
公  示

「平成３０年度大野川上流農業水利事業 大蘇ダム技術 

検討業務委託事業」の委託先の公募について 

九州農政局大野川上流農業水利事業所では、「平成３０年度大野川上流農業水利事

業 大蘇ダム技術検討業務委託事業」について、実施者を公募する。本事業の受託を

希望される方は、下記要領により企画提案書を提出されたい。 

 なお、契約締結は、平成３０年度予算が成立し予算示達がなされることを条件とす

るものである他、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締

結を行わない場合があることを条件とするものである。 

１．委託事業の目的 

本委託事業は、国営大野川上流土地改良事業により建設する大蘇ダムの安定性

の確認及び浸透抑制対策の検討のため、試験湛水期間中の埋設計器等の観測結

果及び浸透抑制対策工事の施工結果を評価・検討し、ダム完成に向けた工事設

計・施工仕様等についての検討結果の取りまとめを行うものである。 

２．事業の概要

１）事業内容

（１）ダムの技術的課題に対する学識経験者等の選定 

大蘇ダムは、試験湛水の段階にあり、高度な技術的課題に的確に対処する

ため、様々な分野（ダム工学・構造工学・地盤工学等）から学識経験者や専

門技術者（以下「学識経験者等」という。）を選定する。 

（２）学識経験者等によるダムの技術的課題の検討及びとりまとめ 

大蘇ダムの技術的課題について、選定した学識経験者等の助言、指導を得

て検討を行い、その結果を取りまとめる。また、必要に応じて検討時期以外

でも学識経験者等より意見を求める。

２）実施期間

 委託契約締結の日から平成３１年３月１５日（金）までとする。

３．応募資格、応募方法等 

別添、「企画提案書作成要領」によるものとする。なお、企画提案書作成要領は、

九州農政局ホームページ（http://www.kyushu.maff.go.jp/）の「発注入札」から

ダウンロードするものとし、インターネット接続環境に無い者は、照会等窓口へ問

い合わせること。 

４．委託契約の締結について 

本事業に係る契約は、九州農政局大野川上流農業水利事業所入札・契約手続審査

委員会の審査結果により決定された委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、

締結する。 



５．その他 

本委託事業の詳細については、別添「企画提案書作成要領」によるものとする。 

６．照会等窓口 

  〒８７８－００２６ 大分県竹田市大字飛田川３４３５－５ 

  九州農政局大野川上流農業水利事業所 調査設計課 

  担当：林田 

   ＴＥＬ ０９７４－６４－９０３５ 

      ＦＡＸ ０９７４－６４－９０３７ 

７．お知らせ 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀

保持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に

基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで

公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ

http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf をご覧下

さい。 

                                                           以上公示する。 

平成３０年２月１６日 

分任支出負担行為担当官 

九州農政局大野川上流農業水利事業所長 

瀨戸 太郎



企画提案書作成要領 

１．委託事業名 

平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業 

２．委託事業の目的 

本委託事業は、国営大野川上流土地改良事業により建設する大蘇ダムの安定性の

確認及び浸透抑制対策の検討のため、試験湛水期間中の埋設計器等の観測結果及び

浸透抑制対策工事の施工結果を評価・検討し、ダム完成に向けた工事設計・施工仕

様等についての検討結果の取りまとめを行うものである。 

３．事業内容等 

（１）ダムの技術的課題に対する学識経験者等の選定 

大蘇ダムは、試験湛水の段階にあり、高度な技術的課題に的確に対処する

ため、様々な分野（ダム工学・構造工学・地盤工学等）から学識経験者や専

門技術者（以下「学識経験者等」という。）を選定する。 

（２）学識経験者等によるダムの技術的課題の検討及びとりまとめ 

下表に示す大蘇ダムの技術的課題について、選定した学識経験者等の助言、

指導を得て検討を行い、その結果を取りまとめる。また、必要に応じて下表

に示す検討時期以外でも学識経験者等より意見を求める。

検討 

時期 
ダム名 地区名 技術的課題等 

6 月 

12 月 
大蘇ダム 大野川上流 

ダム堤体・基礎地盤の挙動状況の評価

（経過観測結果報告） 

浸透抑制対策工の設計及び施工計画

全般に係る助言、指導 

浸透抑制対策工の効果検証に係る助

言、指導 

（３）報告書の作成 

大蘇ダムの技術的課題に対する検討結果をとりまとめの上、平成３１年３

月１５日（金）までに九州農政局大野川上流農業水利事業所長あてに報告書

（Ａ４版１０部）及び電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ２部）を提出する。 

４．契約限度額 

本委託事業の予算は９，２５１千円程度(消費税及び地方消費税含む)を予定して



いる。 

５．実施期間 

契約締結の日から、平成３１年３月１５日（金）までとする。 

６．応募資格 

公募に応募できる者は、次の参加資格に適合する者とする。 

（１）参加資格 

本委託事業の企画競争に参加できる者は、次の各号の全てに該当する者とす

る。 

１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

３）平成２８・２９・３０年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役

務の提供等（調査・研究等）」において、「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」の等級に各付けさ

れている「九州・沖縄」の資格を有する者であること。 

４）九州農政局長から指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定

める手続に基づいて一般競争参加資格の再確認を受けていること。 

５）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記４

の再確認を受けた者を除く。 

６）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成 19 年 12 月 7

日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局

長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者でないこと。 

７．参加表明書の提出 

（１）提出方法 

本委託事業に参加を希望する者は、参加資格を確認できる資料（平成２８・

２９・３０年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果



通知書の写しを添付のうえ、参加表明書（別紙様式１号）を次の期間内に下

記 15.に提出する。 

提出方法は、持参又は郵送（ただし、配達証明可能な方法に限る。）による

ものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。 

（２）提出期間 

平成３０年２月１９日から平成３０年３月５日までのうち、土曜日、日曜

日及び祝日等の行政機関の休日（以下、「休日等」という。）を除く午前９

時から午後４時まで。なお、郵送による場合は期間内必着とする。 

８．企画提案書の提出 

（１）企画提案書の作成 

参加表明書を提出した者は、別紙様式２号「企画提案書の提出について」

と共に次の各号の項目を内容とする「企画提案書」を提出するものとする。 

なお、企画提案書に使用する言語は日本語とし、提出部数は、正１部、副

３部提出する。 

また、企画提案書を提出しなかった者については、失格とする。 

（２）企画提案書には、以下の項目について記載することとする。 

１）事業の実施方針（企画提案書 様式１） 

３の事業内容等に示す事業をどのように実施するか実施方針・実施方法等

を具体的に記載すること。 

特に、学識経験者等の選定理由は、今回の技術的課題等を踏まえた記載と

なるよう留意すること。 

また、技術的課題の検討に当たっての学識経験者等を活用した検討方法に

ついて具体的に記載すること。 

２）事業実施のスケジュール（企画提案書 様式２） 

当該事業を遂行する上での、実施工程表を作成すること。 

また、実施手順・工程計画について、特に配慮した点について具体的に記

載すること。 

３）事業の実施体制（企画提案書 様式３） 

① 事業実施体制 

② 本事業に携わる主な担当者のリスト及び経歴、資格等 

また、実施体制について、特に配慮した点について具体的に記載すること。 

４）過去５年間（平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日）の類似業務の

実績（企画提案書 様式４） 



５）積算内訳（参考資料として提出。別紙様式３号） 

６）事業を統括的に管理する者の過去３年間（平成２６年４月１日～平成２９

年３月３１日まで）又は前年度の継続教育への取り組みの状況（任意様式）

（取得証明書の写しを添付） 

７）その他参考となる資料（提出は任意） 

① 農業農村整備事業に精通することを証明する資料 

② 対象となるダム事業に精通すると共に、ダムに関する豊富な知見を有

することを証明する資料 

（３）提出方法 

参加表明書を提出した者は、次の期間内に別紙様式２号を添えて企画提案

書を受付窓口に提出する。 

提出方法は、上記７（１）と同じ 

（４）提出期間 

平成３０年３月６日から平成３０年３月１２日までのうち、休日等を除く

午前９時から午後４時まで。なお、郵送による場合は期間内必着とする。 

（５）企画提案書の取り扱い 

１）提出された書類はその事由のいかんにもかかわらず、変更又は取消しを行

うことはできない。また返還も行わない。 

２）虚偽の記載をした企画書等は、無効とする。 

３）競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

４）提出する企画提案書は１者につき１点とし、期限内に企画提案書が提出さ

れなかった場合は、契約候補者として選定しないものとする。 

５）企画提案書は採点等本委託事業に係る事務手続以外の目的で提出者に無断

で使用しない。 

６）企画提案に要する一切の費用は、提出者が負担する。 

（６）参考資料の貸与 

過去の大蘇ダムに関わる技術資料は、応募・照会等窓口にて貸与が可能で

ある。貸与した資料は平成３０年３月１２日（月）までに返却するものとす

る。 

９．契約候補者の選定等 

（１）契約候補者を選定するための基準（別紙「企画提案書特定に係る評価基準」

による） 

企画提案書は、次の事項に着目して評価する。 



①事業の目的・内容等に対する理解度 

②事業実施方針の的確性 

③実施手順・工程計画の妥当性 

④実施体制の妥当性 

⑤過去の類似業務の実績 

⑥継続教育に関する姿勢 

（２）企画提案書の特定・非特定 

前項の基準に基づき評価を行い、評価が最も高い企画提案書の提出者を契

約候補者として九州農政局大野川上流農業水利事業所入札・契約手続審査委

員会の審議を経たうえで、特定する。 

また、提出者の特定・非特定については、平成３０年３月１９日までに全

ての提出者に通知する。 

なお、非特定を通知された者については、通知のあった日の翌日から７日

以内（休日等は除く）に、非特定理由の説明を求めることができる。 

10．審査方法 

（１）提出された企画提案書等の内容をもとに、別紙「企画提案書特定に係る

評価基準」に基づいて審査・採点を行い、採点した得点の最上位の者を本

委託事業の委託契約候補者とする。 

（２）審査は非公開とする。 

11. 契 約 

（１）本委託事業に係る契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、

国との間で締結する。但し、契約条件が合致しない場合には、委託契約の

締結ができないこともある。 

（２）委託契約締結後、同事業で取得した著作権については、分任支出負担行

為担当官九州農政局大野川上流農業水利事業所長（以下、分任支出負担行

為担当官）という。）が継承する。 

12．契約保証金 

会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納

付は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第３号の規定

により免除する。 

13．委託費の支払 

委託事業が終了して、別途任命される検査員の検査の結果、契約の内容に適合す

ると認めたときは、委託費の額を確定し、契約者から適法な請求書を受理した日か

ら 30 日以内にその支払いを行うものとする。 



委託費の額の確定は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い

額とする。 

14．実績報告 

委託契約者は、委託事業が終了したときは、分任支出負担行為担当官九州農政局

大野川上流農業水利事業所長に委託事業実績報告書（契約締結時に別途指示する様

式による）を提出しなければならない。 

15．応募・照会等窓口 

〒８７８－００２６ 大分県竹田市大字飛田川３４３５－５ 

九州農政局大野川上流農業水利事業所 

調査設計課 林田 

ＴＥＬ ０９７４－６４－９０３５ 

ＦＡＸ ０９７４－６４－９０３７ 



別紙様式１号 

                                                     平成  年  月  日 

 九州農政局 大野川上流水利事業所長 殿 

                                     住    所 

                                     商号又は名称 

                                     代表者氏 名           印 

企画提案に関する参加表明書 

「平成３０年度大野川上流農業水利事業大蘇ダム技術検討業務委託事業」に関する

企画提案に参加するにあたり、予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しないこと、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 なお、提案に関する担当者は下記のとおりです。 

記 

    （担当者） 

        所属・役職 

        担当者氏名 

        電話番号 

        ＦＡＸ番号 

        E-Mail アドレス 

（注）参加表明書の提出に当たっては、以下の資料を添付すること。 

  １．競争参加資格証明書の写し（資格取得中者は申請中であることが確認できる

ものの写し）。 

  ２．業務内容を示したパンフレット（又はリーフレット）並びに民間企業にあっ

ては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準じるも

の）を、民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算（営

業）報告書１年分（又はそれに準じるもの）。 



別紙様式２号 

                                                     平成  年  月  日 

 九州農政局 大野川上流農業水利事業所長 殿 

                                     住    所 

                                     商号又は名称 

                                     代表者氏 名                       印 

企画提案書の提出について 

「平成３０年度大野川上流農業水利事業大蘇ダム技術検討業務委託事業」に関する

企画提案書を下記のとおり提出します。 

記 

添付書類：企画提案書４部（正１部、副３部） 



別紙様式 ３号 

平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業 積算内訳 

区  分 予 算 額 備  考 

○○○○費 

○○○○費 

消費税及び地方消費税 

                    円 

○○費 △△△円 

○○費 △△△円 

○○費 △△△円 

○○費 △△△円 

計   

注１：積算内訳は、次の項目で積算すること。 

      ① 人件費（労務費）：単価は、社内規定単価を使用すること。 

      ② 諸謝金：学識経験者等謝金等 

      ③ 旅 費：学識経験者等旅費、職員旅費等 

職員旅費については、社内の旅費規程を基に算定すること。 

      ④ 事務庁費：会場借料、印刷製本費、通信運搬費、ｱﾙﾊﾞｲﾄ雇用費、外注費等 

      ⑤ 一般管理費 

 ⑥ 消費税及び地方消費税：①から⑤までは、消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、

その総額に消費税及び地方消費税を乗じて得た金額を計上すること。 

注２：必要に応じて、資料を添付する。 

注３：備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 



（企画提案書 様式１） 

事業の実施方針 

事業名：平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業 

【注意事項】 

 ○ 応募要領に記載された事業内容ごとに、実施方針・実施方法を具体的に記入する。 

 ○ 学識経験者等の構成の他、構成人員の氏名、経歴、役職、選定の理由などを記載する。 

○ 技術的課題の検討に当たっての学識経験者等を活用した検討方法に関する実施方針を記載する。 

○ 本様式に記載された内容により、主に事業の目的・内容等に対する理解度及び実施方針の的確性を

評価する。 



（企画提案書 様式２） 

事業の実施スケジュール 

事業名：平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業

項 目 
委 託 事 業 工 程 

備考 
月 月 月 月 月 月 

【注意事項】 

○当該事業を遂行する上での工程表（作業スケジュール）を作成する。 

○項目は、事業内容に応じて記載する。 

○必要に応じ、フロー図等の記入も可。 

○本様式に記載された内容により、事業の実施手順・工程計画の妥当性などを評価する。 



（企画提案書 様式３） 

事業の実施体制 

事業名：平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業

（１）事業実施体制 

【注意事項】当該事業の実施体制（人員配置等）を明示すること。 

（２）本事業に携わる主な担当者 

氏 名 所属・役職 
担当業務の

内容 

所有する

資格 

類似業務の実

績 
継続教育に対する取組状況 

    ・発注機関 

・業務名 

・業務内容 

・履行期間 

・役割 

前年度取得単位：○○CPD 

過去３年度取得単位：○○CPD

【注意事項】 

○主な担当者とは、事業を統括管理する者、調査分析作業等の責任者等を想定している。 

また、事業を総括管理する者（１名に限る）の氏名に○を付することとし、継続教育に

対する取組状況（事業を総括管理する者のみ）を記載すること。 

○氏名には「ふりがな」をふること。 

○資格には、資格の種類、部門（選択科目）などの資格に関する詳細を記載すること。 

○類似業務とはダムの設計、施工の検討に関する業務（農林水産省発注以外の業務を含む）、

または、ダムの設計に関する研究実績とし、事業の実績には、発注機関、業務名、履行期

間、担当業務の役割等を記載すること。 

○本様式に記載された内容により、主に実施体制の妥当性などを評価する。 



（企画提案書 様式４） 

過去５年間の類似業務の実績 

事業名：平成３０年度大野川上流農業水利事業 

大蘇ダム技術検討業務委託事業

業務名 業務概要 発注機関 履行期間 

【注意事項】 

○ 過去５年間とは、平成 24年 4月１日～平成 29 年 3月 31 日までに完了した業務。 

○ 類似事業とは、ダムの設計、施工の検討に関する業務（農林水産省発注以外の業務を含

む）、または、ダムの設計に関する研究実績とする。 

○ 記載した実績が証明できる業務カルテ、契約書等の写しを添付すること。 

○ 本様式に記載された内容により、過去の類似業務の実績を評価する。 



別紙

企画提案書特定に係る評価基準

項目 着眼点 判定の指標 点数
ア．豊富な知見を有し、十分理解されている。 15点

イ．知見を有し、おおむね理解されている。 10点

ウ．普通である（一通り書かれている）。 5点

エ．見直しが必要である。 欠格

ア．詳細な検討がなされた、優れた実施内容と
なっている。

30点

イ．おおむね検討された、妥当な実施内容となっ
ている。

20点

ウ．普通である（一通り書かれている）。 10点

エ．見直しが必要である。 欠格

ア．詳細な検討がなされた、優れた実施内容と
なっている。

30点

イ．おおむね検討された、妥当な実施内容となっ
ている。

20点

ウ．普通である（一通り書かれている）。 10点

エ．見直しが必要である。 欠格

ア．十分検討された、優れた工程計画となってい
る。

15点

イ．概ね検討された、妥当な工程計画となってい
る。

10点

ウ．普通である（一通り書かれている）。 5点

エ．見直しが必要である。 欠格

ア．十分検討された、優れた実施体制となってい
る。

15点

イ．おおむね検討された、妥当な実施体制となっ
ている。

10点

ウ．普通である（一通り書かれている）。 5点

エ．見直しが必要である。 欠格

ア．５件以上の実績がある。 15点

イ．３件以上５件未満の実績がある。 10点

ウ．１件以上３件未満の実績がある。 5点

エ．実績なし 0点

ア．過去３年間で150ＣＰＤ、又は前々年度50Ｃ
ＰＤ以上

15点

イ．過去３年間で90－149ＣＰＤ、又は前々年度
30－49ＣＰＤ

10点

ウ．過去３年間で30-89ＣＰＤ、又は前々年度10-
29ＣＰＤ

5点

エ．ア～ウ以外 0点

事業実施方針の
的確性②

技術的課題の検討に当
たっての学識経験者等を
活用した検討方法につい
て、妥当な実施内容と
なっているか。

事業の目的・内
容等に対する理
解度

農業農村整備事業に精通
する他、対象となるダム
事業に精通すると共に、
ダムに関する豊富な知見
を有し、事業目的及び内
容が十分に理解されてい
るか。

事業実施方針の
的確性①

専門分野に配慮された学
識経験者等が選定される
など、妥当な内容となっ
ているか。

継続教育に関す
る姿勢

担当者（事業を統括的に
管理する者）の農業農村
整備事業に関する継続教
育に対する取組状況
（過去3年間とは平成26年4月1
日～平成29年3月31日まで、
前々年度とは平成28年度）

実施手順・工程
計画の妥当性

大蘇ダムの検討状況等に
配慮した実施手順や工程
が十分検討された計画と
なっているか。

実施体制の妥当
性

事業量に見合った人員が
配置され、また、主な担
当者の経験等は十分であ
るか。

過去の類似業務
の実績

過去５年間における類似
業務の実績
（過去5年間とは平成24年4月1
日～平成29年3月31日までに完
了した業務）


