別紙様式９
九州農政局入札等監視委員会

開催日及び場所
委員
審議対象期間
審議対象案件

審議概要

（ホームページ掲載日：平成３０年１月２５日）
平成２９年１２月１９日（火曜日）
熊本地方合同庁舎 Ａ棟１０階 九州農政局会議室７
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）
平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日
１８２件 うち、１者応札案件２９件
契約の相手方が公益法人等の案件２件

１０件
抽出案件

うち、１者応札案件１件

（抽出率５．５％）

（抽出率３．４％）
契約の相手方が公益法人等の案件０件
（抽出率０％）

工事
抽
出
案
件
内
訳

一般競争

６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

業務

公募型指名競争
指
名 工事希望型競争
競
争 その他の指名競争

０件

随意契約

０件

一般競争

０件

公募型競争
指
名 簡易公募型競争
競
争 その他の指名競争
公募型プロポーザル
随
意 簡易公募型プロポーザル
契
約 標準型プロポーザル
その他の随意契約
一般競争

０件
０件

０件
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

０件
０件
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

０件
０件
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
役務等
随意契約（企画競争・公募）

０件
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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意見・質問
委員からの
１．平成２９年度第２・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

回答等

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年度笠野原国営施設機能保全事
業Ｄ幹線水路（笠之原中工区）工事
・落札率が高い案件の上位10件をみると、
応札者が１社から最高でも３社です。落札
率が高い案件は応札者が少ない、逆に応札
者が多いと落札率が低いという傾向が見て
とれます。一般論にはなりますが、そのよ
うな傾向になる原因を教えて下さい。
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・ご指摘のとおり、競争参加者が少なく１
者応札となった場合、落札率が高くなる傾
向にあります。このため、我々としては、
なるべく多くの方が入札に参加できる仕組
みを作っていこうと取り組んでいます。
例えば、発注ロットをある程度拡大する
ことで、業者にとっては利益も出しやすく
なるのではないかと考えております。
また、入札参加する際の要件を緩和し、
より多くの社が参加できるようにしており
ます。競争参加資格のうち「同種工事の実
績を有するか」という項目について、今回
の案件の場合は「コンクリート打設をした
経験」とし、できる限り多くの業者が参加
できる要件としています。
さらに、発注に関する情報がどこにある
かわかりやすくするため、農水省だけでな
く、国交省等ともまとめた形で情報発信を
一元化しています。
このほか、施工する際の環境にも留意し
ており、工期についても、準備期間の前段
として余裕期間を確保しています。設計変
更が必要となる場合もしっかり打合せ・協
議の場をつくり、円滑に進める環境を整え
ています。
このように、発注、施工の各段階におい
て、より多くの方が参加しやすくなるよう
取組を進めているところです。
今回の入札についてアンケートや聴き取
りにより調査したところ、昨年、この地域
で大雨や台風に起因した災害が発生してお
り、その復旧工事が今年に入って多く発注
されていることから、本工事に人員を回し
づらい環境にあることがわかりました。こ
のため、応札者が３社と少なく、落札率の
高止まりが生じたものと考えております。

意見・質問

回答等

・熊本地震の関係で、熊本県は１者応札を
認めるようになりました。それが適正な入
札であればいいのですが、１者応札の落札
率がなぜ高いのか、今ひとつ釈然としませ
ん。積算ソフトが精巧なため、予定価格に
近い額が出せるということですか。

・各社にヒアリング調査等行ったところ、
入札公告の際、発注者が提供する積算参考
資料を積算ソフトに読み込ませると、概ね
積算が構成される、とのことでした。今ま
での実績から見ますと、単純な工種・工事
であれば予定価格に対してほぼ100%の金額
が出る状況にあるようです。情報公開によ
りこちらの積算書を見ることができますの
で、市販の積算ソフトの精度は非常に向上
しています。

・全てそうでは無いでしょうが、積算ソフ ・引き続き、間口を広げることや、環境を
トが精巧になっているため、業者は予定価 整えるといった対策について検討して参り
格をほぼ分かっている状況ですね。あとは、ます。
業者にとってうまみがあるかどうか、また、
競争者が多ければ低い価格でも頑張って落
札しようとするなど、競争の原理が働いて
落札率も下がってくるでしょう。
今回の事案は、１回目の入札は３社とも
予定価格より若干高く、２回目で１社辞退、
３回目で予定価格を少しだけ下回り98.7%
で落札となっています。これも積算ソフト
の精度が高いことと、競争者が少ないこと
が要因かと思います。
積算ソフトに対する対策は難しいでしょ
うから、引き続き、競争意識が働くように、
応札者が増えるような対策をお願いしま
す。
・前回の説明で、予定価格ぎりぎりの100%
に近い率で落札する場合と、調査基準価格
ぎりぎりの低い率で落札する場合とがあっ
て、難しい工事の場合は誰もができるわけ
ではないため高い価格で入札してくる一
方、誰でもできる工事の場合は低い価格で
取りに来る傾向があるとのことでした。
今回の場合は高い価格から攻めて来て、
100%に近い価格で落札したものかと思いま
したが、それにしても入札が３回目まで行
われています。発注者側の積算や単価が民
間の設定と違ったという理解でよろしいで
すか。

・今回の工事は、前歴事業で設置したパイ
プラインを管更生工法という、少し特殊な
工法によって改修するものです。これは土
木業者が専門のメーカーから協力を得て実
施する必要がありますが、メーカーによっ
て価格もばらばらであるため、違いが出た
と考えられます。

・新たにパイプラインを設置するより安価 ・地盤等の状況にもよります。
なのですか。
なお、今回の工事を含め、こうした工事
も情報公開されますので、今後は積算ソフ
トに反映されていくことと思います。
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意見・質問

回答等

・今回は入札を３回目まで実施しており、
１回目は３者参加していたのが、２回目で
１者が辞退しています。割に合わないとの
判断かと推測します。最後の１社も乗りか
かった船という感じで３回目応札したもの
の達せず、ということかと推測します。
このことから、予定価格が低かったとい
うことが言えると思いますが、後で検討は
するのですか。

・ダクタイル鋳鉄管の敷設と管更生工法そ
れぞれについて単価や歩掛がありますが、
このうち見積によって決定したものがあり
ます。こうしたものについて、間違いがな
いよう単価と構成する条件のチェックを特
に何重にも行っており、今回の案件もその
ような対応をとっております。

・予定価格が低いと応札者が少なくなると ・入札の過程で、あまりにも入札価格と予
思いますが、チェックはしているというこ 定価格との差が開いて落札しない場合は、
とですね。
業者にヒアリングを行う等の検証を行いま
すが、今回は、そこまでの開きではありま
せん。
１回目の入札後、最低入札価格は知らせ
ますので、これ以上は無理だなと考えた業
者が２回目で辞退したものと推測します。
・ある程度予定価格に近い額が積算ソフト
で出せるにもかかわらず予定価格の方が低
いということは、今後、積算ソフトの出す
額も低くなっていく方向と言えます。そう
なれば応札者数が減っていくと考えると、
予定価格を上げるという方向にはならない
のかな、といった趣旨から質問しました。

・災害等の影響で業者の確保が難しいとい
う背景があります。熊本地震の影響で不調
が多い中、現場管理費など割増係数を設定
してメリットを与える等の措置も講じられ
ています。
この工事の場合はなかなか厳しい状況で
ぎりぎりを狙ってきたと思います。業者に
うまみがあれば業者が集まり競争性が働く
ことも考えられますが、一概にこのケース
だと競争性が働くとは言いづらい面もあり
ます。まずは間口を広げ多くの方に参加で
きるような取組を行っているところです。

②筑後川下流右岸農地防災事業大詫間２
号線（大詫間その２工区）建設工事
・ 低 入 札 で 無 効 と な る 基 準 は い く ら で す ・入札執行調書に「調査基準価格」という
か。
欄があり、ここに記載しています。入札価
格がこれを下回ると調査を行うこととして
います。調査においては業者から資料を提
出させヒアリングを行います。開札して該
当する業者があれば、ヒアリングをする必
要があるので資料をつくって提出するよう
連絡します。
資料作成の手間もかかるため、この時点
で辞退する業者も多くあります。その業者
の入札は無効として取り扱います。
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意見・質問
回答等
・調査基準価格はどういう根拠で決まりま ・「 予算決算及び会計令第85条の基準の取
すか。
扱について」という通知に基づき、各積算
項目毎に所定の率を乗じて算出します。ル
ールとして、算出した価格が予定価格に対
し上限の90%を上回る場合は90%、下限の70
%を下回る場合は70%として、そこを調査基
準価格のラインとしています。
調査基準価格は、工事の成果に対し一定
の品質や安全性等を確保することを目的と
しており、あまりにもプライスダウンを進
めると手抜き工事や安い材料を使うなど品
質の確保ができない、という考え方により、
所定の率が設定されたものです。
今回の調査基準価格は、予定価格に対し
て89.96%となります。
・入札結果を見ると、だいぶ頑張られたよ ・はい。ほとんどの業者が、89.93%から
うですね。
90.67%の間で入札してきています。

③平成28年度肝属中部（一期）農業水利
事業荒瀬ダム周辺整備工事
・山佐産業（株）は１件目の工事と同時期 ・はい。２社同じ業者が参加しています。
に入札参加していますね。
なお、もう１社は予定価格超過です。
・それほど難しい工事ではないように思え
る一方でまとまった価格の工事でもあると
思うのですが、あまり人気が無い工事でし
ょうか。

・昨年の台風16号で肝属・鹿屋地域に相当
の被害があり、今年に入り災害復旧工事が
多く発注されています。限られた人員の中
で、入札に参加することが困難だったと推
測します。

・共通した工事の積算基準について、農水 ・舗装工事ですので、基準としては大きな
省と県等に差はありますか。
違いはないと思います。
・ではそうした工事との競争になっている ・はい。
んですね。
④平成29年度筑後川下流農業水利事業佐
賀西部導水路他整備工事
・落札者の技術者評価が、最高11点中１点
しか取れていませんが、複数の応札がなく
１者応札だからこの形態になるということ
ですか。
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・はい。参加資格があり、落札者になれる
という評価をしています。同種工事の施工
実績がないとか、資格がないということで
あれば、欠格となりますが、入り口の段階
で参加資格については確認していますの
で、点数の大小にかかわらず、工事を受注
することに問題はない、ということになり
ます。

意見・質問
⑤平成29年度沖永良部農業水利事業左岸
排水遊水池工事

回答等

・意見・質問なし。

⑥筑後川下流農業水利事業多久導水路
（山崎上流工区その３）建設工事（第
2回変更）
・変更契約はできれば無いに越したことは
ないですよね。２回変更しても相手は同じ
業者になってしまいますから。変更理由は
岩盤の位置が想定より浅かったことです
が、岩盤の位置は誰が想定したのですか。

・当初の設計において農政局が、まず実施
設計業務を発注してボーリング調査を行
い、その結果に基づき設計を行い、工事を
発注しました。その後、工事を施工するに
あたり、受注した施工業者が現場を確認し
ていく中で今回の状況が判明したもので
す。

・ 当 初 の 設 定 は ど の よ う に 行 っ た の で す ・こうしたパイプライン工事の場合、たと
か。経験等に基づくものでしょうか。
えば500m～１kmにボーリング調査を１本行
うといった基準があります。今回の場合も、
基準に基づく調査によって岩盤の想定ライ
ンを引いていたところ、実際は違う位置に
出ました。
前回もボーリング調査に基づく岩盤線の
精査の話がありましたが、基準に則って実
施しています。お金をかければもっと確実
な岩盤線の把握ができますが、農家負担も
あるため必要最低限としています。
なお、本工事に係るボーリング調査は、
過年度の基本設計時の調査結果も参考とし
ており、密に行われています。それでも調
査していない区間から岩盤が出現したとい
う現場です。
・ボーリング以外の調査方法や技術は使わ ・他にも音波探査等、調査手法としてはあ
ないのですか。
りますが、パイプライン工事の場合、基準
として求められているのは調査ボーリング
となります。
また、約600mのうち200mで推定岩盤線よ
り高い位置に岩盤が出現しましたが、他の
工区ではこのような事象は出ていません。

・最初からこのような岩盤の状態が想定で ・はい。
きていたら、第２回変更契約くらいの価格
になっていましたか。
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意見・質問
（２）抽出業務
①平成29年度筑後川下流福岡国営施設機
能保全事業幹線水路岩神線他改修実施
設計業務

回答等

・写真を見る限り事業の内容としては１番 ・１件目の案件は土木工事であり、工事の
最初の案件に似ていますが、一般競争かプ 基 準 に 基 づ い て 一 般 競 争 を 採 用 し て い ま
ロポーザル方式かはどう決めていますか。 す。この案件は、実際に土木工事を行う前
段に実施設計を行うものであり、建設コン
サルタント等業務の選定基準に基づいてプ
ロポーザル方式を選択しています。
・審査結果のうち、過去の業務成績につい ・対象は過去10年間に管理技術者として担
て は ど の よ う な 基 準 で 点 数 が 決 ま り ま す 当した業務です。10年間の業務成績の平均
か。
が80点以上でＡ評価４点を計上し、75点以
上80点未満でＢ評価３点、70点以上75点未
満でＣ評価２点、70点未満でＤ評価０点と
なります。
・実施した業務については全て成績がつく ・Ｄ評価、０点となります。
んですね。過去10年間に担当業務が０件の
場合は評価はどうなりますか。
・新規で入る場合は、それだけハードルが ・はい。初めて参加する場合はこの項目で
高いということになりますね。
の加点はないということになります。

②平成29年度川辺川農業水利事業地下水
水源調査（山江南部）業務
・意見・質問なし。

（３）抽出物品・役務等
①平成29年度肝属中部（一期）農業水利
事 業荒 瀬ダ ム試 験湛 水管 理業 務（ 第1
回変更）
・この役務は、他の業者でも実施できます ・全省庁統一の競争参加資格における「役
か。
務の提供」への登録と、ダム管理主任技術
者の資格を条件としており、これらを有し
ていれば参加可能です。

・変更の予定価格は、元々の当初契約時の ・はい。当初の落札率99.3%を乗じた結果、
入札における落札率を乗じていますか。
今回の予定価格は当初に対し98.6%の率と
なります。
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意見・質問
回答等
・他の業者が参加しても同じことになりま ・当初契約で落札したのは肝属中部土地改
すか。
良区です。その契約の期間の延長等という
ことなので、変更の段階では肝属中部土地
改良区を相手方として見積を行い変更契約
を結んでいます。このため、変更の段階で
他の者は入ってきません。
・つまり公募すらしていないということで
すね。
今までに見た変更契約は続ける必要があ
って当初の業者でないとできないものでし
たが、この案件は別の業者でもできるので
はないかとの印象があります。

・変更追加の場合、一連の契約の流れの中
で責任の所在を明確にする必要があること
や、成果の一貫性も確保する必要があるこ
とから、当初の相手方と契約しています。
具体には、試験湛水期間においてダム管理
施設、取水設備、堤体、地山・貯水池、洪
水吐、監査廊等々の巡視による目視調査を
１回／日、チェックリスト項目に基づき行
うものでありますが、項目によっては、経
過観察を必要とする事項もあることから、
一貫した調査が必要となります。このため、
変更の時点で別の業者になることはまずあ
りません。
また、当初の段階で幅広く公募しており、
いろいろな業者に手を挙げてもらえば良か
ったのですが、今回は残念ながら１者応札
となっています。

・では、変更契約をこの場で審議するのは ・例えば先程の案件のように、変更した金
無意味ということでしょうか。
額が一億円を超えるようなケースもありま
すので、変更契約の中身が適切だったかと
いう点を見て頂く、ということに意義があ
るものと考えます。
・今回は誰にでもできる内容のように思い ・別件で発注した方が良いのでは、という
ましたが、そもそも変更契約は公募しない 議論はもちろんあります。業務の効率性や
という固定観念になっていませんか。
一貫性等を考慮し、今回の場合は日数の変
更ですのでそのまま変更した方が良いと判
断しました。
例えば工事を実施して追加が生じた場
合、一貫施工した方が良い場合もあります
し、別件で発注すべき場合もあります。そ
れぞれ実情を踏まえ、判断しています。
・変更理由は梅雨時期に雨が少なかったと
いうことですが、例えば１日の調査の回数
を減らすとか期間を延ばすとか、変更の中
身を検討しなかったのですか。
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・１日１回調査する等の調査頻度を含めた
チェック項目は、試験湛水中の挙動計測と
して、例えばダム堤体で言えば浸透量や間
隙水圧、変形等の重要な項目を計測するも
のです。今回の目視調査もその一環として、
河川法関係法令等に基づいて決まってお
り、変えられないということになっていま
す。

意見・質問

回答等

・この業務は毎年行うのですか。

・試験湛水を行う今回だけです。ダムの運
用開始前に、必ず試験湛水としてダムの水
位を満水位まで貯めて、その後降下させる、
ということをやらなければなりません。そ
の過程で発生する業務です。

・豊水年、平水年というのは想定ですか。 ・はい。実績ではなくシミュレーションで
す。

②平成29年度玉名横島海岸保全事業、有
明海東部海岸保全事業及び福富海岸保
全事業九州農政局直轄事業海岸保全施
設検討業務委託事業
・意見・質問なし。

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
・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。

- 9 -

