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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：令和２年１月２３日） 

開催日及び場所 令和元年１２月１９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 北里敏明（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 令和元年７月１日～令和元年９月３０日 

審議対象案件  １３８件  うち、１者応札案件３４件

    契約の相手方が公益法人等の案件３件

抽出案件 

   ８件  うち、１者応札案件５件

（抽出率５.８％） （抽出率１４.７％）

    契約の相手方が公益法人等の案件０件

           （抽出率０％）

抽

出

案

件

内

訳

工事 一般競争   ４８件  うち、１者応札案件９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    ３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   ４１件  うち、１者応札案件９件

    契約の相手方が公益法人等の案件０件

指

名

競

争

公募型競争    ０件 

簡易公募型競争    ６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   ２３件  うち、１者応札案件１０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   １２件  うち、１者応札案件４件

    契約の相手方が公益法人等の案件３件

指名競争    ０件   

随意契約（企画競争・公募）    ３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０件

随意契約（その他）    ２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．令和元年度第２・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30年度沖永良部農業水利事業 

 中央管理所機械設備外工事 

・躯体工事と分けるというのは、通常行うも

のですか。 

・分割するとどう違うのですか。 

・躯体工事は第２四半期より前に発注した

のですか。 

・躯体抜きでこの金額（101,200千円）とい

う事ですか。 

 躯体工事はいくらだったのですか。 

・分割しなければどの位だったのですか。

・分割しない方が安かったという事ですか

。 

・離島だから高くなるのですか。 

・工事内容として、色々な工種がある割に

予定価格とさほど変わらない落札額だっ

たのはなぜですか。 

・当初は、一体の工事として入札を行

ったところ、入札への参加者が無く

不調に終わり、２回目の入札でも不

落となったため、建築と機械を分割

 して発注手続きを行ったものです。

・業者もそれぞれ専門分野があり、分

割することで参加しやすくなります

。 

・当工事の１ヶ月前に発注しました。

・はい。躯体工事は、112,200千円で

した。 

・分割前の設計金額は、税抜きでおよ

そ162,000千円でしたが、機械設備

の部分で単価が大きく違っていまし

た。 

・今回は単価が折り合ってなかったの

で、見積活用方式を採用し発注した

ことで、分割しない方が安い結果と

なりました。 

・それもありますが、建築工事は非常

に高騰しており、官側の積算との乖

離が大きくなっています。 

・本件については、前々回は不調、前

回は不落に終わったため、今回は見

積活用方式を採用し、乖離のあった

部分について入札参加業者から事前

に見積りをもらい、市場価格等を審

査し、歩掛かりを提示して入札を実

施しています。また、ほとんどの部
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・見積活用方式はどういう場合に採用する

のか通達等で決まっているのですか。 

・受注業者は島内の業者ですか。また、島

内の業者数はどのくらいですか。 

・それでも１者しか入札に参加しなかった

のですか。 

分で歩掛かりが公表されていますの

で、予定価格と変わらない積算が可

能です。 

・不調・不落があった場合に採用する

事となっており、Ｈ26年から施行さ

れています。具体的には、官側の標

準積算と実勢価格が乖離することが

想定される工事について、入札参加

者から当該工種にかかる見積書の提

出を求め、妥当性が確認できた見積

価格を予定価格の基となる積算価格

に反映する方式です。 

・島内の業者です。また、本工事に該

当するＢ・Ｃ等級では、４者です。

県内では150者ありますので、競争

性を確保するため、要件を県内まで

拡げています。 

・全国的に仕事が大変多くある状況で

、かなりの人が島外に出ている可能

性があります。 

②平成30年度筑後川下流右岸農地防災事業 

  川副１号線（犬井道東その4工区）工事

・この工事はやりやすいから入札参加者が

多いのですか。 

・施工方法はどこも大体同じですか。 

・何年おきに改修するとか決まりがあるの

ですか。 

・この地域では、国営以外にも昔から

ある工事ですので、ノウハウを持っ

た業者も多く、参加しやすいと思わ

れます。 

・国営ではほぼ同じです。 

・何年おきという決まりはありません

。小規模な補修等はあるかと思いま

すが、本事業のような大規模な改修

は当分見込まれないと思います。 

③令和元年度嘉瀬川上流農地防災事業 

  北山ダム貯砂施設(嘉瀬川)その他工事

・抽出工事以外に北山ダム貯砂施設(初瀬川

)工事という工事もあり同様な工事と思わ

れますが、契約金額が大きく違うのはな

ぜですか。 

・応札者数も当工事が１者に対し、初瀬川

の方は８者あり、この違いは何ですか。

・同様な工事ですが、初瀬川の方が少

し規模が大きいためです。 

・規模の違いもありますが、当工事は

貯砂施設の他に法面保護工があり、
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施工箇所が点在している事に抵抗感

があったと思われます。20者が資料

のダウンロードをしているのですが

、同様の工事なら条件の良い方が好

まれたという事だと思います。 

④令和元年度川辺川農業水利事業 

 水源施設（山江２－１）工事 

・２回公告して２回とも入札不調となる理由

がよく分かりませんが。 

・随意契約とした理由の中で、地元調整の内

諾も得たとありましたが、どういうことで

すか。 

・この業者はどういう経緯で選ばれたのです

か。 

・他の業者はそれほど忙しいという事ですか

。 

・随意契約の場合、条件や予定価格は最初の

入札から変えてはいけないという事ですか

。 

・アンケートを実施したところ、熊本

地震の関係で、地域の業者が熊本市

内やその近郊へ出払っているため、

入札に参加してもらえなかったとい

う事です。 

・工事施工のための借地、営農等の調

整が出来ていたということです。 

・入札参加要件がありますので、資料

をダウンロードした者の中で入札の

条件を当てはめ、発注者側で順位付

けをし、その順番で契約の意思の有

無について聞き取りを行いました。

 この者に至るまでに６者が受注困難

と判断され、７者目でやっと請けて

もらえる事になり、見積りの上、契

約となりました。 

・災害復興工事を優先しなければなら

ないという事があるようです。 

・予算決算及び会計令第９９条の２に

示されるとおりであり、特定の者に

有利となるような条件とならないよ

うにしています。 

（２）抽出業務 

①令和元年度筑後川下流右岸農地防災事業 

  積算参考資料作成（東部）業務 

・工事の前にこういう業務を発注するのは

初めてですか。 

・こういう業務を出すことで変更契約をし

なくて済むのですか。 

・この事業所では初めてですが、他の

事業所等では実績がありますし、積

算参考資料に関係する業務の実績と

しては、過去10年間に農林水産省全

体で62者の実績があります。 

・細かい変更はあると思いますが、大

きな変更は無くなります。 
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②令和元年度地区調査 駅館川地区ダム耐震

  対策検討業務 

・本社はどこで、規模はどの位ですか。 

・この受注者はダム関連の業務を多く受注

しているようですが。 

・本社は愛知県で、規模の大きな会社

です。 

・農林水産省において、確かにかなり

の割合で受注しているようです。ノ

ウハウを持った業者に偏っているこ

とが考えられます。 

（３）抽出物品・役務等 

①令和元年度 乗用車外の交換購入 

・４台下取りで５台購入ですか。 

・下取り車は普通車ですか。 

・下取りと購入を分ける事はしないのです

か。 

・入札に遅刻するという事は通常考えられ

ないと思いますが。 

・日産に限っているのですか。 

・入札金額は、購入から下取りを差し引い

た額ですか。 

・下取り車の内、１台は走行距離が少ない

ようですが。 

・交換の基準は前からあったのですか。 

・市販価格より随分安価になっているよう

ですが、何割程度安いのですか。 

・１台は増車となります。 

・普通車です。 

・通常は交換という形をとっています

。 

・通常あり得ないと思いますが、入札

時刻を勘違いしていたようです。 

・違います。下取り車はたまたま日産

のみですが、他のメーカーも参加で

きる仕様になっています。 

・そうです。 

・他の３台と比べて距離は少ないので

すが、15年が経過しています。 

・予算要求の基準としては、12年以上

経過、10万キロ以上のものは交換で

きる事になっています。 

・割合は分かりませんが、通常個人で

買うよりもかなり安いと思います。

 ②令和元年度国営造成水利施設ストック 

マネジメント推進事業 九州農政局国営農

業用ダム安全性評価委託事業 

・先程（2.(2)②）の駅館川地区ダム耐震対策

検討業務との違いは何ですか。 

・先程の業務については、安全性の無

いダムについて具体的な耐震対策工

法の検討を行うもので、当業務は、

ダムが安全性を有しているかどうか
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・この受注業者は九州の業者ですか。 

・過去にも実績がありますか。 

・金額はどうやって決まるのですか。 

・今回の業務の評価の対象は何ヶ所ですか。

・学識経験者とは大学の先生ですか。 

 の評価を行うものです。 

・東京です。 

・九州での実績はあります。 

・契約候補者の企画提案書（見積書）

に基づき算定しています。 

・今回の業務では６基を対象としてい

ますが、順次評価を行い、最終的に

は全てのダムの評価を行います。 

・今回の提案書の中では、ダム工学、

地盤工学、地質学、構造工学という

ような各分野の大学教授または名誉

教授などとなっています。 

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 

・同じ理由でも指名停止期間に違いがあるの

は何故ですか。 

・９者が指名停止となった案件では、

基本的な指名停止期間は２ヶ月です

が、うち５者は課徴金減免制度の適

用を受けたので２分の１の１ヶ月と

なります。残り４者は原則どおりの

２ヶ月となりますが、うち大成ロテ

ック株式会社は、平成25年度に指名

停止を受けた後に繰り返された違反

行為であるため、２倍の４ヶ月の指

名停止となっています。 

委員会による意見の具申又は勧告の内容  無し 

［これらに対し部局長が講じた措置］  無し 

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。 


