
令和２年12月10日（木）　福岡第二合同庁舎２階共用第４・５・６会議室　　

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４月１日～令和２年９月３０日

総件数　　　１２件 　　（備考）

一般競争（政府調達） 　　　　　　　　　 １件

一般競争（政府調達以外）                  　　６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

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。

　■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



（別紙） 令和２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． 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． 低入札価格調査制度対象工事の発生状況（詳細） 

１０．工事における不調・不落の発生状況（詳細） 

○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 古城第２橋上部工工事 

○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． 永吉地区橋梁下部工外工事 

３． 小原地区河道掘削工事 

４． 大小路地区上流掘削護岸その２工事 

２．について 

○参加可能者数２８者中、応募者２者でうち１者が入札

辞退をし、残り１者が９８．８％で落札している客観的な

視点からみれば、違和感が残る結果であるが、発注者

としての考えはどうか。 

○本工事の施工現場は国道３号と国道３４号が接合する地

点で狭隘な現場となっており、また一般車両の交通量も多

いため、安全管理の難易度が高く、厳しい現場条件となっ

ていることから、参加者数が少なかったと想定される。 

また、工事内容は全て標準歩掛りを用いるもので処分費等

の独自単価も公表していることから積算も容易であること、

施工管理や安全管理が難しい現場条件となっていることな

どが９８．８％と高落札率となった原因と考えられる。 



（別紙） 令和２年度 入札監視委員会（第２回）       Ｎｏ．２

意見・質問 回   答

○辞退する場合は、理由を明確する必要はあるのか。 

３．について 

○入札参加者８者中、７者の入札が無効となっているが

、なぜこのような状況となっているのか。 

○７者の低入札価格は、ほぼ近似値であり、落札者の

金額は約３００百万円程度、当該低入札価格を上回る

価格であるが、補正係数を乗じる乗じないの差は、約３

００百万円程度の差であるのか。 

４． について 

○落札者以外の４者全て同額の入札価格であるが、こ

れは、調査基準価格を公表しているためか。 

○各社が想定した調査基準価格に対して、若干の価格

を上積みした結果、４者全てが都合良く、同額となった

のか。 

○工事内容が掘削等とのことだが、このような工事の入

札においては、各社の入札金額が同額となるような状

況が比較的発生しやすい、ということか。 

○工事内容が簡単なものは、積算もしやすく、同額とな

ることがあり得るならば、競争原理が働いていない、とい

うことではないのか。 

○審議案件２～４について了承。 

○理由は本工事の配置予定技術者を複数の他工事に貼

付して参加申請しており、当該他工事の１つを受注したた

め辞退したとのことであった。 

○年度当初の発注工事であり、掘削のみの工事内容等か

ら人気の高い工事であったと思われ、各社積算の際に調

査基準価格に近づけようとした結果、ほとんどの参加者が

調査基準価格を下回る結果となったと考えられる。 

また、本年度より当初積算時から週休２日の補正係数を乗

じることとしていたが（前年度までは、週休２日を達成した場

合に変更により補正係数を乗じていた）、当該補正係数を

乗じていなかったことから、調査基準価格を下回ったとも考

えられる。 

○そのとおり。 

○工事内容が掘削等のみで分かりやすく、見積もり結果も

全て公表していることから、調査基準価格が想定しやすく、

かつ想定の調査基準価格に各社、若干の上積みをした結

果が、同額の入札価格であったものと考える。 

○各社の工事費内訳書を分析した結果、直接工事費の最

大と最小の金額差は約７４０万円であり、工事原価の段階

では、金額差が約４２０万円となって、積算の内容について

は各社各様で正当な積算が行われているものとなっており

、端数調整の結果の偶発的なものと判断している。 

○掘削等、工種が少ないものは、各入札参加者の価格が

同額となることは、起こりえることと考える。 

○そのために、調査基準価格があり、正当積算の結果、あ

る者は調査基準価格を上回り、ある者は下回る結果となっ

て、結果的に入札の無効となるので、競争原理は働いてい

ると考える。 



（別紙） 令和２年度 入札監視委員会（第２回）       Ｎｏ．３

意見・質問 回   答

【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） 

５．令和２年度九州地方整備局管内広域監視カメラ装

置設置工事  

６．令和２・３年度佐世保地区道路維持補修工事  

７．水俣病研究センター（Ｒ２）建築改修その他工事 

５． について 

○施工体系図に「下請け選定中」とあるが、契約前に下

請け業者を選定するのではないか。 

○監視カメラ装置は、受注者が自ら製作するか若しくは

関係業者から調達する、ということになるのか。 

○であれば、入札金額は各社各様となると思うが、今回

の入札は、２億３～５千万円の間で比較的近似値となっ

ているように思われるが。 

６． について 

○この工事内容は、発注者が予め施工箇所を指定せ

ず、受注者が道路巡回を行いながら除草箇所や異常

箇所を発見し、自らの判断で施工するという発注内容で

あるのか。 

○各入札参加者は、どのように入札金額を見積もるの

か。 

７． について 

○この工事は規模が小さいことあってなのか、応募が２

者のみとなっており、うち１者が参加資格無し、残り１者

よる落札率９９．９％の入札となって、結果的に随意契

約のようになっている。 

このような人気の無い工事については、応募者が少な

いから、改めて再度入札を行うことや、最初から指名競

争入札を実施するなど、何らか競争性を働かせる工夫

は無いのか。 

○監視カメラ機器製作が工期の８～９割を占める工事なの

で、通常は、工期末近くとなる現場施工前段階で下請け業

者を決定している。 

○監視カメラは、特別な仕様で高規格カメラであることから

、市場に流通していない、受注生産のカメラである。 

○製作の機器仕様が全国統一仕様で決められており、今

回の入札参加者も当該統一仕様により見積もることとなる

ので、各社入札金額も近似値となると考えられる。 

○工事内容は日頃からの行政相談などで、特に酷い除草

箇所や応急処理箇所を把握しており、施工箇所はある程

度決めているが、道路巡回の結果、除草箇所や危ない箇

所に関して、直ぐに対応しなければならない時は、迅速に

応急処置を行うこととしている。 

○公告時に除草工○○○㎡、区画線工○○○m等とある

程度の施工量を明示していることから、各社は当該数量で

入札金額を見積もることとなる。 

また契約後は、受注者と応急措置等の追加分を含めて出

来高の数量で精算変更を行うこととなる。 

○平成３０年度に本施設の建築工事、機械設備工事２件を

一般競争で発注した結果、参加者がなく２件とも不調となり

、また昨年、近隣施設の建築工事を５４者指名の競争入札

で発注した結果、１者応札となり入札が不調となっている。 

この結果を踏まえて、参加資格要件を大幅に緩和（上位ラ

ンク業者や他県近隣地域業者も参加可能）した一般競争

入札で行っているものである。 

高落札率については、施工箇所が少なく、かつ改修方法

が採用頻度の高いコンクリート壁設置を行う在来工法であ

ったため見積もりが簡単であったことと、研究施設の改修工

事で、いながら工事となることから競争意欲が少なく安全を

みて、高めの見積もりとなったものであると考えられる。 



（別紙） 令和２年度 入札監視委員会（第２回）       Ｎｏ．４

意見・質問 回   答

○このような人気の無い工事について、競争性を働か

せる観点から、どのような発注が良いか、今後も検討を

お願いしたい。 

○審議案件５～７について了承。 

【工事希望型競争等】 

８． 名瀬法務総合庁舎（Ｒ２）建築改修その他工事 

○本工事は７２．３％と低価格で落札となっているが、予

定価格算定の際の参考見積徴収時点においても落札

者は低価格の見積書を提示していたのか。 

○８．について了承。 

【随意契約】 

９． 令和２年度垂水管内応急復旧（その１）工事 

○特になし。 

【建設コンサルタント業務】 

１１．令和２年度雲仙岳溶岩ドーム観測調査業務 

１２．白川及び緑川水系水質・底質調査業務 

○特になし。 

【役務及び物品】

１３．令和２年度ダム・導水気象情報提供業務

○この入札は２者の応札で落札率が３２．６％と、かなり

低価格となっているが、なぜこのような低価格となったの

か。

役務・物品契約には調査基準価格などの設定はないの

か。またこのように安価となった気象情報の提供精度は

大丈夫なのか。

○了解。 

○建築工事の積算方法としては、様々な市場調査を行い

予定価格を算定するが入札参加者から見積徴収はしてい

ない。

低価格となったのは、ヒアリングの結果、技術者を含め自社

作業員が５０名以上と多数在籍していることや自社保有の

資機材も多数有り、かつ施工現場も自社の近隣であること

などから、各々の工事費が少しずつ安くなり全体としての請

負金額が低価格となったものである。

○役務・物品契約についても調査基準価格の設定はある

が、１，０００万円以下の予定価格であったことから、今回設

定をしていない。

低価格となったのは、ヒアリングの結果、落札額は他社との

競合のための営業努力の結果であり、また官民併せて３６

件の同種業務を受注することで、諸経費などの共通する費

用を省略しているとのことであった。

精度については、参加資格要件として「気象業法第１７条

の規定により気象庁長官から予報業務許可を受けているこ

と」としており、この予報業務許可取得業者の気象予報業

務については信頼できるものとなっていることから、当該要

件を条件として契約しているものである。



（別紙） 令和２年度 入札監視委員会（第２回）       Ｎｏ．５

意見・質問 回   答

○落札者以外の者の入札価格が予定価格の７８％とな

っており、この程度の落札率であれば先ほどの説明も

理解できるが落札率３２．６％は低すぎるのではないか。

それとも予定価格が高すぎるのか。 

○この結果だけで考えれば、非常に奇異に感じるものと

なっていることから、来年度発注の際には、予定価格を

より低く設定するなど、改善する予定はないのか。 

○１３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】 

１４．江見上流排水機場ポンプ設備修繕工事 

１５．江見排水機場ポンプ設備修繕工事 

１６．令和３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 

１７．高橋排水機場ポンプ（Ⅱ期）工事 

１８．得仏排水機場機械設備修繕工事 

１９．川添川排水機場機械設備修繕工事 

２０．巨勢川ポンプ場（東渕系）ＮＯ１主原動機修繕工事

２１．迫排水機場機械設備修繕工事 

２２．染矢排水機場３・４号主ポンプ分解整備工事 

２３．長瀬排水機場２号ポンプ分解整備工事 

２４．令和３年度天神川排水機場外機械設備修繕工事 

２５．迫内川排水機場機械設備修繕工事 

２６．中の瀬排水機場機械設備修繕工事 

２７．浜砂排水機場機械設備修繕工事 

２８．湯之尾堰ゲート設備修繕工事 

２９．令和３年度統一河川情報設備他機関接続装置改

良 

３０．鶴田ダム放流制御装置設備改造 

３１．令和３年度九州地方整備局統合道路情報設備改

造 

３２．令和３年度路車間情報処理設備機能改造 

３３．令和３年度九州地方整備局映像共有化設備改良 

３４．竜門ダム管理用水力発電設備分解保守 

３５．令和３年度河川情報システム保守改良業務 

○特になし。 

○２者の見積もり時点での直接業務費を比較すると、落札

者は７９０万円程度、落札者以外の者は６４０万円程度とあ

まり差はなく、適正なものであると考えている。 

また、落札金額については、平成２９年度に今回の落札者

以外の者が落札しており、その際の落札率が６７．１％、平

成３０年度からは今回の落札者が継続的に落札している状

況で、平成３０年度の落札率が５６．４％、平成３１年度が２

８．８％、今回が３２．６％となっている。 

この結果から類推すると、今回の落札金額は競争参加者を

意識したものと考えられる。 

○現状では具体的な改善策はないが，業務内容で一番重

要な予測精度に関して，３時間予測の精度が上がってきて

いる状況であると思っている。 



（別紙） 令和２年度 入札監視委員会（第２回）       Ｎｏ．６

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。 


