる場

合は、ヒアリングまで行うことがシステム

上決まっており、チェックすることとなっ

ています。

見積提出業者にとっては「誰が参加して

いるかわからない」ため、価格を高くしよ

うとするインセンティブに対して抑止力が

働きます。これが一般競争の最大の意義で

あると考えています。

なお、出された見積価格をそのまま使う

のではなく、中身をしっかり見なければな

らないことはご指摘のとおりと考えます。

・元々の入札で実態と乖離したためとのこ ・トータルで言うと、当初の予定価格から

とですが、２回目で業者から出させた見積 700万円程度の加算された結果になってい

額ともともとの予定価格との差はどれくら ます。

いになったのですか。

・予定価格と実勢価格との間で乖離が生じ ・一般的な傾向として、標準価格はロット

た理由として想定したものは何ですか。 の大小を加味していないことから、比較的

大きな工事では採算が合う傾向があるのに

対し、小規模の建築工事では採算が合わな

い場合が多くあるようです。また、今回の

現場はダム天端部にあり、特殊な場所での

建築工事です。こういった現場条件も乖離

が生じた理由ではないかと考えられます。

・乖離が生じた場所は分かりますよね。そ ・ご指摘のとおり、乖離が生じるとわかる

れを次回以降の工事で予定価格を算出する のであれば、以前の工事で適用した価格を

際の参考にしていますか。 次の工事で使えばいいのでしょうが、標準

積算を使うというルールがあります。現場

条件がいろいろと異なりますので、以前の

工事で適用した価格では高くなりすぎる恐

れもあります。まず標準積算で入札を行い、

落札しないとき、その事実をもって標準積

算を見直すということを他の現場でも行っ

ています。
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意見・質問 回答等

③平成28年度筑後川中流国営施設機能保

全事業山田堀川用水路改修工事

・１社が入札辞退ですが理由は何ですか。 ・入札辞退届出書には「当初受注の他工事

において技術者の増員があるため」となっ

ています。つまり、この工事における配置

予定技術者が、別の工事に配置されること

となったためです。

④平成28年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業郡築海岸潮遊池護岸復旧工事

・意見・質問なし。

⑤平成27年度大野川上流農業水利事業大

蘇ダム浸透抑制対策盛立試験その他

（整備）工事（第1回変更）

・意見・質問なし。 ・

⑥徳之島用水（一期）農業水利事業徳之

島ダム小水力発電設備据付建設工事

・発電した電力はどう活用される想定です ・電力会社に売電し、その収入を、農家が

か。 作っている土地改良区という団体が施設を

管理する費用に充当します。

・何キロワットという契約を電力会社と結 ・はい。今回、固定価格買取制度（ＦＩＴ）

んでいるのですか。 を活用し、工事の進捗に併せて、電力受給

契約に向けた手続きを実施しているところ

です。

適地があれば、再生可能エネルギーの活

用には前向きに取り組んでいるところで

す。

・国の機関と地元が共同で主体を作って運 ・財産権は国が持ち、管理は土地改良区に

用しているのですか。 管理委託しています。管理に関する費用は

全て土地改良区が持つことになります。し

たがって、売電収入は土地改良区経由で管

理費用に充当される仕組みです。なお、対

象は発電施設だけでなく地区の土地改良施

設全体の管理費用です。発電施設を管理す

るための新たな主体を作るのではなく、既

存の団体を活用して運用していることにな

ります。
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意見・質問 回答等

（２）抽出業務

①平成28年度沖永良部農業水利事業中央

管理所実施設計業務

・簡易公募型プロポーザル方式において、 ・評価点数の内訳は、各社に必ず返します。

技術提案書の評価結果は、提案書を作った ただし、自社の点数と内訳はわかりますが、

方々に還元されますか。 他社の内訳まではわかならいようになって

います。

②平成28年度福富海岸保全事業施設整理

台帳等作成業務

・１回目で低入札となっていますが、落札 ・単純に価格競争として落札しています。

できなかったということですか。 ただし、調査基準価格を下回り低入札とな

ったため、履行と品質確保の確実性を確認

するための調査を行っています。その結果、

業務の実施が可能であるとの判断をして契

約に至った次第です。

プロセスとしては工事も業務も同じで調

査を行います。工事では、調査するとなっ

た場合、資料を整えるのが大変なので辞退

するケースが一般的で、契約に至ることは

多くはありません。今回のケースは調査を

受けたということです。なお、工事の場合、

低入札だと総合評価で点数が低くなりま

す。結果として落札候補者になりえないこ

とも、工事の低入札で落札が少ない一因で

す。

・今回はあまりにも落札率が低いですね。 ・実際のところ、近年低入札で受注に至る

内容確認の結果、調査基準価格を下回って ことは非常に少なくなっています。今回は

も履行できると確認できたのなら、そもそ レアなケースと言えます。もし頻発すれば

も調査基準価格は適正なのか、もっと安く ご指摘のとおり調査基準価格の見直しを考

できるのか、検討や見直しをしないのです えなければいけません。

か。技術やコストが安くなるのなら、それ ではなぜ低入札で受注したのかですが、

を織り込んで算定の参考とすべきではあり 今後、完了する国営事業が増えるに伴い、

ませんか。 この種の業務が増えると見込んで、実績が

欲しかったため、価格を下げてでも受注し

たいとのことでした。価格の中身をチェッ

クしたところ、人件費をカットしています

が、社員に支払う給料は減額せず、会社の

他の利益から補填する形で入札価格を抑え

ています。このことから、品質の確保は出

来ると判断しています。

・他の業者も低い価格であれば見直す必要 ・はい。

があるのでしょうが、この会社だけが低い

ので、やはりレアケースでしょうね。
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意見・質問 回答等

・履行はいつまでに終えるという期間の縛 ・工期は130日とあらかじめ示しおり、だ

りはありますか。 らだらとはできないよう縛っています。

（３）抽出物品・役務等

①平成28年度徳之島用水(二期)農業水利

事業徳之島揚水機場ポンプ設備保守点

検工事

・このポンプ自体も（株）酉島製作所で作 ・はい。

ったのですか。

・だから１社応札となったのでしょうね。 ・点検の仕方はどのメーカーでも変わらな

他のメーカーの設備を点検するのは難しい いのですが、動作の保証をしなければなら

のですか。 ないことや、点検結果によっては部品の交

換につながっていくので、自社で作ったも

のでないと判断しづらい面も実際問題とし

てはあると考えます。

国としては、点検なので広く参加して下

さいとの立場であり縛りはかけていません

が、ポンプは受注生産で各社オリジナリテ

ィもあるため、こうした結果になる傾向が

あります。

・合理性はあるのでしょうね。 ・私たちとしても他のメーカーを排除する

ものではなく、間口を広げるということで

対応しているところです。

②平成28年度農家説明会に係る新聞広告

・どの位の頻度で掲載するのですか。 ・年３回です。

・記事の大きさはどの程度ですか。 ・Ａ２サイズ見開きです。人吉新聞は小さ

いので、普通の新聞で言うと１ページサイ

ズです。

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。
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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。


