
公   示 

「平成 30 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸

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」の委託先の公

募について 

九州農政局有明海岸保全事業所では、「平成30年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島

海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務委託事

業」について、実施者を公募する。本事業の受託を希望する者は、下記要領により企画提

案書を提出されたい。 

１．委託事業の目的 

本委託事業は、直轄海岸保全施設整備事業により新設・改良される海岸保全施設につ

いて、専門的な学識経験者や専門技術者（以下「学識経験者等」という。）を選定すると

ともに技術的課題を検討し、成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）海岸保全施設の新設、改修に伴う技術的課題に対する学識経験者等の選定 

九州農政局管内で実施している海岸保全施設の設計、施工上の高度な技術的課題

に的確に対処するため、様々な分野からの適切な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海岸保全施設の技術的課題の検討及びとりまとめ 

下表に示す海岸保全施設の技術的課題について、選定した学識経験者等の専門的

知識を最大限活用した助言、指導を得て検討を行い、その結果を取りまとめる。 

地区名 技術的課題等 

有明海東部 
・大和工区干潟排水対策施設の効果検証及び将来の

取り組み内容について 

玉名横島 ・第二工区における沈下予測について 

西国東 
・平成 30 年度土質調査結果及び調査結果による土質

定数等の設定について 

（２） 実施期間 

委託契約締結の日から平成31年３月８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、企画提案書提出様式は、九

州農政局ホームページ（http://www.maff.go.jp/kyusyu/）の「申請・お問い合わせ」の「調

達情報・公表事項」の「公告・公募関係」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、九州農政局有明海岸保全事業所入札・契約手続審査委員会の審

査の結果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 

（１）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。 

（２）発注者綱紀保持対策について 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、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）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の

不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方氏名及び働き

かけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、

「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められ

た場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表

する。 

（不当な働きかけ） 

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査

基準価格に関する情報聴取 

⑤ 公表前における企画提案書の評価点に関する情報聴取 

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれの

ある依頼又は情報聴取 

６．照会等窓口 

〒839-0205 

福岡県みやま市高田町南新開１１７－１ 

九州農政局有明海岸保全事業所 工事第一課 

担当：山口 剛史 

TEL 0944-22-3961 

FAX 0944-22-3974 

以上公示する。 



平成30年８月10日 

分任支出負担行為担当官 

九州農政局有明海岸保全事業所長 

今井 武三 



【企画提案書作成要領】 

１．委託事業名 

平成30年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業

九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務委託事業 

２．委託事業の目的 

本委託事業は、直轄海岸保全施設整備事業により新設・改良される海岸保全施設に

ついて、専門的な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

るとともに技術的課題を検討し、成果の取りまとめを行うものである。 

３．事業の内容 

（１）海岸保全施設の新設、改修に伴う技術的課題に対する学識経験者等の選定 

九州農政局管内で実施している海岸保全施設の設計、施工上の高度な技術的課題に

的確に対処するため、様々な分野からの適切な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海岸保全施設の技術的課題の検討及びとりまとめ 

１）委員会 

学識経験者等からなる「海岸保全施設検討委員会」（以下「委員会」という。）

を設置し運営する。 

また、下表に示す委員会において、選定した委員の専門的知識を最大限活用した

助言、指導を得て検討を行い、委員会終了後、委員会での技術的助言をまとめた議

事録を作成し、委託者及び各委員に内容確認の上、検討結果として取りまとめる。 

開催 

時期 
地区名 開催地 技術的課題等 

１月 

（予定）

有明海東部 

熊本市 

・大和工区干潟排水対策施設の効果

検証及び将来の取り組み内容につい

て 

玉名横島 
・第二工区における沈下予測につい

て 

西国東 

・平成 30 年度土質調査結果及び調査

結果による土質定数等の設定につい

て 



２）幹事会 

 委員会に先立ち九州農政局内で開催する「海岸保全施設検討委員会幹事会：（九

州農政局職員及び委員会委員１名で構成）」（以下「幹事会」という。）の参加者

分の資料を準備するとともに、幹事会に出席のうえ委員会を円滑に進めるために、

技術的課題の把握と問題点の検討、幹事会終了後、幹事会での技術的助言を踏まえ

た委員会資料を取りまとめ、議事録を作成する。 

開催 

時期 
地区名 開催地 技術的課題等 

１２月 

（予定）

有明海東部 

熊本市 

(九州農政局内) 

・大和工区干潟排水対策施設の効果

検証及び将来の取り組み内容につい

て 

玉名横島 
・第二工区における沈下予測につい

て 

西国東 

・平成 30 年度土質調査結果及び調査

結果による土質定数等の設定につい

て 

（３）報告書の作成 

委員会及び幹事会に諮った資料及び委員会で得られた指導、助言内容を整理する。

また、委員会及び幹事会で検討された技術的課題に対する評価及び検討をとりまと

め、平成 31 年３月８日（金）までに九州農政局有明海岸保全事業所あてに報告書（Ａ

４版簡易製本 32 部）及び電子媒体（ＣＤ-Ｒ（ＰＤＦデータ）３部）を提出するも

のとする。 

４．契約限度額 

本委託事業の予算は4,827千円(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８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（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）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）予決令第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、「Ｂ、Ｃ、Ｄ」の等級に格付けされている「九州・

沖縄」の資格を有する者であること。なお、参加表明書提出時に競争参加資格のな



い者は、競争参加資格審査申請の手続き中の者であること。 

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（競争参加資格確認

通知又は資格申請書類の写し、類似業務の内容が確認できる契約書類等の写し）を添

付のうえ、参加表明書（別紙様式１号）を次の期間内に受付窓口に提出する。 

提出方法は、受付窓口に持参、郵送（簡易書留に限る）又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条９項に規定する特定信書便事業者

による同条第２項に規定する信書便（以下「特定信書便」という。）のいずれかの方

法にて提出することとし、電送又は電子メールによるものは受け付けない。 

（２）提出期間 

平成30年８月10日（金）から平成30年８月28日（火）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。 



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。 

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 

４）過去５年間（平成25年４月１日～平成30年３月31日）の類似業務の実績（企画提

案書 様式４）類似業務とは、軟弱地盤上の海岸保全施設の設計、施工等の検討に関

する業務とする。 

５）積算内訳（参考資料として提出。別紙様式３号） 

６）競争参加資格証明書の写し 

７）事業を統括的に管理する者の過去３年間（平成27年４月１日～平成30年３月31日

まで）又は前々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） 

（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８月10日（金）から平成30年９月３日（月）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 



過去の九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務の成果報告書は、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９月３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） 

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 

海岸保全施設整備事業に精通すると共に、海岸保全施設に関する豊富な知見を

有し、事業目的及び内容が十分理解されているか。 

② 事業実施方針の的確性 

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。 

さらに技術的課題の検討に当たって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 

③ 実施手順・工程計画の妥当性 

各海岸保全施設の検討状況等に配慮した実施手順や工程が十分に検討された計

画となっているか 

④ 実施体制の妥当性 

事業量に見合った人員が配置され、主な担当者の経験等が十分であるか 

⑤ 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があるか 

⑥ 継続教育に関する姿勢 

最近３年間における担当者（事業を統括的に管理するもの）の継続教育に対す

る取組状況があるか 

（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

として九州農政局有明海岸保全事業所入札・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10月５日（金）までに全ての提

出者に書面にて通知する。 

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、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 

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。 



ただし、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がある。 

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、本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有

明海岸保全事業所長 今井 武三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 

〒839-0205 

福岡県みやま市高田町南新開１１７－１ 

九州農政局有明海岸保全事業所 工事第一課 

担当：山口 剛史 

TEL 0944-22-3961 

FAX 0944-22-3974 



別紙様式１号 

平成  年  月  日 

 分任支出負担行為担当官 

九州農政局有明海岸保全事業所長 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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業

九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務委託事業」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 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）参加表明書提出に当たっては、参加資格を明らかにするものを添付すること。 

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 

分任支出負担行為担当官 

九州農政局有明海岸保全事業所長 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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業

九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務委託事業」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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保全事業 

九州農政局直轄事業海岸保全施設検討業務委託事業 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：必要に応じて、資料を添付する。 

 注２：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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保

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 

【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。 

○ 本様式には、別紙「企画提案書特定に係る評価基準（案）」の項目、着眼点の順序に沿って記載

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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保

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 

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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保

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 

 （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 同種業務の実績

・発注機関

 ・業務名

 ・業務内容

 ・履行期間

 ・役割

【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。

 ○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、軟弱地盤上の海岸保全施設の設計、施工の検討等に関する業務とし、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 年度有明海東部海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び西国東海岸保

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 

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 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までに完了した業務。

 ○ 類似業務とは、軟弱地盤上の海岸保全施設の設計、施工の検討等に関する業務とする。

  ○ 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、過去の同種業務の実績を評価する。



別紙

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。
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。
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。
ア．十分検討された、優れた工程計画となっている。 15 点
イ．おおむね検討された、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。
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。
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。
ア．最近３年間で150ＣＰＤ、又は、前々年度50ＣＰＤ以上 15 点
イ．最近３年間で90～149ＣＰＤ、又は、前々年度30～49ＣＰＤ 10 点
ウ．最近３年間で30～89ＣＰＤ、又は、前々年度10～29ＣＰＤ 5 点
エ．ア～ウ以外 0 点

企画提案書特定に係る評価基準

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、主な担当者において技術的課題を踏
まえた選定がなされ経験等も十分である
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25年４月１日～平成30年
３月31日までに完了した業務）

評価の指標 点数

欠格

欠格

欠格

欠格

欠格

0点
継続教育に関
する姿勢

最近３年間における担当者（事業を統括
的に管理するもの）の継続教育に対する
取り組み状況（※最近３年間とは平成26年度
～平成28年度、前々年度とは平成28年度）

実施手順・工
程計画の妥当
性

各海岸保全施設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。

項目 着眼点

海岸保全施設整備事業に精通すると共
に、海岸保全施設の新設・改良に関する
豊富な知見を有し、事業目的及び内容が
十分理解されているか。

事業の目的・
内容等に対す
る理解度

海岸保全施設の新設・改良に伴う技術的
課題に対し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。

事業実施方針
の的確性①

事業実施方針
の的確性②

海岸保全施設の新設・改良に伴う技術的
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。


