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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）

令和２年１月１日～令和２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 　　      　　　　　０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
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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

工

事

■審議対象期間

■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。
・審査対象期間内の工事における再度入札一位
不動状況を報告した。
・審査対象期間内の低入札価格調査対象工事
の発生状況を報告した。
・審査対象期間内の工事における１者応札発生
状況を報告した。
・審査対象期間内の工事における不調・不落の
発生状況を報告した。
・審査対象期間内の工事における高落札率発生
状況を報告した。
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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． 再度入札における一位不動状況 

５． 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 

６． 工事における１者応札の発生状況 

７． 工事における不調・不落の発生状況 

８． 工事における高落札率の発生状況 

９． 工事における１者応札の発生状況（詳細） 

１０．工事における不調・不落の発生状況（詳細） 

１． について 

○発注件数の対前年度比はコロナ感染拡大による影響

（減）はあったのか。 

○では、次の四半期には、コロナ感染拡大による影響

がでてくると考えて良いか。 

２． について 

○福岡県発注工事で建設業法違反による営業停止処

分を受けて指名停止された案件で、業法違反内容が「・

・・異なる下請契約金額を記載した虚偽の施工体系図

等を作成したため・・・」とあるが、具体的な金額は、どの

程度で、何が違反であったのか。 

○福岡県は７日間の営業停止期間で、九州地方整備

局は６週間の指名停止期間だが、その違いは何か。 

 ３．について 

○入札参加者９者中２者の工事費内訳書に記載のある

多数の積算項目で金額が一致していた案件において、

談合疑義の払拭ができず当該２者の入札を無効とし、

その旨を公正取引委員会及び警察に通報した、という

ことだが、その後はどうなったのか。 

○発注件数の前年度比は、工事は前年度１７％増、コンサ

ルは前年度２０％増となっている。理由としては補正予算の

示達が前年度より２割増となっているため。コロナによる減

の影響は無く、逆に増となっている。 

○コロナ禍による経済の冷え込みもあり、国土交通省として

は、公共事業により景気を下支えするという考えの下、むし

ろコロナ禍だからこそ、事業執行をしっかり行い、３密の防

止対策を行った上で例年通り発注を行っている状況。 

○４，０００万円以上の下請契約をしたにもかかわらず、４，

０００万円未満の下請契約をしたとして、虚偽の施工体系図

を作成し、県の担当部局に報告していたことが、違反内容

となっている。 

○営業停止期間２０日間までの建設業者を指名停止する

場合、国土交通省のルールとして６週間の指名停止期間と

なっている。 

○今のところ調査等を行っているとは聞いていない。 
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意見・質問 回   答

○こういう案件の再発防止策というのはあるのか。 

 ４．について 

○１位の者と２位の者が僅差の場合、２回目入札は１位

と２位が入れ替わることがあり得ると思うが、電気設備工

事２件中１件について入れ替わりがあるだけであり、他

の工事については、全て１位不動であるが、こういう状

況は、おかしくは無いのか。 

○この１位不動状況については、１～３月分までなので

、できれば、長期間の調査・分析状況について今後も

教えてほしい。 

８．について 

○高落札率の発生状況は、工事発注総件数４０２件中

、維持修繕工事が２５件と一番多いが、発生率は２８．４

１％となっており、当該発生率で注目すると、建築工事

が１００％（３件中３件）、暖冷房衛生設備工事が６０％（

５件中３件）となっている。 

この発生率が高い要因は、どういうことか。 

○人気が無いということは、落札意欲が強くはないので

、高めの入札金額を入れてくる、ということか。 

○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． 熊本３号 下硯川橋上部工工事 

○低入札者4者いるが、施工体制を確認できる資料を４

者とも提出しておらず、それによって入札無効となって

いる。なぜ施工体制の資料を提出しないのか。 

○調査基準価格を下回った参加者が資料を提出し、ヒ

アリングを受け、施工体制の確認ができた場合、調査基

準価格以上で落札者となったものの評価値より、高い 

○今回の件で言えば、対象となった２者の入札を無効とし

、入札から排除することで、再発防止となっていると考えて

いる。また他の入札参加者についても事情聴取等を行って

おり、談合等の疑義について発注者として監視している、と

いうアナウンス効果もあると考えている。 

○入札価格については、会社の利益等を考慮し十分検討

し、積算していると思われる。このため、２回目の金額を極

端に下げることは難しく、ある程度下げ幅が決まってくると

考えれば、１位不動という状況もある程度は理解できる。 

 また、１位不動は少数であることから、そうおかしくは無い

状況と考えている。 

○了解。 

○維持修繕工事もそうだが、建築工事及び暖冷房衛生設

備工事については、入札不調が多く発生する工種である。

それは、人気が無く、参加者が少ない工種であるから、必

然的に高落札率となる傾向がある。 

○建築、暖冷房衛生設備工事は民間工事が多く、参加者

は当該民間工事に参入することが多いようだ。公共工事は

、余裕がある時等に参入してくる場合が多いので、どうして

も落札しなければならない、という状況で参加するわけでは

ないと考えられる。 

○低入札になった場合は、施工体制の確認のため、積算

資料や積算の根拠となった資材購入予定先一覧、労務者

確保計画等の資料、品質管理のための人員体制、品質管

理計画書及び安全衛生管理体制等の詳細資料等を提出

することになる。 

 入札参加者は調査基準価格を下回った場合、様々な資

料を提出し、ヒアリング等を受け落札を目指すより、資料を

提出せず、次の入札案件を落札することを選択する傾向に

ある。確認はしていないが、本案件についても、資料提出

せず、他工事受注を選択することにしたと考えている。 

○理論上はあり得る。調査基準価格を下回った場合、施工

体制が確認できる詳細資料の提出を求めており、当該資

料を提出しない場合、当該者の入札を無効とする旨、入札 
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意見・質問 回   答

評価値がでてくる場合があるのではないか。 

○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．国道２２５号新栄工区電線共同溝工事 

○この案件は入札参加者が１者で、２回目の入札で落

札となっていて、落札金額は、１回目入札価格より２百

万円下げて、１５４百万円と予定価格に近い価格となっ

ている。 

 当該２百万円の下げ幅は、自前で積算し下げてきた

金額であるのか、若しくは発注者として何らかのヒントや

示唆した結果の金額であるのか。 

○電線共同溝工事は、１者応札・入札不調が多く、全

国的な状況と聞いているが、なぜ、これほど建設業者に

とって人気がないのか。 

○工事自体は、難しくはないのか。 

○参加可能者数１７２者は、どの程度の範囲内での会

社数か。 

○１７２者も存在することから、競争原理を働かせるため

にも、参加の呼びかけ等工夫しなければならないので

はないか。 

○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．令和元年度佐伯管内舗装修繕工事  

４．令和２年度山国川管内河川維持管理工事  

５．福岡２０８号大川東ＩＣ～大野島ＩＣカメラ外設置工事 

４． について 

○このような維持管理工事は、河川の流域全域を対象

とし施工範囲が広く、特定の施工場所の決まっているも

のでもなく、また１年間という長期間技術者等を拘束す

るものであり、企業利益が出にくい、利益が低い工事と

考えるが、だからこそ入札参加可能者数１６５者存在す 

説明書に明記している。 

 発注者及び参加者は、入札説明書に記載のルールに従

って手続きを行っていくことになる。 

○１回目の入札結果が予定価格超過であった場合、２回

目の入札価格の下げ幅については、参加者独自に持って

いると考えられる。 

発注者として、２回目入札移行の際に、参加者へ何らか

の示唆をすることは無い。 

○電線共同溝工事は、市街地での施工で、交通量が多い

ことから、夜間施工を強いられることや、近隣店舗等の利害

関係者も多く、施工調整、関係者との連絡調整など多数の

課題を解決した上で、施工を行わなければならないことか

ら、避けられる傾向にある。 

○工事はそんなに難しくはない。工事に至るまでの調整、

環境作りについて、多大な労力と配慮が必要となってくる。 

○鹿児島国道事務所管内での参加可能者数である。 

○電線共同溝工事の入札において、競争原理を働かせる

ためにも可能な限り参加呼びかけの努力をしていきたい。 

○予定価格については、１年間の作業ボリュームによって

設定していること、また利益率等を勘案した間接経費につ

いては積算基準で決まっているので、幅広く参加を促す観

点から、大分県全域と福岡県の近隣町にまで地域要件を

広げ手続きを行っているところである。 
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意見・質問 回   答

るのに１者入札となっているとも考える。 

 発注者として維持管理工事の予定価格設定、規模を

大きくするなり、利益率を高いものにすることや、それが

できなければ、参加の有無を確認する契約手続きによ

って、随意契約とするなどの工夫なり解決策は検討して

いないのか。 

５． について 

○入札参加者２者いて１者辞退しているが、どういう段

階で辞退し、辞退理由は何だったのか。 

○本工事は電気通信チャレンジ型という方式で行われ

ているが、これは１者応札を是正するため、要件を緩和

し業者の参入を容易にするためのもの、という理解で良

いか。 

○このチャレンジ型によって、受注した落札者は、従前

から受注していた企業なのか。若しくはこの新たな取り

組みによって新規参入してきた企業なのか。 

 また今回のような取組は今後も続けていき、新規参入

者を増やしていく予定なのか。 

○辞退した企業は新規参入者なのか。 

○審議案件３～５について了承。 

【工事希望型競争等】 

○案件なし 

【随意契約】 

６． 隈上川長野伏せ越し改築工事 

○技術提案・交渉方式という新しい方式による案件であ

り、３者から技術提案が出てきてるが、この提案の評価

は内部の職員が行っているのか。 

○その３名の評価結果を総合評価小委員会により、評

価の客観性、妥当性についてチェックを受け、１者に絞

り、当該１者と価格交渉を行っていく、という流れの理解

で良いか。 

○審議案件６について了解。 

○補足説明であるが、維持修繕工事の参入企業が少ない

現状を是正するため、本年度から一般土木工事の発注案

件については、総合評価の加算点（技術評価点）の評価項

目に「維持工事の実績（２点）」というものを設けている。 

維持工事の実績がある入札参加企業はこれにより評価

点数が加算されることになり、維持修繕工事に対する入札

参加への企業のインセンティブが働き、１者応札の是正、

競争性の確保がなされると考えている。 

○入札書投函前に辞退している。辞退理由は他工事受注

により配置予定技術者が配置できなくなったことにより辞退

したとのことであった。 

○そのとおり。配置予定技術者の同種工事の経験を問わ

ず、企業の施工能力により評価をするもの。 

今回２者参入し、結果１者応札であったが、これは工事規

模が若干小さかったためと考えている。 

○当該落札者については、過去実績がある企業であるが、

このチャレンジ型の実施によって入札に参加し落札したも

のであると考えている。 

 また全ての工事ではないが、１者応札が多い案件かつ比

較的工事難易度が低いものの案件についてはチャレンジ

型での入札を行っていきたいと考えている。 

○辞退企業は近隣事務所発注工事の受注をしている、実

績が多い企業であった。 

○そのとおり。職員３名によりそれぞれが技術提案の評価

を行っている。 

○そのとおり。 
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【建設コンサルタント業務】 

７． 令和元年度４９７号今宿道路（上深江地区）用地調

査等業務 

８． 令和元年度河川監視情報提供システム検討業務 

 ７．について 

○受注者は税抜き２,１１５万円で落札しているが、同額

の入札価格である者が他に３者いる。 

 この状況でどうやって、今の受注者が落札したのか。

業者選定評価表においては、受注者より、評価が高い

者が同額の者の中に存在するが。そのことは考慮に入

れないのか。 

８． について 

○この業務も１者参加であるが、当該者は当初、河川監

視情報提供システムを開発した者であるのか。 

○審議案件７及び８について了承。 

【役務及び物品】 

１０．令和２年度飯塚・田川管内排水樋管点検整備 

○この落札者は排水樋管の施工も行う者であると思うが

、飯塚・田川管内の当該排水樋管を施工した業者であ

るのか。 

○業務内容は４～５月に年点検１回（飯塚出張所管内９

６箇所、田川出張所管内２３０箇所）となっていて、臨時

点検が監督職員の指示による、となっている。 

 この臨時点検は災害があった場合等に点検を行うも

のと思うが、この分の積算や契約はどのような内容とな

っているのか。 

○審議案件１０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】 

１１．高橋排水機場ポンプ設備改造工事 

１２．城原川導水ポンプ場操作制御設備修繕工事 

１３．堤内排水機場主ポンプ外分解整備工事 

１４．令和２年度下筌ダムコンジットゲート油圧シリンダー

他修繕工事 

１５．令和２年度九州地方整備局映像情報共有化設備

改良 

○特になし。 

Ⅳ．審議内容のとりまとめ 

○意見具申は特になし。 

○調査基準価格以上予定価格以下の範囲内で最低金額

の者が複数存在した場合、くじ引きで決めることとなる。こ

の事は会計法令によって決められている。 

 今回の件についても、ルールに従い、選定評価上では無

く、価格上におけるくじ引きで落札者を決定している。 

○そのとおり。

○落札者は今回の管内樋管の施工実績もあると思う。この

案件の内容は、点検整備であり、工事ができる者のみが入

札に参加できる、というものではない。 

○この臨時点検については、これまでの実績を勘案し決め

ている。今回についは、点検数ではなく、人工（４５人）で示

し積算を行っている。そして最終変更において、実績に応

じて精算変更している。 



（別紙） 令和元年度 入札監視委員会（第１回）       Ｎｏ．６

意見・質問 回   答

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】 

○事前に各委員にはご了承いただいているが、昨年度ま

で年４回の開催としていた第一部会定例会を対象期間の

拡大や審議効率を図る目的から今後は６月と１２月の年２

回開催とする。 


