
平成３０年９月１８日（火）　福岡第二合同庁舎２階共用第４・５・６会議室　

安藤　圭悟（公認会計士）、岩田　直仁（新聞社　論説委員）

長尾　成美（経済団体専務理事）、森山　大輔（弁護士）、安福　規之（大学院教授）

平成３０年４月１日～平成３０年６月３０日

総件数　　　　９件 　（備考）

一般競争（政府調達） ０件

一般競争（政府調達以外） 　４件

指名競争 １件

随意契約 １件

建設コンサルタント業務等 ２件

役務の提供及び物品の製造 １件

別紙のとおり 別紙のとおり

な し

■抽　出　案　件

・審議対象期間内に契約した工事等の件数を報
告した。
・審議対象期間内における指名停止等の状況を
報告した。
・審査対象期間内における談合情報を報告し
た。
・低入札価格調査対象工事の発生状況を報告し
た。

■委員からの意見・質問、

それに対する回答等

■委員会による意見の

抽
出
案
件
内
訳

具申又は勧告の内容

九州地方整備局　入札監視委員会第一部会　審議概要

意見・質問 回　　答

■開催日及び場所

■委  員

工

事

■審議対象期間



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．１ 

意見・質問 回   答 

Ⅰ．入札・契約手続き運用状況等についての報告 

１． 総括表（工事、コンサル、物品、役務） 

２． 指名停止等の運用状況 

３． 談合情報関係 

４． 工事種別毎の低入札価格調査制度調査対象工事

の発生状況 

２．について 

○契約辞退を理由に指名停止になっているが、辞退さ

れた理由というのはどのようなものか。

○この案件が指名停止の期間は３ヵ月となっているが、

他の案件をみると、よその業者に働きかけて不正に資

料を入手しているものや、労基署に虚偽の報告をして、

罰金刑を受けたというような悪質な行為、これらが指名

停止１ヶ月となっている。

この案件は、入札書を間違えたというだけで、３ヵ月。

何か一般の感覚からするとちぐはぐな感じがするが、ど

ういう基準で運用されているか教えて欲しい。 

○基準を我々の方にも示して頂ければありがたい。それ

と、こういう契約辞退というのは、全国的にみて、どれくら

いの数あるのかも知りたい。

○今回の業務と同時期に、別の事務所でも同じような業務

の発注があり、その業務と入札金額を取り違えてしまって、

安い金額で入札してしまったというもの。

○指名停止については、事由毎に、全国統一の基準等で

期間を定めている。今回の契約辞退というのは、不誠実な

行為ということで、かなり重たい指名停止期間になっている

。

○件数等、詳細については後ほど確認してからお答えした

い。

【以下、確認後、会議の最後に答弁】 

○契約辞退による指名停止について、工事・コンサルでは

、全国で、平成２９年度に９件、平成３０年度に３件実績が

あり、落札決定後の契約辞退については指名停止期間３ヵ

月ということになっている。

指名停止の期間に関しては全国の運用基準に則って運

用しており、契約辞退については有資格業者として著しく

信頼関係を損なうこと、また、再発注の手続きにより事業執

行に影響を及ぼすことから、原則3ヵ月としている。他の指

名停止と比較してかなり厳しいと感じられるという委員の意

見については本省にも伝えていきたい。 

なお、基準の提示については委員長と相談して対応した

い。 



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．２ 

意見・質問 回   答 

Ⅱ．抽出案件の審議 

【一般競争方式】 

（政府調達に関する協定適用対象工事以外・一般土

木工事）

 １．福岡３２２号嘉麻地区改良工事  

○無効となった者が多いが、入札の経緯を再度教えて

頂きたい。

○低入札で、資料未提出という説明が以前にもあった

が、そういう場合は、なぜそういうことになったのかという

資料の提出を求め、提出があれば無効にはならないの

か。

○今回、その資料を５社とも提出しなかったということだ

が、受注意欲があって安い価格を入れ、施工体制等の

必要な資料を出したら受注出来るにもかかわらず提出

していないというのは、どういうことが考えられるのか。

○要するに、契約を任せられるような体制ができていな

いにも関わらず、安値を入れてきた。そういう業者だった

という評価なのか。

○競争参加資格があった者が１０社で、そのうち入札前に３

社が辞退している。残り７社中５社が調査基準価格を下回

ったため、施工体制確認の資料を求めたが、未提出のた

め無効となった。その後、残った２社は予定価格超過であ

ったが、そのうち１社については他工事を落札し、技術者

が重複したことにより無効となり、最後の１社で２回目の入

札を実施して、落札に至ったものである。

○施工体制確認のための資料については、どういったもの

を求めるのか入札説明書に明示しており、それらが期限内

に提出されれば即無効とはなりません。

○低入札に関しては、長い期間で制度が変わってきて、今

の制度に固まってきたということをまずご理解頂きたい。

以前は、とにかく安ければ受注出来る、実績が欲しい、と

いう会社が少なからずあったことから、総合評価といいなが

らも技術点との差がほぼ価格で決まってくるようなことがあり

、粗雑工事の恐れが生じていた。 

その中で、これ以上価格低下となれば、我々発注者とし

ても、品質の保証ができないだろうということで、予定価格

の９割位の調査基準価格を設定し、下回った場合には、か

なりの難しい資料の提出をお願いすることとした。 

この資料を提出し、我々を論破すれば契約の道はある

が、相当ハードルが高く、事実上、調査基準価格を下回っ

た場合は、かなりのケースで資料提出がなされないという実

態となっている。 

一方で、先ほど質問のあったように、低入札をしてしまう

者が確信犯的な者かというと必ずしもそういう事ではない。 

例えば、歩掛や単価はかなりの部分オープンになっており

、しっかりと積算している業者であれば、調査基準価格は

ほぼ類推できる。そのきりぎりぎりを狙って入札をすることも

あり、わざと無謀な入札をしたというよりは、受注意欲があっ

たからこそ低入札になってしまったというようなこともあると

聞いている。 



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．３ 

意見・質問 回   答 

○よくわかった。ただ少し気になるのが、過去の談合で

は、チャンピオン（事前の相談で決められた落札予定者

）が低い価格を入れ、その他の者が高い価格で入札す

るということがあったが、今いろいろな改革があって、そ

れができない。 それで、今度は逆に、低い価格をみん

なが入れて、チャンピオンが高いのを入れる、という談

合の可能性も理屈上なくはない。今後、監視委員会の

資料に、無効の場合の低入札はいくらを入れていたの

かということを表示するのは可能か。それも一つの検討

材料になるのかと思う。

○審議案件１について了承。

【一般競争方式】 

（政府調達に関する協定適用対象工事以外・一般土

木工事以外） 

２．福岡２０８号 大川高架橋上部工（P4-P9） 工事

３．大分川ダム分水槽ゲート設備製作据付外工事 

４．平成３０年度鹿児島維持出張所管内維持修繕工事 

２．について 

○福岡２０８号大川高架橋上部工（P4-P9）は、だいたい

２億円くらいの工事で、参加した４社が１８０万円くらいの

入札価格の幅に収まっているのに、先程の福岡３２２号

嘉麻地区改良工事は、１億円くらいの工事なのに、辞

退を除けば残りは予定価格超過か低入札となっている

。この二つの工事の入札傾向の差はどういうところに原

因があるのか。

○そういった点で、地場の建設会社の積算技術の向上

のための、勉強会や研修等は積極的に行っているのか

。そういったことが地場を育てることにもつながると思う。

○その点については、検討する。

○鋼橋上部の工事については参加者が全国規模の会社

で、工種的にも資材価格等はほぼ均一であるため、当方の

積算と同じような価格で積算されていると推測する。

一方、福岡３２２号嘉麻地区改良工事は、地場の建設会

社が各々の調達材料単価で積算しているため差が出てい

る。 

そういった積算の違いについては私たちも問題意識を持

っている。 

○各建設業協会との意見交換会等の中で、積算の課題等

を把握し、改善点があれば改善している。

また、何か特殊な材料を使用する場合や、地場業者に 

馴染みのない工事等を発注する際には、入札説明書とか、

特記仕様書に、施工条件という形で出来るだけ補足資料も

含めて詳細に記載するよう心がけている。 

今後も競争参加者ができるだけ等しい条件の中で積算

出来るような工夫も引き続きやっていきたい。 



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．４ 

意見・質問 回   答 

３．及び４．について 

○大分川ダムの案件は１社、鹿児島国道の案件は２社

しか参加していない。小規模の維持修繕工事等で、こ

れまでも、利益率も低いので参加者が少ないという工事

はあったと思うが、これらの工事は２億～３億で、そんな

に小規模でもないが、応募がない原因というのは、どの

へんにあると考えるか。

○結構高額なのに１社しか手を挙げなかったというのが

鹿児島国道の事例だが、発注時の工夫で多くの企業が

手を挙げられるような方策も検討すると良いかと思うが

如何か。

○長期間になると応札しにくいというのは、技術者もそう

だが、前払いや出来高払い等、費用の支払いを工夫す

れば、中小も受注しやすいと思うがどうか。

○審議案件２～４について了承。

【工事希望型競争等】 

５．ハローワーク大分（３０）建築改修その他工事 

○初歩的な質問だが、等級順というのはどういうふうに

して決めるのか。上位の方が優秀ということか。

○これだけ辞退が多いというのは、この仕事にそれほど

魅力がないということか、熊本地震の影響もあるのか。

○審議案件５について了承。

○大分川ダムについては、全国で施工可能な者はいる。ダ

ムのゲートや大きな水門は、参加者３者～５者というのが多

いが、今回はたまたま２者だった。

また、今回予定価格が３２００万程度であり、もう少し規模

が大きくなると参加者数も増えると思う。 

○鹿児島国道の方は技術者を年間通じて拘束されるという

ことで、参加者数が少なくなっていると思われる。

○施工箇所が広範囲な維持工事ということで、参加者が少

なかったということもあるかと思う。

鹿児島国道でいうと、数年前には２ヵ年継続であれば計

画的にできるのではということで発注しが、これは期間が長

すぎるということで不調に終わった。 

維持工事についても、競争性が働くよう、また、魅力ある工

事になるよう業界の意見を伺いながら引き続き検討してい

きたい。 

○出来高払いについては、出来高の確認資料作成に負荷

がかかるということもあるので、もう少し簡便にということは考

えていきたい。

また、技術者拘束の面では１年がいいのか２年がいいの

か、支払い条件等についても、様々な会社事情や考え方

があると思うので、意見交換等をしながら、参加者が少しで

も多くなるよう検討していきたい。 

○有資格者名簿に記載の番号であり、経営事項審査の点

数と地方整備局等における工事成績等によって順位付け

がされる。

○近年、特に熊本・大分地区では建築業界が非常に繁忙

で技術者が不足している。下請業者のなかなか手配できな

いということで積極的に参加できないという状況がある。

それに加えて、今回の工事対象は、繁華街のなかにある

施設で、それも施設を使用しながら、来庁者や職員の安全

対策、騒音・振動対策が必要な、非常に気を遣う工事とい

うことで敬遠されたのではないかと想定される。 



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．５ 

意見・質問 回   答 

【随意契約】 

６．曲川排水機場5号ポンプ主原動機緊急修繕工事 

○本件は、緊急修繕工事なので随意契約という形を取 

ったということで良いか。また、入札は1回で終わってい

るが、予定価格より高ければ下回るまで繰り返すという

プロセスでよいか。

○審議案件６について了承。 

【建設コンサルタント業務】 

７．平成30年度長崎管内積算技術業務 

８．平成30年度川内川水系流量観測その他業務 

７．について 

○参加可能業者が８００社程度あって、ある程度の金額

規模もあるのに、なんで１社しか参加しないのか。この

会社に同業務の実績があるというようなアドバンテージ

があるのか。

○過年度の落札者の情報は他社にも伝わっているのか

。例年同じ会社が受注しているのであれば、他社として

は、その社が実績もあるし手を出さないでおこうとなるの

か。

○当該業務は、専門性といってもコンサルをやっている

業者であれば履行可能であろうし、もう少し競争性が働

くようなしくみを考えてもよいのではないか。

何か業者側に理由があるのか。 

８．について 

○参加資格について、「2時間以内に川内川流域に到

達することができる」という条件が課せられているのは、

流量観測にとって何か絶対条件になるような理由がある

のか。

○審議案件７～８について了承。

【役務及び物品】 

９．平成30年度佐賀国道管内電気通信設備保守業務 

○特に意見なし

○はい。

○競争参加資格は、広く設定にしており参加可能業者は８

４０社となっている。業務の専門性や特異性によってこうい

う結果になったと思われる。

落札した社は昨年、一昨年も受注している。 

○情報はオープンになっている。そのような中で各社がどう

考えるかによる。

積算技術に関しては、九州内では複数会社が応札して

くる事務所もある。 

○九州に限る話でなく、全国的にそういう課題が浮かび上

がっている。また、九州全域がそうかというと福岡や熊本な

どでは参加者も複数で、競争性が確保されているところも

ある。今後の発注の仕方については、業界の話も聞きなが

らよく考えていきたい。

○業務の性質上、洪水時など至急現場に来てもらう必要が

ある。一方で競争性も確保しなければならないので宮崎市

や鹿児島市、延岡市などを考えて2時間以内で設定してい

る。



（別紙） 平成３０年度 入札監視委員会（第２回）  Ｎｏ．６ 

意見・質問 回   答 

Ⅲ．その他の審議 

特になし 

Ⅳ．審議内容のとりまとめ 

○今後、無効の場合の低入札の価格について、情報提

供を検討していただきたい。

○先程の長崎の案件に関連して、保守的地域では、特

定の社が例年受注している仕事は他の社がなかなか手

を出しにくいというようなことが実質的にあり、競争性を

妨げている。

発注者側の事情ではなくて地元のいろんな事情によ

るのは非常によろしくない。 

先ほどの案件がそうだと言っている訳ではなくその可

能性がある。そういった点からも開かれた競争性の高い

制度づくりについて、簡単にはいかないと思うが、継続

して検討いただきたい。 

以上 
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