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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７月１１日）

開催日及び場所 平成２９年６月１４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 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） 杉本知寛（税理士）

審議対象期間 平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日

審議対象案件 ３３６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

１０件 うち、１者応札案件６件

抽出案件 （抽出率３．０％） （抽出率６０．０％）

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 ６件 うち、１者応札案件４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 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１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４・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28年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業和鹿島海岸潮遊池護岸復旧工事

・落札率99.2％はかなり高い数値だと思い ・工事の積算に必要な標準歩掛や単価は公

ますが、どのような理由が推察されますか。表しています。また、過去の工事の積算書

も開示請求が可能です。さらに、精度の高

い積算システムが民間に普及しています。

このため、高い精度の積算が可能な環境に

あります。この他、熊本地震の関連で工事

が多く出ているため、競争性がはたらきに

くい状況であると考えています。これらが

理由と推察します。

補足しますと、他に落札率が高い理由と

しては、入札参加者に金額を抜いた設計書

を配付するため、精度の高い積算が可能と

いうことがあります。また、本件は２回目

の入札で予定価格より14万円低い価格で落

札となっています。大きく価格を下げてま

で受注しようという考えがないのでは、と

いうことが入札金額からも推察されます。

・１回目の入札で予定価格をオーバーし、 ・何社参加しているかは、落札決定して契

再度の入札で落札していますが、この会社 約するまで分からない状態です。

が自社しか入札に参加していないというこ また、やりやすい工事には多くの業者が

とが分かれば、高く入札すると思います。 集まりますが、工事によっては１、２社し

状況的に分かるのでしょうか。 か参加しないこともあります。

この工事は施工箇所が３箇所もあるた

め、調整や移動に手間が掛かると判断され

たかも知れません。業者が高くつきそうだ

と考えて入札し、予定価格ぎりぎりのライ

ンとなった可能性はあります。

・人件費や材料費が上昇しているとした ・単価の見直しは毎月行っています。何％

ら、発注者側の単価見直しが追いついてい 変動したら見直すという一定の基準を設け

ない可能性はないでしょうか。見直しの頻 ています。とはいえ、価格が上がったとい

度はどうなっていますか。 う実績をもって単価を見直す仕組みである

ため、時間的なずれは出てしまうのが実情

です。業者側からすれば、まだまだ費用が

高いのに発注者側は見てくれていないとの

声がゼロにはならないところです。
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意見・質問 回答等

農政局では、熊本地震の影響を考慮し間接

経費を底上げする措置を講じている他、新

年度の人件費単価を前倒しして適用するな

どの対応を行っているところです。

・先ほど、入札参加者が１社であることは ・十数年ほど前まではご指摘のとおりでし

本人には分からないとの説明がありました た。今は電子入札が導入されており、各自

が、入札は「何月何日何時にどこに集合し のパソコンを介して入札するため、会場に

て下さい」と呼びかけて行うものではない 来ることがなくなりました。そのため分か

でしょうか。そうすると何社参加している らない、ということです。

か分かるはずです。入札の状況を教えて下

さい。

・今回のように、１回目の入札で予定価格 ・１回目の入札参加者全員に通知します。

を超過したため２回目の入札を行うという

ことは、参加者全員に知らせるのですか。

・２回目の入札は日を改めて行うのです ・目安として30分程度空けて２回目の入札

か。その日のうちに行うのですか。 を行います。何時何分までに入札して下さ

いという旨を電子入札システム上のメール

で通知します。

・あまり時間的余裕を与えない方がいいの

かも知れませんね。

②平成28年度筑後川下流農業水利事業多

久導水路他水管理制御施設工事

・入札参加者が１社である理由は、特殊な ・この工事は電気通信設備の新設ではあり

設備のため、施工できる業者が少ないから ますが、平成26年度に設置したシステム全

ですか。 体を管理する中央管理所の設備に接続する

工事です。電気通信工事においては、他社

の設備との互換性について十分な保証がで

きないとの理由から、入札参加者が少ない

状況です。今回もそういった事情に起因し

たものと考えます。

・平成26年度の中央管理所も今回と同じ会 ・はい。同じ愛知時計電機（株）です。

社が受注しているのですか。

・仮に、企業評価と技術者評価が合計０点 ・ご指摘の様な最低点に関する仕組みはあ

であったりマイナスであったりしたとして りません。競争参加資格を満たし、欠格事

も、１社しかない場合はそこに決まるので 項に該当しない限り入札に参加することが

すか。例えば、最低点が決まっていて、そ 可能で、落札者となることができます。

れを下回る場合は、その業者には決まらな

いなどという仕組みにはなっていないので

すね。
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意見・質問 回答等

③平成28年度大淀川右岸国営施設機能保

全事業天神ダム管理施設整備工事

・既存の設備も富士通（株）が作ったので ・今回の工事は、既存設備の改修で、既存

すか。 設備を設置したのは富士通（株）です。

・２件目の案件と一緒ですが、どうもしっ ・入札に当たりあらためてオープンにはし

くり来ないと感じます。これも１社しか参 ていません。

加していません。前の設備を富士通（株）

が作っているため、他の業者は互換性が確

保できず入札に参加しない判断をしたので

しょう。では、この工事を入札に付す際、

既存設備を作った業者が誰かということは

知らせていますか。オープンにしています

か。

・オープンでないのなら、他の業者も参加 ・２件目の案件は、元の設備を作ったのが

するのではありませんか。２件目の案件も 数年前と近いため、過去の入札結果を容易

そうですが、入札の段階で元の業者が分か に調べることができます。

らないのなら、なぜ他の業者は応札しない 今回の件については、入札公告や仕様書

のですか。 には元の業者を書かないものの、現場で確

認が可能です。業者にしてみれば、この工

事で利益が得られるか確認する必要がある

でしょうから、元の製作業者も調べている

ものと推察します。

・警報装置の区域、警報を伝える区域はど ・天神ダム下流から大淀川への合流地点ま

こまでですか。 でが、警報活動の対象区間です。

・設備は何箇所も設置されたのですか。 ・合計９箇所あります。

・互換性の観点からは、元の業者が好まし ・同種・類似の工事を施工した経験値は加

いということになるのでしょうが、他の業 点の対象ですが、当該設備の施工を行った

者が入札してそれなりの評価を得た場合、 実績について、特に加点の対象となること

元の業者が前の工事を担当したことは評価 はありません。

の対象になりますか。

・では、互換性の観点から元の業者が望ま ・互換性の問題を感じているのは、発注者

しいとの印象を抱いたとしても、そこは評 側ではなく、受注者側の会社が思っている

価に入ってこないということですか。 ことです。当方としては仕様上誰でも問題

ないと考えるのですが、業者に聞くと「接

続してみないと分からないし責任がとれな

い」と互換性を気にしています。

もし、ご指摘のとおり設備が非常に特殊

で前に工事した業者でないと無理だと発注

者側が判断した場合は、相手をあらかじめ

指名する随意契約となります。

今回は、発注者としてはこの仕様でどの

業者でも接続できると考えて一般競争入札
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意見・質問 回答等

方式で発注しました。

・目に見えない相性や、責任を取れないと ・特に地震計や警報といったものは、万が

いったことでしょうか。 一の場合の責任が大きいことは確かです。

・一番最初に担当した業者が事実上は独占 ・今回の様なシステムの入れ替えはそう頻

することになりませんか。 繁にはなく、20年～30年に１回程度です。

調査基準価格を設定しており、これを下

回った場合は契約が履行できるか厳格に確

認します。したがって、最初に破格に安価

な入札価格で受注して、後で利益を大きく

取ろうということはできません。

・契約額37,800,000円のうち、ウェートが ・地震検出器です。

大きいのは警報局と地震検出器のどちらで

すか。

・富士通（株）は地震検出器を作っている ・地震検出器自体は専門のメーカーで作っ

のですか。 ています。その電子データを中央管理所に

引き込む部分の互換性が問題なのだろうと

思います。

・それらを一括して富士通（株）が受けて ・はい。地震検出器については、購入や下

いるのですか。 請け等の対応が可能です。

④平成28年度駅館川農地整備事業矢津工

区付帯工(その1)工事

・総合評価で、評価点の低い企業が受注し ・業者が、発注者側の仕様以上に手間が掛

た結果ですね。価格が低かったことになり かると判断した可能性があります。この工

ますが、それでも98%の落札率です。単価 事は、畑として営農者に引き渡します。経

の見直しが追いついていない印象を受けま 験上ではありますが、農地を整備する関係

す。 上、営農する方々から、土の状態などに関

して細かく注文が出る場合があります。こ

うした手間が生じ得るため、業者側がこれ

を考慮して高値で入札したのでは、と推測

します。

・積算にはその手間は入っていないのです ・そういった細かな手間の部分はなかなか

か。 積算に反映できないのが実情です。

・工事はいつから始まっていますか。 ・平成28年度からです。

・もともと畑地だったのですか。 ・40年ほど前に前歴事業により、畑地の団

地造成を行った場所ですが、担い手企業と

も連携して大区画化などを図るものです。

・企業が活用することを期待して国が工事 ・耕作放棄地が問題となっている一方で、
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意見・質問 回答等

を行うものですか。 まとまった農地は足りないといった状況も

あります。この地区では企業がワイン用の

ぶどうやペットボトル用のお茶の作付を計

画しています。農地の所有者が高齢化して

いる中、国が農地を整備し、担い手企業に

貸すというスキームです。広い農地が欲し

いという要望がある中で、ここは過去整備

しているため、比較的大区画化しやすい環

境です。

・昨年から着手し、事業期間を通してどの ・総事業費は120億円です。

程度の費用になりますか。

・整備する団地はいくつありますか。 ・23工区の区画整理を実施します。なお、

総事業費には区画整理事業のほか、併せ行

うかんがい排水に係る費用を含んでいま

す。

⑤大淀川右岸国営施設機能保全事業天神

ダム選択放流施設建設工事

・技術提案の評価に関して、課題２で各業 ・本件は、総合評価落札方式の標準Ａ型で

者の評価点に差がついています。評価の基 あり、工事毎にテーマを定めて技術提案を

準はありますか。評価のプロセスの中でブ 求めます。評価基準については入札説明書

ラックボックスとなってしまうと入札結果 により公表しています。また、テーマを定

に影響を及ぼすと思います。 める段階で、予め詳細な評価方法を定めま

す。今回は、課題１「土地改良法等に基づ

く農業農村整備工事で構築する構造物の目

的と役割に関する知見」に関して、評価す

るポイントを定めました。課題２「水中不

分離性コンクリートの品質確保の工夫につ

いて」は、コンクリートの配合試験、打設

管理等に関する優れた工夫に高い点数を与

えるよう基準を定めました。

評価の体制については、部長を会長とす

る技術審査会により評価を行い、その内容

はさらに競争契約参加資格審査委員会に報

告され、この委員会で承認された結果が評

価点数として反映されます。

・個別の評価結果、各社の評価点は、開示 ・一般に公表されるのは入札執行調書に記

されますか。 載された点数までです。開示後、各社の質

問は受け付けており、個別に説明します。

・事後的な質問に個別に答えるということ ・評価結果に対する異議申し立ても可能な

ですね。異議申し立ての機会はないのです 制度となっています。

か。 工事における入札及び契約の過程に係る

苦情処理の手続きにおいて、苦情申し立て
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意見・質問 回答等

できるタイミングは２回あります。参加資

格がないとの通知に対する異議申し立て

は、競争参加資格がないと認めた理由の通

知の期限の日の翌日から起算して７日以

内、入札結果に関する異議申し立ては、入

札執行調書を公表した日の翌日から起算し

て７日以内となっています。

・件数としてはそれほど多くないでしょう ・はい。近年はありません。

か。

⑥平成28年度筑後川下流農業水利事業多

久揚水機場管理棟建築工事

・会議室がありますが、この施設は何かを ・施設の半分強が会議室になっています。

作るか、あるいは管理に必要なものを置く 本地区には農業用水を配る分水ブロックが

施設でしょうか。 数多くあります。各ブロックにおいて作付

の時期や水をどのくらい必要とするかとい

った分水調整を行う必要があります。その

調整を行うスペースとして会議室を設けて

います。

・これも１社応札ですがなぜですか。誰で ・九州農政局の場合、建築工事の発注が少

もできそうですが。 なく大口でもないこと、民間の建築工事と

異なり意匠へのこだわりがなく業者側にと

っては魅力があまりないことなどから、注

意を払われていないのかも知れません。

九州農政局管内では年に数件の小規模建

築工事を発注していますが、落札者が決ま

らないケースも多く、これは全国的な傾向

でもあります。

入札参加しなかった業者へのアンケート

結果によると、下請けを確保するめどが立

たない、公共事業のため工期内に完了でき

ない場合のペナルティが大きい、技術者の

専任が義務づけられており拘束期間が長

い、などが不参加の理由として挙げられて

います。

こうしたことから、小規模建築工事はメ

リットが低いと見られているようです。

（２）抽出業務

①平成28年度ストックマネジメント技術

高度化事業菊池台地地区管水路モニタ

リング業務
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意見・質問 回答等

・モニタリング調査とは何年に１回の周期 ・この事業自体は、スットクマネジメント

で行うのですか。 技術の蓄積、技術開発を受け持つものです。

今回は、モニタリングを３年間実施し、そ

の結果をまとめ、技術の蓄積に充てること

としています。

・モニタリングそのものではなく、上位の ・はい。この地区の課題としては、パイプ

ストックマネジメントを目的としているの ラインの圧力変動が多いという状況があり

ですね。 ます。パイプラインの口径が大きいこと、

上下の高低差が激しいことが理由として考

えられます。変動を抑制するための対策工

を実施していますが、これが適切かどうか

をモニタリングしています。他のパイプラ

インの地区でも同じような現象が生じたと

き役に立ちますので、まずこの変動が大き

い地区で課題の対策を検証しようというも

のです。

・この事業範囲は竜門ダムの受益地の何％ ・竜門ダムの受益地である菊池台地地区の

くらいにあたりますか。 約半分くらいが、本事業の範囲である合志

幹線水路がまかなう畑地かんがいの受益地

となります。

・大分県側にはありますか。 ・農業用水として使っているのは熊本県側

だけです。

②平成28年度福富海岸保全事業資機材搬

入路測量業務

・この業務は比較的人気がある方でしょう ・10社の条件で募集をかけたところ21社が

か。 応募しました。資格審査の上、上位10社で

入札を行いました。人気は高い方だと言え

ます。

・価格競争が発生していると言えますか。 ・はい。低い価格で落札されたので、受注

した業者に理由を聞き取りしました。この

業者は測量の作業員を30名ほど抱えてお

り、その時期仕事がないため、遊ばせてお

くと不効率と判断したそうです。また、業

務を実施する現場を熟知していたこともあ

り、ぎりぎりの価格で落札したとのことで

す。

（３）抽出物品・役務等

①平成28年度測定機器等の購入

・意見・質問なし。
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意見・質問 回答等

②現場業務支援システム機器賃貸借(再

リース)及び保守業務

・現行契約の138百万円とは、農業農村総 ・現場業務電子化支援システム（ＥＸＰ）

合支援システム全体の額ですか。それとも と電子納品物保管管理システム（ＣＯＴ）

一部ですか。 の２つの部分の契約です。

・今回の契約は再リースですが、あと１年 ・はい。５年以上再リースで続けることは

で５年経過しますね。次は一回終わって、 機器の性能上困難ですので、新たな機器に

あらためて入札して契約するのでしょう 乗り換えます。そのためには全てのデータ

か。 の入れ替え作業が必要ですので、今回契約

した再リース期間内に作業を行います。こ

のため、次の契約は一般競争になります。

・システム全体の中の一部ということです ・全体を構成するシステム全てをＮＥＣ

から、またＮＥＣ（株）が受注するのでし（株）が受注しているわけではありません。

ょうか。 ＥＸＰ、ＣＯＴに関しては、データのつな

がりがあるため一体で発注しています。他

のシステムは必ずしもＮＥＣ（株）である

必要はなく、それぞれで契約しています。

・賃貸借と保守は別の会社ですね。関係会 ・この機械はＮＥＣ（株）製であるため、

社ですか。 これを専門的に保守できるということでＮ

ＥＣ（株）と保守契約を結び、機器の賃貸

借契約は（株）ＪＥＣＣとなります。

・入札は別々に行ったのですか。 ・入札は全体額で行い、契約はそれぞれと

締結するという形です。

・サーバ構成に関して、各地方農政局にサ ・北海道は、国土交通省の出先機関である

ーバがあるとのことですが、北海道にはな 北海道開発局で農業農村整備事業を行って

いのですか。 いるため、国土交通省のシステムに入って

います。一方、沖縄県では内閣府の沖縄総

合事務局になりますが、こちらは農林水産

省のシステムに入っています。

・ノウハウは共有されているのですか。 ・はい。北海道開発局・沖縄総合事務局と

もに交流人事もあり、やりとりはあります。

・システムというと、サイバー攻撃などが ・各システムによって外部との接続状況が

問題になりますが、対策はどのようになっ 異なり、それに応じた対策を講じています。

ていますか。 事業支援システムは、内部システムであり、

外部とは遮断しています。当然ながら最低

限の対策は取っています。一方、電子入札

システムはその性質上オープンですので、

セキュリティを固めた上で認証された者だ

けが入れるようになっています。

・一番問題なのは電子入札のシステムでし ・はい。このため、業者も登録してカード
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意見・質問 回答等

ょうね。 を取得しない限りシステムに入れない仕組

みとなっています。

・本件とは関係ないのですが、私たち委員 ・入札情報は国土交通省等とも共有してい

がこの委員会の審議案件を抽出するに当た る公共調達のポータルサイトにて公表して

っては、１者応札案件を重点的に抽出する います。それだけではなく、年間を通して

ようになっています。本日も１者応札案件 四半期毎の発注見込みも早期に公表してい

が多くありましたが、電気通信工事の互換 ます。さらに、公告の段階でメールマガジ

性の関係は仕方ないとして、入札の情報提 ンによる配信も行っています。工事の案件

供はどうなっているのでしょうか。 によって情報提供に差異や濃淡はありませ

入札案件によって、積極的な情報提供・ ん。

募集を行っているものと単にホームページ １者応札だった案件については、聞き取

で公告するだけのものとに分かれているの り調査を実施しています。電子入札におい

でしょうか。 て、入札公告をダウンロードしたけれども

参加者を多くする努力をしないでいいの 入札に参加しなかった業者に対し、なぜ参

かということです。この委員会で抽出して 加しなかったのか理由を聞きます。理由と

も手続き上問題ないのなら何も発展してい しては、技術者がいない、利益が出そうに

きません。業者が入札情報を知っていて参 ないといった回答が多いのですが、もし知

加しないのか、それとも情報不足なのでし らなかったという場合には、ここで情報が

ょうか。 得られます、といった御案内を行っていま

す。

本日の案件においては、その部分の説明

が不足しておりました。次回以降、１者応

札案件については、調査した結果をご説明

するように致します。

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。


