
業種 番号 件　　　　名 請負者 契約事務所
契約
年数

入札参加条件
１者応札対策として
採った対応

対策を採っても１者応札となった原因は何か？
原因分析から、今後の同種業務の発注にあた

り、更なる改善点はあるか？

その他の工事 1 矢木沢・奈良俣ダム除雪等維持工事 須田建設（株） 沼田総合管理所 単

【企業】
・機構への登録「道路等維持工事」
・同種工事の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格
・同種工事の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

受注者が除雪車を常備する必要があり、施工区域も山間僻地の冬
期の作業となり、雪崩の危険性もあるため、この近傍で除雪車を保
持していないか、又は冬期作業での土地勘の無い業者は入札参加
を見送った可能性がある。
【不参加者意見】
・配置予定技術者が空いていなかったため。
・施工現場が遠く除雪の対応が難しいため。（冬期の早朝パトロール
等の対応が難しい。）

現状では、改善が難しい。

機械設備工事 2 滝沢ダム堤内排水ポンプ設備整備工事 クシダ工業(株)
荒川ダム総合管
理所

単
【企業】
・機構への登録「機械設備工事」
・同種工事の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

・小規模工事のため、敬遠される傾向にある。
・機器単体品（金額1,750千円）を購入して設置する工事のため、利益
が小さく、敬遠される傾向にある。

更新工事など参加意欲の出る工事との合併など可
能な範囲で集約発注に努める。

現場技術業務 3 技術資料作成現場技術業務 （株）アクアテルス 思川開発建設所 単

【企業】
・機構への登録「土木関係建設コンサルタント業務」
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
発注の前倒し

発注時期(履行開始）が国等と重なり、配置予定管理技術者(技術者
含む。）が確保できなかったと思慮される。
【不参加者意見】
・配置予定管理技術者及び配置予定技術者が確保できない。手持業
務がオーバーフローする。
・要求された業務を実施するために必要な現場技術員の配置（技術
資料作成業務に精通した現場技術員）が困難であった
・他の業務との兼ね合いもあり、配置技術者を割り当てる事ができな
かった。
・技術者の人数や業務場所、他の官公庁との兼ね合いで申請をしな
かった。
・配置予定管理技術者の資格用件を満たす技術者の確保が出来な
かったため。

・発注時期の見直し
・複数年契約の検討

4 大山ダム技術資料等作成業務 （株）アクアテルス 大山ダム建設所 単

【企業】
・機構への登録「土木関係建設コンサルタント業務」
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
発注の前倒し

落札率の低下（H23年度実績：43%）が入札参加見送りの原因となっ
ているのではないか。
【不参加者意見】
・管理技術者の資格用件を満たす技術者の確保が難しいため。
・落札率が低いため、参加が困難
・配置予定技術者（4名）の確保が困難

今回は、配置予定管理技術者の確保ができない業
者が多かったものの、これ以上の技術者要件の緩
和は品質の低下にもつながることから、今後も引き
続き現状の入札条件で実施すると共に、総合評価
における技術点の比率を大きくし、低価格入札を減
らすことにより、より多くの参加業者が見込まれるよ
う改善を検討する。

設計業務 5 アースダム解析等業務 西日本技術開発(株) 総合技術センター 単

【企業】
・機構への登録「土木関係建設コンサルタント業務」
・同種業務又は類似業務の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格

公告方法改善
参加要件緩和

ダムにおける累積損傷度理論による沈下解析及び有効応力動的解
析等の専門的な解析手法を取り扱う業務であり、類似業務が乏しい
ことから、実績のない者が応札せず、一者応札になったと推察され
る。

企業の実績として認める類似業務の対象範囲の拡
大を検討する。

環境調査 6 猪名川河川生物生息環境に関する検討業務 (社)淡水生物研究所 一庫ダム管理所 3

【企業】
・機構への登録「土木関係建設コンサルタント業務」
・同種業務又は類似業務の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務又は類似業務の実績（1件）

公告方法改善
参加条件緩和
複数年契約（3年）

前回発注時は１者応札となっていない。業務内容については前回発
注時と大きく変更した箇所はない。内部手続きにより、公告開始が遅
れたため。
【不参加者意見】
配置予定技術者を他業務に配置したため

早めに発注準備を行い、発注時期および公告開始
日を早める。

物品等の購入 7 徳山ダム水質観測装置予備品購入 （株）近藤インスツルメンツ 徳山ダム管理所 単
【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（水質等監視
装置）」

公告方法改善
FAX通知
参加条件撤廃

縦断観測を行う水質観測設備の予備品（ワイパーモータ、検出部専
用ケーブル等）を購入するものであり、設備の特殊性から、既設設備
の製作・納入業者及び代理店以外の者からは、敬遠されたと考えら
れる。（参加業者は代理店）
【不参加者意見】
既設設備の代理店でない。（２者）

入札参加要件の営業品目を「水質等監視装置」の
みから「水位・流量観測装置」まで拡大する。

8 自動車燃料等の供給単価契約 粟野合同運輸（株） 思川開発建設所 単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径５km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

有資格業者登録されている近隣業者が少ない。
【不参加者意見】
参加手続き（参加資格登録手続き）が面倒である。

地域要件を緩和しているが、応札者は少ない。遠方
のスタンドでは意味がないため、引き続き、近隣業
者に有資格業者登録の案内を行うが、ガソリン価格
が不安定であり、改善は難しい。

9 自動車用燃料等購入（単価契約） （株）サンワ 沼田総合管理所 単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径３km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

有資格業者登録されている近隣業者が少ない。
【不参加者意見】
参加手続き（参加資格登録手続き）が面倒である。

同上

10
自動車用燃料等購入外に係る単価契約（総
合管理所）

コスモ石油販売（株）
愛知用水総合管
理所

単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径５km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

５㎞以内に有資格業者が１者で、その他近隣業者に登録を依頼した
が、廃業するため、登録に応じなかったため。

同上

11
総合事業部自動車用燃料購入及び洗車に係
る単価契約

愛知商工（株）
豊川用水総合事
業部

単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径３km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

価格の変動が著しく、金額の設定が困難なことから、新規の参入に
抵抗があるものと思われる。
・同営業品目の参加資格を有する10社あて公告案内をＦＡＸ送信した
が、関心を示したのは当該業者のみ。近隣の同業者に参加資格の
取得を呼びかけているが、なかなか応じてくれない現状。

同上

12 自動車用燃料購入等に係る単価契約 青山石油（株） 川上ダム建設所 単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径１０km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

イラン情勢の緊張から原油価格が高止まりしている影響により、毎週
連続して上昇 していることから、入札価格の算定が難しくなり、近隣
の有資格業者が入札参加を見合わせたため。

同上

13 自動車用燃料等購入に係る単価契約 （株）ＮＫエネルギー
木津川ダム総合
管理所

単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径２km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

年度末において原油価格の変動が激しく、実勢価格による入札価格
の算定が難しくなり、業者が入札参加を見合わせたと思われる。資格
要件に合う近隣スタンド（約10箇所）へ直接出向き、入札参加の働き
かけを行ったが参加業者は１社のみであった。

同上

Ｈ２４年度第１四半期　１者応札分析結果 （３８件） 資料３



業種 番号 件　　　　名 請負者 契約事務所
契約
年数

入札参加条件
１者応札対策として
採った対応

対策を採っても１者応札となった原因は何か？
原因分析から、今後の同種業務の発注にあた

り、更なる改善点はあるか？

Ｈ２４年度第１四半期　１者応札分析結果 （３８件） 資料３

物品等の購入 14 筑後川局自動車用燃料等購入係る単価契約 喜多村石油（株） 筑後川局 単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（事務所から半径６km以内）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

Ｈ２３年度末は、全国的にガソリン等燃料の高騰期であったため、契
約単価に縛られ、単価変更契約に時間を要すること、現金払いでな
いことから敬遠された。
【不参加者意見】
給油所が存在しない

地域要件を緩和しているが、応札者は少ない。遠方
のスタンドでは意味がないため、引き続き、近隣業
者に有資格業者登録の案内を行うが、ガソリン価格
が不安定であり、改善は難しい。

15 自動車等燃料等購入（単価契約） 岐西興産（株） 徳山ダム管理所 単

【企業】
・機構への登録「物品等の製造又は販売（経由・灯油・
ガソリン）」
・地域要件（岐阜県全域）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

今年度は地域要件を岐阜県全域に広げるなど、１者応札解消に向け
て取り組みをおこなったものの、登録業者の中に近傍の給油 スタン
ドがないため１者応札になった。

同上

機械設備点検 16
早明浦ダムふれあいホールエレベータ設備
点検業務

（株）日立ビルシステム 池田総合管理所 3
【企業】
・機構への登録「役務の提供（設備の保守点検管理）」
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
複数年化（3年）

３年債務による規模拡大での発注をしたが、エレベータ点検という特
殊性から敬遠されたと思われる。

既存のエレベータ点検は、改善が難しい。更新工事
など参加意欲の出る工事との合併など可能な範囲
で集約発注に努める。

電気通信設備点検 17 関西支社管内水質観測設備点検業務 （株）アクアテルス 関西支社 単

【企業】
・機構への登録「通信設備（多重無線、交換機、放
送)」、「自動制御装置等」、「水質観測装置」又は「監
視装置、測定装置」
・同種業務の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務の実績（1件）
・実務経験

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

・水質観測装置は汎用装置でなく特殊であるため配置できる業務管
理責任者が少ないことが原因と推測される。
【不参加者意見】
複数の業務の入札に同じ業務管理責任者を配置することで応募して
いた。本業務より先に落札した業務に業務管理責任者を配置したた
め本業務に業務管理責任者が配置できなくり入札を辞退した。

特に考えられない（公告を従前通り実施する）

18 印旛沼水質自動観測設備点検業務 誠心エンジニアリング（株）
千葉用水総合管
理所

単

【企業】
・機構への登録「通信設備（多重無線、交換機、放
送)」、「自動制御装置等」、「水質観測装置」又は「監
視装置、測定装置」
・同種業務の実績（1件）
・地域要件（千葉県＋隣接６県）
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務の実績（1件）
・実務経験

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

発注ロットが小さく施工現場が点在する場合には、対象業務への技
術者手配の優先順位が小さくなると思われる。
【不参加者意見】
技術者の手配ができなかった。

これまでは本案件は複数の応札者があったが、今
回１者応札となったことから、新たに水質観測設備
点検の集約発注を検討し発注ロットの大きくするこ
とを検討する。

19 長良川河口堰管理用制御処理設備点検業務 日本無線（株）
長良川河口堰管
理所

単

【企業】
・機構への登録「通信設備（多重無線、交換機、放
送)」、「自動制御装置等」、「水質観測装置」又は「監
視装置、測定装置」
・同種業務の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格
・同種業務の実績（1件）
・実務経験

公告方法改善
FAX通知

本業務の対象が堰の制御設備であり、業務履行に起因する障害が
生じた場合のリスクが非常に大きいこと、点検業務で発見された不具
合や点検結果の所見の対応等が納入業者以外では、ノウハウが不
足し、時間とコストがかかることから、本設備の納入業者のみによる
応札となったと考えられる。

制御設備の点検は、改善が難しい。管内集約及び
複数年契約により、リスク等を吸収できるよう、発注
ロットを拡大する。

役務の提供 20 奥利根湖湖面巡視業務 利根漁業（同） 沼田総合管理所 単

【企業】
・機構への登録「土木関係建設コンサルタント業務」又
は「役務の提供（冷暖房（空調）、衛生（水道施設、消
防施設を含む）、冷凍機、給排水、防火排煙装置）」
【従事者】
小型船舶免許

公告方法改善
参加条件撤廃

同業務においては、当該現場まで距離のある企業は、特に夏場の監
視従事時間が6:00～18:30と言うこともあり、現実的に監視員の配置
が難しいと考えていると思われる。奥利根湖に漁業権を有する地元
地域の利根漁業協同組合は鑑札のチェック等の現場作業を行ってい
ることもあり応札したものと考える。

各要件を可能な限り緩和しているため、改善は難し
い。

21 土木工事等積算システム運用支援業務 東芝ソリューション（株） 技術管理室 単

【企業】
・機構への登録「ソフトウエア、情報処理及び提供サー
ビス」
・同種業務の実績（1件）
【技術者】
・技術士等の資格
・主任技術者は同種業務の実績（1件）
・現場技術員は実務経験５年

公告方法改善

一般に多くの積算システムが存在しているが、汎用システムではない
ことから応札者が少ないと思われる。資格確認時点では２者であった
が、うち１者が配置予定技術者の実績が確認できず、競争参加資格
が無く失格となった。

早期発注の検討を行う。

22 複合機等賃貸借及び保守 富士ゼロックス岐阜（株） 岩屋ダム管理所 単

【企業】
・機構への登録「役務の提供（賃貸借）」
・地域要件（岐阜県＋隣接７県）
・迅速な体制（設置場所へ５時間以内に到着可能）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
複数年化（3年）
複数台一括

カラー複合機１台とカラープリンタ１台の計２台の賃貸借及び保守で
あり、スペック要求に無理を生じさせているものではなかったが、複合
機とプリンタを合わせて賃貸借することに難色を示された。
【不参加者意見】
複合機のみであれば何台であっても親社とレンタル契約が出来る
が、カラープリンタは子会社のリース会社と別途契約する必要があ
る。（２社）

複合機とプリンタを同時にレンタルすることが、業界
上困難であることを知らなかったため、今後は分け
て発注を行う。

23 複合機保守契約 富士ゼロックス埼玉（株） 本社財務部 単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」

公告方法改善
FAX通知
参加条件撤廃

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

機器更新時に複数年契約により賃貸借と保守を併
せて発注する。

24 デジタル複合機保守契約 （株）カントー 本社財務部 単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」

公告方法改善
FAX通知
参加条件撤廃

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

同上

25 複写機保守契約 富士ゼロックス埼玉（株）
下久保ダム管理
所

単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」

公告方法改善
FAX通知
参加条件撤廃

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。
【不参加者意見】
・他社のメーカーである。
・同じメーカーでも営業エリアがある。

同上



業種 番号 件　　　　名 請負者 契約事務所
契約
年数

入札参加条件
１者応札対策として
採った対応

対策を採っても１者応札となった原因は何か？
原因分析から、今後の同種業務の発注にあた

り、更なる改善点はあるか？

Ｈ２４年度第１四半期　１者応札分析結果 （３８件） 資料３

役務の提供 26 複合機保守契約 富士ゼロックス埼玉（株）
利根導水総合事
業所

単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」

公告方法改善
FAX通知
参加条件撤廃

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

機器更新時に複数年契約により賃貸借と保守を併
せて発注する。

27 デジタルカラー複合機保守 富士ゼロックス愛知（株）
愛知用水総合管
理所

単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」
・地域要件（愛知県＋近接１２県）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

同上 同上

28 デジタルカラー複合機保守 日商器材（株） 三重用水管理所 単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」
・地域要件（三重県＋隣接６県）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

同上

29 電子複写機保守 富士ゼロックス長野（株）
味噌川ダム管理
所

単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」
・地域要件（岐阜県＋隣接８県）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

同上

30 デジタルカラー複合機保守
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

木曽川水系連絡
導水路建設所

単

【企業】
・機構への登録「設備の保守・点検管理（コピー機等
の保守）」
・地域要件（岐阜県＋隣接７県）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

複写機の保守に係る業務を機器の製造業者（代理店）以外の者が履
行することが困難かつ不利であるため。

同上

31 登記業務（権利に関する登記）
（特社）愛知県公共嘱託登記司
法書士協会

豊川用水総合事
業部

単

【企業】
・機構への登録「資料収集整理又は登記業務」
・地域要件（愛知県＋隣接５県）
・公共嘱託登記司法書士協会又は司法書士が2人以
上の司法書士法人

公告方法改善
FAX通知

本件業務場所が豊橋市外５市と広範囲に跨るため、入札参加を敬遠
するのではないかと思われる。また、権利に関する登記を行う有資格
者の業者登録が少ないためと思われる。

業態を見極めつつ、未登録法人の登録促進を図
る。

32 木津川ダム管内給水設備点検業務 アイテック（株）
木津川ダム総合
管理所

単

【企業】
・機構への登録「役務の提供（建物若しくは工作物又
は冷暖房設備、電機通信設備その他の設備の保守・
点検管理」
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
ロットの拡大
参加条件緩和
発注の前倒し

・契約期間は長期間であるが1回あたりの作業量が非常に少ない業
務であり、実施の手間に対して、利益が少ない。
・広範囲にわたり現場作業が生じるため、業務規模に比して経費が
かかる。
・水道事業の営業許可は市町村もしくは府県であり、小規模な地元
業者が近隣の点検を引き受けることが常態である。
【不参加者意見】
管理技術者が少なく本業務に配置できないため、今回の資格申請は
見送ることにした。

地域別に分割して発注を行う

33 可搬式海水淡水化装置保守管理業務 アクティス（株） 本社 単

【企業】
・機構への登録「役務の提供（冷暖房（空調）、衛生
（水道施設、消防施設を含む）、冷凍機、給排水、防火
排煙装置）」
・地域要件（宮城県）
・同種業務の実績(1件）
【技術者】
・同種業務の実績(1件）
・技術士等の資格
・実務経験

公告方法改善
参加条件緩和

海水淡水化装置という特殊な設備であること、離島という現地条件か
ら時間が拘束されること（移動手段は１日３便の定期船のみ）、装置
不具合時には即時の対応を指定しており拘束を受けること、これらの
特殊な条件があることに対し規模が少額であることから、敬遠された
ことが考えられる。

地域要件の緩和、装置の概要や操作方法を参考資
料として添付、有資格業者へのＦＡＸ通知を行い周
知が考えられる。

34 技術情報バンク運営業務 （株）トータルテクノジャパンＨＤＳ総合技術センター 単

【企業】
・機構への登録「ソフトウエア、情報処理及び提供サー
ビス」
・地域要件（埼玉県＋隣接８県）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
発注の前倒し

本システムは、平成18年8月3日付け「技術情報共有システムの構築
について」に基づきプロジェクトチームを設置のうえ、開発費のコスト
削減を図るため、フリーソフト等を用いた、いわば職員による手作りで
作成されたものである。このため、このシステムに対応したことのない
受注者側からは、一般のパッケージソフトに比べ、その構成等が把握
しにくものとなっており、そのことが参加申請を避けさせる要因となっ
ていると思われる。

今年度の仕様書において、このシステムの内容等
を把握しやすくするためのマニュアルの作成を指示
している。来年度においては、このマニュアルを入
札時の参考資料とし、システム構成等の把握を助
ける一助としたい。

35 沼田総合管理所等光ファイバ回線提供業務 ＫＤＤＩ（株） 沼田総合管理所 単

【企業】
・機構への登録「ソフトウエア、情報処理及び提供サー
ビス」
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和

ＫＤＤＩ㈱は既に同区域に光ファイバの提供を行っているが、光ファイ
バ回線を提供する区域が、この種の需要の少ない区域であり、新規
参入者が光ファイバ回線を提供するための投資効果が見込まれない
ことから、入札する業者が限られる。
【不参加者意見】
光ファイバを提供するための投資効果がそぐわないため。

実状から改善が難しい。

36 味噌川ダム防災資料館運営業務 （有）源流
味噌川ダム管理
所

単

【企業】
・機構への登録「資料館等の管理業務」
・同種業務の実績（1件）
【管理責任者】
・同種業務の実績（1件）

公告方法改善
FAX通知

当該業務には、2者より参加資格確認申請書が提出されたが、参加
資格の審査を実施したところ1者に同種業務の業務実績が該当しな
いため参加資格なしとなったため1者応札となった。

来年度の発注に際しては、参加要件を緩める。

37 高見機場廃棄物処理作業 栄伸開発 関西支社 単
【企業】
・機構への登録「廃棄物処理」
・一般廃棄物収集運搬業としての大阪市の許可

公告方法改善
参加条件撤廃

今年度業務から地域要件を撤廃したが、一般廃棄物収集運搬業とし
て大阪市の許可証が必要であること、地域ごとに業者が限定されて
いることから１社応札になったと考えられる。

来年度以降も引き続き地域要件は緩和する。
　また、早期発注に努め,公告時期を更に長めに設
定することにより、①登録業者の公告周知期間を確
保する。②大阪市許可証を所有している業者の有
資格登録手続き期間を確保する。

38 塵芥運搬作業単価契約 （有）西日本美装サービスセンター筑後川局 単

【企業】
・機構への登録「廃棄物処理」又は「清掃」
・地域要件（久留米市、筑後市）
・一般廃棄物収集運搬業としての福岡県久留米市の
許可

公告方法改善
FAX通知
参加条件緩和
発注の前倒し

入札辞退者は、単純ミス（入札日間違い）や機構への有資格登録が
が間に合わないなど事務手続き上の問題により１者応札となった。

機構への有資格登録が間に合わなかった者は、既
に登録が完了している。適正な時期に必要とする手
続き期間を確保して発注し改善を図る。


