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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３年４月１６日） 

開催日及び場所 令和３年３月１７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 北里 敏明（弁護士）  谷本 たまみ（税理士） 

田川 里美（ジャーナリスト） 

審議対象期間 令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日 

審議対象案件  １５７件  うち、１者応札案件２１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４件

（抽出率５．１％） （抽出率１９．０％）

    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    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

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    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    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

指

名

競

争

公募型競争    ０件 

簡易公募型競争    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０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１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）    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

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．令和２年度第３・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令和元年度国営造成土地改良施設防災情

報ネットワーク事業南九州地域国営造成施

設管理設備その他工事 

・１者しか応募がなかったのですか。 

・中央精機はどのような企業ですか。 

・評価点が何点以上なければ条件を満たさ

ないということはないのですか。 

・１者しかなければ点数計算はするが、特

に関係ないということですか。 

・ダムの管理システムのメーカーが１者で

あるから、今回の入札も１者しかなかっ

たのですか。 

・中央データセンターのソフトウエア（シ

ステム）に合わせる必要は無いのですか

・１者応札アンケート結果の「既設システ

ム改修に時間を要することから工期内の

完成が見込めない」は中央精機にも言え

るのではないですか。 

・はい。 

・測量機器などを取り扱っている企業

です。 

・「評価点が何点以上」という条件は

ありません。 

・欠格事由がないかどうか含め提出さ

れた申請書及び技術提案書を評価基

準に基づき評価します。 

・今回の工事は、データを送る機器の

設置工事なのでメーカーの縛りはあ

りません。結果的に１者になったも

のです。 

・各ダムの管理システム（メーカー）

でソフトウエア（システム）は違う

ので、データ変換して対応します。

  なお、中央データセンターへデー

タを配信するソフトは全国共通で中

央データセンターのソフトウエアを

貸与しています。 

・コロナの影響もあり、中国からの部

品の提供などが見えない状況であっ

たと聞き及んでおりますが、他社に

はない自社の能力で工期内の完成が

見込まれると判断されたと思われま

す。 

②令和元年度国営造成土地改良施設防災情

報ネットワーク事業南九州地域国営造成施

設管理設備その他工事（その 2） 

・辞退の理由は何ですか。 ・他の工事の受注が見込まれたためで
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・①の案件と仕様の違いはあるのですか。

・九州管内全部で何カ所あるのですか。 

・中央精機の本社はどこですか。 

・専門的なところが多いので慣れないとこ

ろは入ってこれないのではないですか。

す。 

・ない。 

・全部で２４カ所。ダムは１８地区で

す。 

・熊本です。 

・いろいろな業者が入ってきてはいる

が、今回はたまたま２件とも同じ者

受注しています。 

③筑後川下流右岸農地防災事業三田川線（1

期）水路改修工事 

・執行調書に記載されている「無効」とは

。 

・調査基準価格は下回ったらだめなのです

か。 

・無効となった業者は点数も高い。これだ

け価格を下げてきているということは、

受注したかったのではないですか。 

・求められる書類を出せれば落札というこ

とになるのですか。 

・低入札で受注された実績はありますか。

・低入札や予定価格超過で全部だめになる

ことはあるのですか。 

・落札率９９％は予定価格に近すぎると思

いますが。 

・どの金額までが大丈夫なのですか。 

・調査基準価格の算出方法は。 

・シンプルな工事に見えるが値段の違いは

・調査基準価格を下回り、低入札であ

ったためヒアリングを求めたが、辞

退されたため無効となったものです

。 

・ヒアリングに対応してもらえれば問

題ありません。 

・はい。 

・書類に不備がなく適切であれば受注

できます。 

・受注実績はありますが、ほぼヒアリ

ングを辞退されています。 

・低入札でヒアリング辞退の場合は無

効。予定価格超過の場合、原則２回

まで再入札を行うが、それでも落札

しない場合は不落となります。 

・今回たまたま２者が低入札となり、

あと３者が予定価格の前後であった

ため、予定価格ぎりぎりの価格とな

ったものです。 

・調査基準価格（税抜き）から予定価

格（税抜き）の間です。 

・各項目に一定の率をかけて算出しま

す。 

・人件費が大きいと思われます。また
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どこに出てくるのですか。 

・調査基準価格と入札額が近い額になって

いるが、どのような理由が考えられます

か。 

、特殊な機械の手配にも差が出るも

のと思われます。 

・受注したいためギリギリを狙い入札

したのだと思われます。 

④令和２年度川辺川農業水利事業造成団

地整備他工事 

・受注業者の選定表の順番はどう決めてい

るのか。 

・入札は行うのですか。 

・見積合わせは何度でも行えるのですか。

・まずダウンロード者の評価点数順、

次に現在施工中業者の評価点数順、

続いて過去事業実績者の評価点数順

に確認していきます。 

・見積合わせを行います。 

・原則は２回ですが、金額差が小さく

落札の見込みがあれば３回目も行う

ことが可能です。 

（２）抽出業務 

①令和２年度喜界島農業水利事業 

喜界第2地下ダム周辺調査業務 

・ＮＴＣコンサルタントは今まで受注したこ

とはあるのか。 

・喜界地下ダム関連の業務はＨ２８よ

り発注しているが、すべてＮＴＣコ

ンサルタントが受注しています。 

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 

  農業用ダム洪水調節機能強化検討業務 

・この内容の業務は、九州管内で順に行って

いるのですか。 

・いつ頃完了するのですか。 

・一級河川はやらないのですか。 

・どこの業者が受注したのですか。 

・ＮＴＣコンサルタントの本社はどこです

か。 

・積算は難しいと思うが、落札率９９．９％

というのは、予定価格がわかっているので

はないですか。 

・ＮＴＣコンサルタントがずば抜けて技術

・Ｒ２より始めて本業務が３番目です

。 

・今業務で完了する予定です。 

・既に完了しています。 

・ＮＴＣコンサルタントです。 

・名古屋です。 

・作業歩掛や積算参考資料等を公表し

ているので、類推は可能と思われま

す。 

・大手企業なのでノウハウは持ってい
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力が高いのですか。 るが、他社でもできないわけではな

いと思われます。 

（３）抽出物品・役務等 

①令和２年度乗用自動車の購入 

事前質問 

・予定価格及び落札率がないものがありま

すが、予定価格を設定するかしないかの

基準はあるのでしょうか。

・１社応札になることはよくあるのか。 

・かなりの割引率ではあるが。 

・今後はＥＶ車に切り替えていくのか。 

・ＥＶ車を条件にしてはいないのか。 

・どういう仕様か。 

・仕様概要が入札条件ということか。 

・スズキしか入札できない条件になってい

ないのか。 

・基本的に予定価格は全て設定してい

るが、物品・役務については以後の

入札の際、類推されるので非公表と

しています。 

・あまりありません。 

・業者は状況把握していないので、勝

負はしてくると思われます。 

・今後切り替えていくと思われます。

・今回の条件適合車はガソリン車しか

ありませんでした。 

・軽自動車で乗員が４名、荷台が広い

などです。 

・はい。その他に燃費等も記載してい

ます。 

・他社でも入札できると確認していま

す。 

②令和２年度農福連携マッチング体制構築ツ

ール開発プロジェクト委託事業 

・なし 

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 

・基準はいつ現在のものか。 

・処分の幅はどのように決めるのか。 

・前例で判断するのか。 

・停止期間が１２ヵ月の事例はあるか。 

・令和３年１月改正です。 

・今回は代表取締役が行ったことなの

 で１ヵ月加算されています。 

・することもあります。 

・見たことはありません。 
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・資格取消はあり得るのか。 ・状況によってはあり得えます。 

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。 


