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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１０月１３日）

開催日及び場所 平成２９年９月７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 福西武夫（弁護士） 久峨正義（公認会計士）

杉本知寛（税理士）

審議対象期間 平成２９年４月１日～平成２９年６月３０日

審議対象案件 ３１４件 うち、１者応札案件９２件

契約の相手方が公益法人等の案件４件

１０件 うち、１者応札案件２件

抽出案件 （抽出率３．２％） （抽出率２．２％）

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 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０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２９年度第１・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29年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業和鹿島海岸堤防復旧工事

・落札率が99.8%と高いですが、この結果 ・落札率が高い背景として、積算に用いる

に対して調査等はしないのですか。 標準歩掛及び標準単価は公表されているた

め、業者側が非常に高い精度で積算できる

環境にあることが挙げられます。及び、こ

の地域の現状により、競争性が働いておら

ず１者応札となったものです。これは、熊

本地震等に伴い多数の工事が発注されてい

ること、限られた人員の中で利益率を著し

く下げてまで受注するメリットが業者側に

ないことが、現在のこの地域での背景とし

てあるのではと考えています。

・被災した堤防の延長は1,029ｍであるの ・７海岸中、本年度に３海岸、来年中に４

に対し、施工延長は335mであるのはなぜで 海岸の工事を実施し、来年度復旧する予定

すか。区切って工事するのですか。 です。海側で海苔養殖業を営む方が、コン

クリートを使った工事に対し懸念を示され

ます。このため、八代海沿岸では海苔養殖

期である９月から１月にかけて、特に舗装

など面的にコンクリートを使う工事は断わ

られる状況があります。こうした工程の制

限があるため全体を施工できない状況で

す。

・続きの工事は、今回の隣を施工するので ・被災が大きいところ、具体的には１度以

すか。 上の傾斜がある箇所に限定して工事を行い

ます。

・１者応札対策について ・九州農政局では、１社応札であった場合、

また、入札が不調に終わった場合、入札説

明書をダウンロードした者に対しアンケー

ト調査を実施しており、その結果を踏まえ、

改善可能な内容について対策を講じていま

す。また、全般的な対策として、復旧・復

興係数の導入、発注ロットの拡大、入札参

加要件の緩和、発注情報の一元化、メール

マガジンによる情報提供、工事工期の確保

などの対策をとることによって、入札に参

加し易い環境づくりに努めています。
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意見・質問 回答等

・１者応札への対応について説明があり、

また、落札率が99.8%と非常に高いことに

ついては、単価等が公表されていること、

価格を下げてまで受注しようとならない状

況であるとの話でした。発注者側も努力し

ているとは思いますが、予算を効率的に使

うよう、引き続き競争性の確保について努

力頂くようお願いします。

②平成29年度有明海東部海岸保全事業大

和工区正面堤防（No.27～No.31他）裏

法面被覆工事

・前の案件も堤防の工事でしたが、こちら ・この工事は福岡県であり、熊本県ほど業

が簡単な工事なのでしょうか。参加者数が 者が逼迫していない状況があります。また、

多くなっています。 工事の規模が2億3千万円と大きく、いわゆ

る儲けが大きいとの考えで多数の業者が参

加したとも推測します。さらに、施工箇所

が連続しており効率的に施工できます。

補足ですが、今回の入札は、低入札とな

る調査基準価格の予定価格に対する率が

89.57%であるところ、入札価格の予定価格

に対する率で89.58%から91.63%の間に12社

が入るという状況です。つまり、どの業者

も非常に「受注したい」という意欲が出て

います。高い精度で積算した上で、受注し

たい工事については利益率を下げる、とい

う傾向が見られます。

③平成29年度熊本農地海岸特定災害復旧

事業郡築海岸管理用道路復旧工事

・落札率100%はいくら何でもと感じます。 ・この工事は、管理用道路の被災部分を取

積算における幅というか、積算が難しくな り壊す、処分する、砕石を入れる、コンク

い工事なのでしょうか。 リートを舗装するという、四つの工種だけ

からなる非常にシンプルな構成であり、積

算も単純となります。加えて、今回の予定

価格がちょうど9,000,000円と、きりが良

かったことも、業者の入札額とマッチング

した原因ではないかと考えます。

・管理用道路は、一般の方は入れませんか。・原則はそうですが、近隣のところどころ

に民家がありますし、樋門等を操作する人

が通ることもあります。このため、通行止

めの措置はしていません。ただし、被災し

て段差が生じた箇所については、交差点の

ところで「通れません」という注意喚起の

表示をしています。
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意見・質問 回答等

④筑後川下流左岸農地防災事業昭代6号

線（間下流工区）建設工事（第１回変

更）

・変更契約の設計金額297,600,000円に当 ・予定価格ですので事前には知り得ませ

初契約時の落札率を乗じて得られた予定価 ん。

格266,590,000円は、業者側は知り得ます

か。

・予定価格を知り得ない中で見積した価格 ・当初契約時の入札結果は契約締結後で閲

が、予定価格に対し99.93%と高い率になる 覧できます。このため、当初の落札率

のはなぜですか。 89.49%も分かります。変更契約にあたって

は、その結果を前提にしますし、変更の設

計金額も高い精度で積算できるため、必然

的に高い率になります。

・業者が積算する金額が、国と変わらない ・当初の入札後、国の積算書も閲覧するこ

ことになりますね。 とができます。したがって、単価は分かっ

ており、数量を変更すれば高い精度で積算

ができます。今回の工事では、変更契約で

矢板工が新規追加されていますが、それ以

外はほとんど推測できる状態で変更契約の

手続きに入っています。必然的に高い落札

率になります。

・工事の延長や数量が増大しても、基礎の ・見かけ上は高い落札率となりますが、さ

数字があるから、必然的にほぼ近い金額に きほどの説明のとおり、変更契約の場合、

なるのですね。 実質は当初の落札率が加味される仕組みと

なっていることをご理解頂きたいと思いま

す。

・変更契約においては、当初契約の落札業 ・はい。見積書を提出してもらいます。

者だけが相手方になるのですか。

・変更契約の際、当初契約の入札参加者全 ・はい。現行ではこの方法で変更すること

員から見積書を出させるわけにもいかない となっております。

でしょうからね。しかし、変更契約の予定 当初契約から数量が大きく変わること

価格に当初の落札率を持ってくるのはどう は、当初の入札参加者から見れば増額とな

かという気もします。もし、当初の落札率 りますから、なるべく変更がないようにす

が99%であれば、変更も99%の率になります ることが基本です。今回の工事は、施工箇

ね。この方法は決まっているのですか。 所が水路で水の中だったため、予定しがた

い状況がありました。

・万が一、何回か見積が合わない場合はど ・見積は原則２回まで実施できることとな

うなるのですか。 っています。１回目であまりにも金額が違

う場合は、条件を誤って積算していること

が多いため、業者にどういう条件で積算を

したか聞き取りをします。業者が誤りに気

づいたら、改めて見積をしてもらいます。
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意見・質問 回答等

・変更契約の予定価格算定に、当初契約の ・制度上の根拠はないと思いますが、例え

落札率を加味する制度上の根拠は何です ば、当初２億円の工事に対し、９割で落札

か。 したのであれば、変更で積み上がった内容

についても９割でできるだろうと予測でき

ます。

逆に、当初の落札率90%のところを95%に

変えるということになると、最初安く落札

して変更で高くしようとする恐れもあるた

め、当初の入札の落札率を踏襲することと

しています。

基本は変更しないようにすることが前提

ですが、どうしても変更せざるを得ないこ

ともあります。

・当初落札した者は、その結果想定される ・はい。当初と同じ割合でできるという考

割合のラインでできるという考えですね。 えで設定しています。

・変更契約の手続きは、当初と同じ者とし ・はい。業者を変えるのは難しいところで

か行わないのですね。ライバルはいないと す。あらためて公告するなど時間もかかり

いうことですね。 ますし、一貫性があった方が効率がいいで

す。いったん現場を引き上げて別の業者と

なると費用もかかります。

⑤西諸（二期）農業水利事業旭台ファー

ムポンド建設工事（第１回変更）

・最初に実施した調査設計業務の結果に基 ・当初の調査は、設計基準等を参考として、

づき支持基盤を判断していたが、その後、 ファームポンドを建造する場合に行う地質

安山岩の凹凸がわかったとの説明ですが、 調査として、四隅と中央の計５点でボーリ

当初の時点で詳細な状況がわからなかった ングを行い、そのデータで当初の支持層推

原因は何ですか。 定ラインを決めています。しかしながら、

実際に工事を施工したところ、想定以上に

凹凸があり、当初の調査結果と変わってし

まいました。

・やってみないとわからない、ということ ・調査の段階で精緻に行えば、こうした工

ですか。 事の変更をしなくていいのでは、というご

指摘かと思います。

調査の段階で詳細にできれば良いのです

が、やればやるほど費用がかかりますし、

その分農家の皆さんへの費用負担も増える

ことになります。このため、これくらいの

調査をすれば大きなずれはないという調査

基準があり、例えば、何メートルに調査ボ

ーリング１本などと決まっており、工事の

段階では必ず掘ることになりますので、そ

こで詳細がわかります。実際に現場で掘削

した結果、今回は先ほど説明したような状

況が判明し、変更となったものです。
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意見・質問 回答等

・調査を２回実施したのかと思いました。 ・いいえ、調査は１回です。工事の段階で

そうであればもったいないですから。 分かってきたということです。プレボーリ

ング工法と言いまして、穿孔機を入れ、出

した際に出てくる土砂で支持基盤かどうか

が分かります。

・思ったより深かったということですか。 ・はい。設計上の深さで支持基盤が出ない

箇所がありました。逆に設計より浅い箇所

もあります。

・逆に支持層が浅いところにあった場合 ・はい。支持基盤が設計より浅い箇所は、

は、金額が減るのですか。 杭長も短くなりますので、その場合も、契

約としては設計変更（減額）となります。

・業者は、減額はいやだと言いませんか。 ・現地で実際に施工した結果、当然マイナ

スになる場合もあります。受注者は施工量

の減は把握できていますので、いやだとは

なりません。

⑥平成28年度西諸(一期)農業水利事業浜

ノ瀬ダム管理用道路舗装その他工事

（第１回変更）

・第１回変更は工期のみの変更、第２回変 ・アスファルト舗装には、オーバーレイと

更では、アスファルト舗装の減、ガードレ 言い、表層のでこぼこのみアスファルトを

ールの追加、もろもろあって結果としては 継ぎ足して平らに仕上げるものと、アスフ

増額となっています。これだけではわかり ァルトを全て取り替えるものとあります。

づらいので内訳を教えて下さい。ぱっと見 今回の変更の内訳としては、全て取り替え

ると安くなるのでは、と思います。 る部分が増えています。その分、金額が増

えました。内訳が分かりづらく、申し訳あ

りません。

・資料の第１回変更のところには落札率 ・これは当初の落札率です。第１回変更は

88.4%と書かれています。これは第１回変 工期のみ変更であるため、様式上そのまま

更分ですか。 記載しています。この様式においては、変

更契約の場合、変更した箇所を赤字で着色

し、当初のままの箇所は黒字です。

・変更契約としては落札率が低いと思いま ・注釈をつけるなど、分かりやすい表示と

した。事前にわかるようにして頂けますで なるよう、見直ししたいと思います。

しょうか。

（２）抽出業務

①平成29年度国営土地改良事業地区調査

喜界島地区用配水検討業務

・この事業は、古い施設を改修するのでは ・二つあります。前歴事業で造成した施設

なく、全く新しい施設を造るのですか。 のうち古くなった部分の補修と、水が来な

い地区への水源の手当及びその後の配水を
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意見・質問 回答等

行う施設等を新規造成する部分との二つで

す。

・実際に工事をするのは別の業者ですか。 ・はい、事業化となれば工事は別に発注し

て実施することとなります。今回は事業化

前の調査という位置づけです。

②平成29年度諫早湾貧酸素状況調査業務

・平成28年度の冬期にも調査業務を実施し ・冬期の調査業務では、今回参加した３社

ていますが、その時の入札状況はどうだっ のうち２社が参加していました。落札者は

たのでしょうか。今回、平成29年度夏期と 今回と違う会社です。傾向としては、経験

仕事の内容が同じであれば、同じ業者が入 がない者に比べると経験ある者の方が技術

札に参加するのでは、と思います。 提案など優れたものを出しやすいという面

があります。このため、ご指摘のとおり、

同じような内容であれば同じ者が参加して

くることは多くあります。

・予定価格も同じようなものとなります ・調査内容は同じですが、調査期間におい

か。 て、前回は２ヶ月、今回は３ヶ月と違いが

あるため金額は異なります。月当たりでは

同じです。

・例年同じような参加者であれば、「今年 ・それは違法となります。この案件につい

はうちが落札したから来年はお宅ね」とい ては、前回も今回も落札率が低かったので、

うことはありませんか。 業者としても契約をとりたいという意欲が

見られます。特に昨年は、１社が低入札で

した。

（３）抽出物品・役務等

①平成29年度事務用消耗品類の単価契約

・品目を提示して入札参加を検討してもら ・特にありません。品目と数量は過去の実

うのですね。メーカーの指定はありますか。績を踏まえて提示しています。メーカーで

例えば、ノートなどメーカーによって単価 はなく規格のみ指定しています。規格を満

が違いますよね。 たしていればOKとなります。

・百円均一店のノートのようなものでもい ・品質を確保するため、同等の品質である

いのですか。 ことの証明を出してもらっています。そこ

で確認しています。

・メーカーの幅があるので、各社の入札金 ・業者もさまざまなところから仕入れて納

額にも幅が出ますね。 品するため、差は出てきます。

・「今までこの会社のものを使っていて使 ・規格が合っていれば、多少品質に違いが

いやすかったが、今年から使いにくくなっ あっても職員は使うこととしています。

た」ということになりませんか。
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意見・質問 回答等

・今回落札したのは福岡県の業者ですね。 ・この業者は熊本県内にも営業所を持って

熊本県内での履行にあたって輸送費などは います。このため、応札されたものと考え

かからないのですか。 ます。単価は輸送費込みとなっています。

・納品はその都度行うのですか。 ・例えば月２回など、決めています。

・品目一覧にあるのは１個１個の単価のよ ・入札にあたっては、単価のほか予定数量

うですが、予定価格はどうしていますか。 も示しておりますので、これで予定価格も

算出します。

・では、単価に数量を乗じたものが、入札 ・はい。総価を予定価格とし、入札に付し

執行調書に記載した予定価格ですね。 て決定します。

②平成29年度川辺川農業水利事業人吉市

計画変更等同意徴集補助業務委託事業

・契約金額4,300,000円にはどういう根拠 ・委託費は、資格者の人数を基に、「個別

がありますか。 訪問の日数」及び「確認時間」を算出して

委託費を決定したものであります。具体的

には、①１人当たりの同意取得時間を算出

し、次に②１日当たり訪問人数の算出を行

い、最終的に③資格者人数分の訪問の「延

べ日数」を算出します。

契約額としては、③「延べ日数」×単価

（日当たり）として算定し、「人件費」と

して計上しています。

・単価は業務内容によって異なりますか。 ・業務量に見合った市役所職員の給与を事

また、その単価は、給与から計算した数字 前に聞き取りし、これを時間単価として算

ですか。 出しています。

・この随意契約の相手方は人吉市であるこ ・特命随意契約の区分については、例えば

とは決まっているわけですね。他の特命随 法令の根拠があって契約の相手方が自動的

意契約の案件を見ても、半数以上が自治体 に決まる場合は審議の対象から除外してい

が相手で落札率100%となっています。相手 ますが、それ以外はそもそも随意契約とし

が業者ではなく国と自治体とのやりとり た理由が適切であるかを、審議頂くため、

で、入札にあたってのリスクはあるのでし 案件抽出をお願いしているところです。

ょうか。この委員会で審議する必要がある 今回の委託事業に関しては、予定価格に

でしょうか。 対していくらで実施して頂けますか、とい

う入札の形ではなく、我々としてはこうい

う金額を予定しているが、実施して頂ける

か、と誘引する形になっています。このた

め、必然的に限度額と同じ額、落札率100%

になるケースが多くあります。競争という

ものではないので、落札率という表現が適

当ではないと考えます。

・委員会は年間の計画に基づき、種別毎に ・ご意見を踏まえ、今後は抽出にあたって

抽出していますが、委員会は適正な入札が 競争性等に関する説明を事前に行うなど、
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行われたのかについて意見を述べる立場で その都度丁寧に対応したいと思います。

すので、リスクがないと分かっていれば抽

出する必要はないと思います。ですから、

このような場合、他の工事や業務から抽出

したいと思います。年間の計画はこのまま

でいいので、その時々に応じて、柔軟な対

応はできないでしょうか。

・この契約で業務を行うのは人吉市の職員 ・通常の業務で対応できない分の業務です

ですね。その場合、契約金額4,300,000円 ので、超過勤務手当分となる場合や、臨時

は給与の枠内になるのか、それとも手当の 職員を雇用する、などの経費として、負担

方に行くのでしょうか。 を調整します。実際の内容は実績報告を提

出してもらい、限度額か実績額のいずれか

低い方で、支出することになっています。

３．再度入札における一位不動状況につい

て

・116ページの件は、２回目の入札金額が ・この種の契約は決まった価格というもの

予定価格と全く同じですがなぜでしょう がないので、参考見積を取り、最も安い価

か。 格を予定価格として設定します。本件の場

合、ご指摘の（株）日産サティオが出した

参考見積を予定価格としています。このた

め、同じ額になったものと思われます。

・参考見積はどの段階で取りますか。 ・参考見積は入札を執行する前の段階で取

ります。

・予定価格は入札の過程で業者に言います ・予定価格は業者に言いません。ただし、

か。 １回目の入札で落札せず２回目に移る際、

最低の入札価格を参加者に告げます。

・ではその時、自分が出した見積額が予定 ・推測ですが、様子見したことは考えられ

価格だと気づいたのかも知れませんね。 ます。

（株）日産サティオが、自分が出したもの

より予定価格が高めだと思っていて、１回

目で高い価格を入札した可能性もあり得ま

すね。

・他社が低い価格で入札すれば契約を取ら ・はい。

れるリスクはありますね。

・今回、（株）日産サティオは、契約を取 ・２回目の入札で、他社が辞退しています

るつもりで参考見積を出したと思います。 し、そのように考えることはできると思い

他社に比べて差が大きい。その上で、最初 ます。

は若干見積より高めに入札し、２回目は見

積どおりに入札したのですね。
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・最初に参考見積を出す時点で入札のよう ・結果的にそういう部分はあります。

な状態になるのですね。

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。


