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岩田　直仁（新聞社　論説委員）、長尾　成美（経済団体専務理事）、原田　光（公認会計士）、

松田　泰冶（大学院教授）、森山　大輔（弁護士）

平成３１年１月１日～平成３１年３月３１日

総件数　　　　９件 　　（備考）

一般競争（政府調達） 　　　　　　　　　 １件

一般競争（政府調達以外）                  　　４件

指名競争 　　      　　　　　１件

随意契約 ０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
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・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
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　　　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



（別紙）    令和元年度 入札監視委員会（第１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 

 

５． 再度入札における一位不動状況 

 

○平成３０年度第４四半期の総契約件数は前年度から

２割以上減っているが、どういう理由が考えられるか具

体的に教えて欲しい。 

 

 

○災害復旧の工事については、落ち着いてきたと考え

て良いか。 

 

 

○運用状況等について了承。 

 

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） 

１．長崎４９７号松浦２号トンネル新設工事  

 

○段階選抜方式を採用する基準はあるのか。２０社位

であれば段階選抜にしなくてもいいのではないか。 

 

○なぜ入札前に多いと見込まれると分かるのか？少な

い、多い案件の判断を教えて欲しい。いつごろから段階

選抜は始まったのか。 

 

○審議案件１について了承。 

 

【一般競争入札方式】 

（政府調達に関する協定適用対象工事以外・一般土木

工事） 

２．番匠川上流掘削工事 

 

○この案件は、参加可能者数が先ほどの案件よりも多

いので、段階選抜が向いているのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○工事については、平成２９年度第４四半期に北部豪雨関

係を含む工事発注が多かった。物品・役務等の発注につ

いては、降雪対応でかなりの件数があった。 

以上の理由により、前年度より２割以上減少している。 

 

○赤谷川の直轄復旧工事については、落ち着いてくるまで

もう少しかかると思われる。熊本地震については落ち着きを

取り戻すのは近いと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○多くの参加者が見込まれる一般土木工事、建築工事の

ＷＴＯ対象案件については、段階選抜方式を行っている。 

 

○トンネル工事は、比較的応募者が多いことからだと考え

られ、平成２９年度（平成30年3月）頃から試行的に行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段階選抜は、全国統一のルールで一般土木、建築工事

のＷＴＯ対象案件にて実施している。しかし、この工事につ

いては一括審査という入札方法で、同規模程度の同種工

事を一つの申請書で申請して、それについて１番目、２番

目、３番目、と応札者の中で評価値の高いものから落札し

ていくというやり方を行っている。 

 



（別紙）    令和元年度 入札監視委員会（第１回）                        Ｎｏ．２ 

意見・質問 回   答 

○WTO案件でないため、段階選抜を採用していないの

か。 

 

 

 

○審議案件２について了承。 

 

【一般競争入札方式】 

（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） 

３．佐賀２０８号諸富高架橋上部工（下り線P7-P12）工事 

４．平成大堰機側操作制御設備改造工事  

５．大分河川国道管内２１０号構造物補修外工事 

 

４．及び５．について 

○申請者数はなぜ１社なのか。考えられる理由と改善

する方法があるのか教えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．について 

○当初納品した業者が有利となる、ということであったが

、今回ダウンロードした５社はメンテナンス・整備はでき

ないものなのか。 

○段階選抜方式は、最近、始まったものであり、全国的に

試行として行っている。何年後かわからないが、試行が本

施行となり、対象案件も拡大していくことになっていくと考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．について 

○堰の機側操作盤など機械設備は、当初納品した業者が

有利となる。当初納めた業者から、水門ゲート部門を事業

譲渡された企業のみが今回、申請し受注したものである。 

○この堰機側操作盤も、過去にあった水門設備・入札談合

における水門設備工事に位置づけられており、長らく「参

加の有無を確認する公募型手続き」を経て随意契約を行う

ことができなかった工種のものである。 

しかし、事案の発生より１０カ年以上経過し、再発防止対策

の浸透、業界の再編など進んでいることから平成３１年４月

より通常の入札手続きの運用ができることとなった。 

したがって、このような水門設備などの機械設備工事にお

いても、競争性を高めるため、まず広く参加の有無を確認

し、複数の参加があれば一般競争方式に、参加が１社であ

れば随意契約に移行する公募型手続きにより発注していき

たい。 

 

５．について 

○管内にあるトンネル補修工事で、各トンネルは管内に点

在している状況であり、かつ誘導員を確保し現道を規制し

ながら工事施工を行うことから、受注意欲がわかない工事

であると考えられる。 

また豪雨被害による災害復旧工事との技能労働者や誘導

員確保の競合についても、各企業が本工事の入札参加を

回避した一因と考えられる。 

今後の改善の対応案であるが、今回の競争参加資格要件

は日当たり自動車交通量５０００台以上の共用中の道路を

規制した工事ということで、その施工実績を求めていたが、

今後この条項を緩和する見直しを行い競争参加者の更な

る拡大に努めたいと思っている。 

 

 

○５社ダウンロードのうち、１社は受注者が含まれており、

残り４社のうち、３社がコンサルタント会社で、１社は無線関

係の会社だったことから、４社とも参加資格要件には満たな

かった。 



（別紙） 令和元年度 入札監視委員会（第１回）   Ｎｏ．３ 

意見・質問 回   答 

○通信方式を電線方式から光ケーブルによるデジタル

方式へ変更するとのことだが、堰操作は、日本全国同

様のシステムがあるはずで、汎用化は進んでいないの

か、現状について聞きたい。

５．について 

○４カ所のトンネル点在箇所を分割して発注すれば、企

業の受注意欲も増したのではないか。

○審議案件３～５について了承。

【工事希望型競争等】 

６．熊本県警察学校（H３０）武道場機械設備工事 

○２回目の入札に移行した理由は何か。

○審議案件６について了承。

【随意契約】 

該当なし 

【建設コンサルタント業務】 

７．平成３０年度雲仙復興事務所防災ネットワーク検討

外業務 

８．鶴田ダム洪水対応強化等検討業務 

○特に意見なし

【役務及び物品】 

９．平成３１年度緑川ダム管理設備点検整備 

○この案件は、毎年同じ業者が受注しているのか。

○仰るとおり、堰操作については、システムを統合化し、無

人化・遠隔操作化を図っているところ。速やかにシステム更

新をできればよいが、１００年単位の長期間にわたって様々

な施設が作られてきており、その時点におけるシステムを

導入してきた経緯もあって、統一に相当時間がかかってい

るのが現状である。

今この時点においても、４G、５G等の新しい通信手段がで

てきており、数多くの施設がある現状において、一斉に新し

い通信手段によるシステム更新をできない背景があり、や

むを得ず個別の対応となっている。

○トンネル補修について、１箇所で一番小さいものが２０

０万円、一番大きなものでも１，６００万円程度と非常に小

規模なものとなるため、ポケット式の落石防止網工、舗装

修繕工を合わせて１億２千万円の発注とした。 

○１回目の入札で全ての入札金額が予定価格を超過した

ものとなったため、２回目の入札に移行したものである。

○平成２８年度から同じ業者が受注しているが、その前は、

数社来ていて違う業者がとっている。



（別紙） 令和元年度 入札監視委員会（第１回）   Ｎｏ．４ 

意見・質問 回   答 

○以前、他機関のダム関連事業において監査をしたの

だが、この案件と同様、毎年発注するルーティン業務が

対象であった。

内容はダム湖内の土砂堆積状況を調査する業務であり

、毎年同業者が受注し、発注者側の担当者も変わらな

い状況で毎年の調査結果が杜撰なものとなり、ある時期

、現地状況とこれまでの堆積データが全く違う状況とな

っていることが発覚したことがあった。

こういうこともあり得るので、複数年同業者が受注すれば

、当該業者を変えるか、もしくはデータの確認は必ず行

うなど検討した方が良いのではないか。

○審議案件９について了承。

Ⅲ．その他の審議 

【参加の有無を確認する公募手続き】 

１０．城原川導水ポンプ主ポンプ設備修繕工事 

１１．遠賀川統一河川情報処理設備改修 

１２．川内川統一河川情報外部演算処理装置改造 

１０．～１２．について 

○整備局として何年続いたら、参加の有無を確認する

公募手続きにするというルールは定めているのか。ある

いは案件毎に状況が違うので、案件毎にしているのか。

１１．及び１２．について 

○応募要件に、「既設設備製作者の保持する知的所有

権に抵触せず履行が可能である旨を証明できること」と

、かなりハードルが高い文言が入っているが、実際にこ

の要件をクリアして参加を果たした実例はあるのか。

○この案件について、この会社がどんな知的所有権を

持っているかを発注者側は情報として持っているのか。

持っているのであれば開示することは問題ないと思う。

参加を考える側でどんな知的所有権があるかも分から

ず、全部自分で調査した上で、参加しろよと言われても

困る思うが。

どんな知的所有権であるか調査することもハードルとな

るので、情報を持っていなければ、その会社から出して

もらってもいいし、実用新案権や特許権であれば登録し

てるので、発注者において調べ、そういうものも明示した

上で公募を求めることも一つの考えなのではないか。

○審議案件１０～１２について了承。

○言われるとおり、成果品の確認は重要であり、今後も怠る

ことがないよう指導していきたい。

○基本は案件毎だが、目安としてはだいたい２～３年。

明確には決めていない。

○公募手続きは５年目になるが、実際手を挙げてきた社は

いない。知的所有権の中には特許権だったり、実用新案権

だったり企業独自のものがありなかなかそのハードルを超

えられないということで、今のところは手が挙がっていないと

いうのが実態。

○今後の検討とさせて頂きたい。



（別紙） 令和元年度 入札監視委員会（第１回）  Ｎｏ．５ 

意見・質問 回   答 

Ⅳ．審議内容のとりまとめ 

○意見具申は特になし。

Ⅴ．事務局から報告 

【入札監視委員会の定例会議における運営の改善】 

○特に無し ○平成３１年４月より入札監視委員会の（１）審議事項と（２）

報告事項が見直されている。

（１）についてはいままで橋梁談合、水門談合が発生した経

緯からｱ)鋼橋上部工工事、ｲ)水門設備工事について１件

ずつ抽出し審議いただいていたが、発生から１０年以上経

過し入札契約制度や業界の構造等も変遷していることから

、ｱ)、ｲ)からの抽出を必須とせず、より必要性の高い事案に

ついて審議いただくこととなった。

また、（２）については①再度入札１位不動状況、②低入札

価格調査の発生状況について報告していたが、これらに加

え、近年発生している次のような新たな課題を報告事項と

して追加し内容の充実を図ることとした。

③一社応札の発生状況、④不調・不落の発生状況、⑤高

落札率の発生状況
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