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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８月２日） 

開催日及び場所 令和３年６月２８日（月曜日） 

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３年１月１日～令和３年３月３１日 

審議対象案件  ３３１件  うち、１者応札案件５件

    契約の相手方が公益法人等の案件０件

抽出案件 

   ８件  うち、１者応札案件１件

（抽出率２．４％） （抽出率２０．０％）

    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０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０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４・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2年度玉名横島海岸保全事業 

波返工（大豊工区-3）工事 

・参加者が多い理由はあるのか。作業が単

純なのか。 

・受注業者は企業評価項目の内、工事実績

の成績の平均点が低いうえ、0点の項目も

ある。それでも決定されるのか。 

・競争参加資格の確認の項目の内、「経営

等の状況」に該当しない業者はあるのか

。 

・「経営等の状況」の項目については、「

予決令70条、71条の規定」以外の部分を

別の項目でチェックしているのか。 

・経営状況を隠して入札することはないの

か。 

・3者辞退の理由は何か。 

・詳細はわからないが、工事の内容、

契約条件等が同じ複数の工事につい

て、１件の競争参加資格申請書で複

数の工事に申請できる公告案件であ

ることから参加者が多かったと思わ

れる。 

・欠格事項がなければ、0点の項目が

あったとしても合計点数で判断され

る。 

・通常はあり得ないが、確実に履行す

るため確認する必要がある。 

・はい。 

・その場合はペナルティもあり、業者

も理解している。 

・工事の内容、契約条件等が同じ７件

の工事について、１件の競争参加資

格申請書で複数の工事に申請できる

公告案件であり、開札が6番目に行

われたので、別工事を受注したため

辞退した可能性がある。 

②令和2年度玉名横島海岸保全事業 

波返工（大豊工区-2）工事 

・総合評価落札方式では、加算点が入札結

果に大きく影響を与える考えで良いのか

・7件同日に入札した工事は、工区も連続し

ているのか。 

・はい。 

・連続した工区を発注したものではな

い。 
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・分割発注の定義はあるのか。 

・業者は、企業評価や技術者評価の点数を

知っているのか。 

・技術者評価の項目に、継続教育（CPD）の

取組があることを理解させておく必要が

ある。 

・工事表彰は、工事検査の点数により公平

に決められず難しいのではないか。 

・分割発注の定義はないが、今回の分

（２．（１）①、と本工事）は、隣

接しているが、工事工程に制約があ

ったので2件に分けている。 

・入札公告時に企業評価や技術者評価

の基準を公表していることから、入

札執行前について、自社の点数は予

想できる。また、入札執行後は「入

札執行調書」を公表している。 

・はい。 

・工事検査は、細かくチェックを行い

、客観性を持たせるよう行っている

。 

③沖永良部農業水利事業地下ダム止水壁 

（1 工区）建設工事（第 3 回変更） 

・当初契約が9億であれば、6.9億を超えて

いるので官報に掲載しているのか。 

・その場合の落札方式は。 

・大手ゼネコンでなければ対応出来ない工

事なのか。 

・第３回で施工面積、締切面積を変更して

いるが、止水壁の深さは、掘らないとわ

からないのか。 

・第１回変更で1-3工区を一時的に変更減し

た、減額分はどれくらいか。 

・第３回変更の止水壁の深さが変わったこ

とによる増加分は1億4千万ということか

。 

・官報に掲載している。 

・総合評価落札方式（標準A型）で行

っている。 

・はい。 

・設計時に複数のボーリング調査を行

い、止水壁の締切高さの設定を行う

が、詳細は掘ってみないとわからな

い。 

・第２回変更の増額分約5.6億円が第

１回の減額分に相当する。 

・はい。 

④令和元年度沖永良部農業水利事業安全

施設設置他(その2)工事(第1回変更) 

・38百万で発注して60百万に増額したとい

うことか。 

・随意契約業者の選定理由は。 

・はい。 

・入札公告を行ったが不調となり、ま

た、事業完了にむけ年度内に工事を
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・変更追加の理由はなにか。 

完了する必要があったため、契約履

行、施工が確実に履行される者を選

定したものであり、すでに別工事を

受注していた業者と契約した。 

・台風により右岸浸透池の法面が崩落

し、当初設計（コンクリート吹付）

では耐えられないため、擁壁工を追

加した。 

 また、地下水位の変動を把握する必

要が生じたため、地下水位の観測孔

を追加した。 

（２）抽出業務 

①令和 2 年度広域農業基盤整備管理調査 

  大野川上流地区大蘇ダム地下水状況等調

査検討業務(第1回変更)  

・第１回変更の追加内容は何か。 

・今回の追加はどちらからの提案か。 

・当初では見込めなかったのか。 

・一者応札の理由は。 

・農業用水確保の検討、水中ドローン

による調査、地下水位の観測を追加

している。 

・発注者からの指示である。 

・当初はモニタリング調査を行う内容

としていた。調査段階で問題が発覚

したので追加調査を行った。 

・一般競争で発注していたが、ダムと

いう特殊性もあり他の業者が手を上

げなかったのではないか。 

②令和 2 年度国営施設応急対策事業 

  笠野原地区高隈ダム堆砂除去概略設計業

務（第1回変更） 

 特になし 

（３）抽出物品・役務等 

①九州農政局管内県拠点ネットワーク機器

更新業務 

・一者応札とならないよう何か対策を行っ

たか。 

・当該更新の機器はＮＥＣ独自のものなの

か。 

・一者応札となった要因について検証を行

・入札公告の期間を最大にするなど多

くの業者に参加してもらえるように

対策を行っている。 

・当該機器は、ＮＥＣ独自のものでは

なく、他のメーカーでも対応は可能

である。 

・入札説明書を取得した４者にアンケ
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ったか。 

・他の業務と比較しても落札率１００％は

あまりないと思うがどうか。 

・当該機器の価格は公表されているのか。

・機器の価格以外の経費は、７拠点への交

通費と設置費用ということか。 

・一者応札、落札率１００％は望ましい状

態ではないので、何かしらの対応をお願

いしたい。 

ートを実施したところ、規模及び時

期的に困難という回答であった。 

・落札率１００％は望ましいものでは

ないと思われる。 

・公表されている。 

・そのとおり。 

・一者応札については、公告期間の更

なる拡大など対応を検討したい。 

落札率については市場価格調査とし

て参考見積書による最低価格を予定

価格として採用している場合は、参

考見積書において最低価格を提示し

た事業者の応札額が参考見積書によ

る価格と同額である場合で且つ、他

の応札者がいない場合又は他の応札

者が予定価格を超える価格で応札し

た場合は落札率が１００％となる。

②令和2年度沖永良部農業水利事業 

沖永良部地下ダム技術検討業務委託事業

(第1回変更) 

・第１回変更の内容は、幹事会・委員会をWeb

会議にすることで、金額が減っているのか

。 

・一者応募だが他者はいなかったのか。 

・Web会議により、委員会等に係る旅

費及び事務庁費等が減額となってい

る。 

・応募資格を、誰でも参加できるよう

に全省庁統一資格「役務の提供等（

調査・研究）」のA～D等級に範囲を

広げたが、結果的には一者応募とな

った。 

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 

・大義建設について、事故の大きさに比べて

２週間の指名停止では甘いのではないか。

・事故の大きさや他の案件と比べても

妥当と思われる。 

委員会による意見の具申又は勧告の内容  無し 
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［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。 


