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提  言   

 

 

                       平成２５年６月２０日 

 

防衛省北関東防衛局長殿 

 

                    北関東防衛局入札監視委員会 

委員長  鈴 木  満 

委 員  木 下 潮 音 

委 員  小 島  昇 

委 員  宮 ヶ 原 光 正 

委 員  山 田  務 

 

 

 当委員会は、平成２０年４月以降、約５年に亘り、北関東防衛局、陸上自衛

隊、海上自衛隊、航空自衛隊、経理装備局、地方協力局、統合幕僚監部、防衛

医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、情報本部、防衛監察本部、装備施設

本部が発注する入札案件を対象に審議を行ってきたが、これまでの審議を踏ま

え、当面する入札・契約制度の問題点を整理し、検討を加えた上、改善すべき

点を提言することとした。 

 

貴職におかれては、本提言を踏まえ、自ら入札・契約制度の改善に努めると

ともに、貴職において解決することが難しい事項については、上部機関等に上

申し、その協力を得て改善に努められたい。 
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課題１ 一般競争入札の場合、入札後に第一順位の落札候補者に限

って参加資格を審査すれば足りるのではないか 
 
＜問題の所在＞ 
 事例１ 大震災により被災をした庁舎等の改修電気その他工事（予定価格 3 億 2355 万

4975 円）を一般競争入札により発注した。その際、入札前に入札参加資格審査を

行って５社の入札参加を認めたが、実際に入札に参加したのはこのうち２社で、

３社は入札を辞退した。一般競争入札の場合、入札後に第１順位の落札候補者１

社に限って資格審査を行えば足り、その方が行政コストを大幅に節約することが

できるのではないか。 
 事例２ ８地区の通信局舎・鉄塔改修に伴う設計業務並びに基地の耐震診断・補強設計

及び隊舎改修に伴う建築等工事の改修設計業務（予定価格 4014 万 2795 円）を一般

競争入札により発注した。公告から入札までの短い期間内に参加資格の審査を行っ

ているが、一般競争入札の場合、入札後に第１順位の落札候補者１社に限って資格

審査を行えば足り、その方が入札事務の合理化に資するのではないか。 
 
＜問題点の検討＞ 

１ 入札参加資格の審査に関する会計法規の定め 
（１） 会計法 

国の契約行為は「会計法」（昭和 22 年 3 月 31 日法律第 35 号）に定められて

おり、同法第 29 条の 3第 1項では、「契約担当官及び支出負担行為担当官（以

下「契約担当官等」という。）は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する

場合においては、第 3項及び第 4項に規定する場合を除き、公告して申込みを

させることにより競争に付さなければならない。」と一般競争入札を原則とす

る旨を規定し、同条第 2 項において「前項の競争に加わろうとする者に必要な

資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこ

れを定める。」と規定し、入札参加資格は政令で定めるとしている。 

（２） 予決令  

会計法第 29 条の 3 第 2 項に基づく「予算決算及び会計令」（昭和 22 年 4 月 30

日勅令第 165 号。以下「予決令」という。）は、以下のとおり、参加資格の審査

を行う旨定めている。 

ア 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製

造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、

工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及
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び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定

めることができる（第 72 条第 1 項）。 
イ 資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、

一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するか

どうかを審査しなければならない（第 72 条第 2 項）。 

ウ 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入

札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に官報、新聞紙、掲示その他の方

法により公告しなければならない（第 74 条）。 

エ 入札参加資格のない者がなした入札又は条件に違反した者のなした入札は無

効とする（第 76 条）。 
  （３）防衛省細則で定める資格審査 
     防衛省は、「建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施細則について（通知）」

（以下「細則」という。）を定め、平成１９年９月１日、装備施設本部長名で各地

方防衛局長等に対し、以下に示す細則に従って措置をするよう通知している。 
ア 競争参加資格 

     一般競争に参加することができる者は、次の全ての事項に該当する者であるこ

と。 
① 予決令第 70 条（契約能力のない者等）及び第 71 条（不正行為者等）に該当し

ていないこと 

② 防衛省所管契約事務取扱細則（平成 18 年防衛庁訓令第 108 号。以下「防衛省

訓令」という。）第 10条に基づく級別の格付を受けていること 

③ 対象工事に係る工事種別について、防衛省訓令第 29 条第 2 項に基づき算定し

た経営審査事項の評価数値が一定点数以上であること 

④ 対象工事と同種の工事の施工実績があること 

⑤ 対象工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者等が適正であること 

⑥ 指名停止を受けていないこと 

⑦ 対象工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面に

おいて関連がある建設業者でないこと 

⑧ 入札に参加しようとする者の間に資本的関係又は人的関係がないこと 

⑨ 暴力団関係者でないこと 

⑩ その他契約担当官等が必要と認めた事項 

   イ 資格の確認  
契約担当官等は、入札参加希望者の競争資格を確認するため、入札参加希望者

から申請書の提出を求める。入札参加資格の申請期限までに申請書類等を提出し

ない者又は契約担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争入札に

参加させない。 
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   ウ 事前審査の特例 

     契約担当官等は、申請書を提出した申請者の競争参加資格の有無について入札

前に確認（以下「事前審査」という。）を行う。ただし、上記ア②の格付を受け

ていない場合において、競争参加資格のうちア①及び④から⑩までに掲げる事項

を満たしているときは、開札の時において、上記ア②及び③に掲げる事項を満た

していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、

開札の時までに、上記ア②及び③に係る審査が終了しないおそれがあると認めら

れるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。 
  （４）細則に基づいて実施されている現行の資格審査 
      平成１９年９月１日付「建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施細則の

運用について（通知）」によれば、一般競争入札方式における標準的な業務の流

れ及び所要日数は、以下のとおりである。 
①競争参加資格・指名審査委員会（競争参加資格の設定） 

     ②入札公告の官報掲載依頼（官報掲載 20 日前） 
     ③入札公告（官報公告・掲示） 
     ④入札説明書等の交付（③から速やかに） 
     ⑤競争参加資格確認申請書等の受付期限（④から 10 日以上で設定） 
     ⑥競争参加資格の確認 
     ⑦競争参加資格確認通知書の送付（⑤の翌日から起算して 10 日以内） 
     ⑧参加資格がないと認めた理由の説明請求期限（⑦から 7 日以内） 
     ⑨理由の説明請求に係る回答期限（⑧から 10 日以内） 
     ⑩現場説明会（⑨から 2 日） 
     ⑪入札説明書に対する質問書の受付期限（④の翌日から⑩の 2 日後まで） 
     ⑫質問書に対する回答書の閲覧開始（⑪の翌日から起算して 5 日後までに開始） 
     ⑬入札執行日の前日（入札説明書交付期限） 
     ⑭入札（競争参加資格の確認、工事費内訳書の確認。⑫から 3 日） 
         ⑮非落札者への通知（落札決定の日の翌日から起算して 7 日以内） 
     ⑯落札者の官報公示（落札者を決定した日から 72 日以内） 
    すなわち、⑤競争参加資格申請書等の受付期限から⑦競争参加資格確認通知書の

送付までを僅か１０日間で終えることが要求されている。 
 

２ 事前審査の問題点 
一般競争入札の場合、すべての参加資格の審査を入札前に行おうとすると、以

下のような問題が生じる可能性がある。 
第一に、一般競争入札の場合、入札参加者が多数に上る可能性があり、これら

の資格審査を僅か１０日という短期間に終了させようとすると、契約担当官等に



5 
 

過重な負担を強いるほか、綿密な資格審査が行い得ないおそれがある。 
第二に、入札前に資格審査を行いその結果を入札参加者に通知すると、入札前

に「誰が入札に参加するか」が分かってしまい、「誰が入札に参加するかが分から

ず、談合がしにくい」という一般競争入札の利点が損なわれるおそれがある。 
第三に、入札参加者にとって「誰が入札に参加するか」は重要な情報であるか

ら、契約担当官等を当該情報の知り得る立場に置くと、入札参加者から不当な働

きかけを受けるなどの不祥事を発生させるおそれがある。 
なお、上記１（３）ア⑧の要件（入札に参加しようとする者の間に資本的関係

又は人的関係がないこと）は、競争参加業者が限定される指名競争入札当時には

適当であったかもしれないが、一定の能力があれば誰でも入札に参加できる一般

競争入札においては関連のある複数の会社が入札に参加しても競争性が確保でき

ないわけではないこと、また、当該事項を審査しようとすると、すべての入札参

加者が出揃った後でなければ審査できないことになるから、資格審査をより短期

間に行わなければならず契約担当官等により過重な負担を強いるおそれがある。 
 

   ３ 事後審査のメリット 
     入札参加資格の審査を入札後に第一順位の落札候補者に限って行う手順は、以

下のとおりである。 
ア 入札公告に入札参加資格を明確に示し、開札時において、入札参加者はすべ

て当該資格を有しているものとして取り扱う。 
イ 開札時に、第１順位の落札候補者から順に資格審査を行う（この者が資格を

有していればこの時点で資格審査は終了する）。 
ウ 第１順位者が参加資格を有していない場合には、第２順位の落札候補者の資

格を審査する。  
以上のように入札参加資格の審査を入札後に第一順位の落札候補者に限って行

えば、①入札事務が大幅に簡素化され、契約担当官等の負担が大幅に軽減し得る、

②審査対象者がほぼ１社に限定されるので施工体制や能力の吟味を含め綿密かつ

効率的に資格審査を行うことが可能となる、③誰が入札に参加するかが入札時に分

からないため、これが“かく乱要因”となって現状以上に談合を未然に防止し得る

などのメリットが得られる。さらに、事後審査に移行すれば、施工体制や能力を含

めより綿密な資格審査を行うことが可能となるから、不良不適格業者の排除にも資

する。 
 
実際に事後審査に移行させた地方公共団体をヒアリングすると、事後審査への移

行によって審査対象者がほぼ１社に限定される結果、予算措置を伴わずに発注事務

が大幅に簡素化・迅速化されたと高い評価を与えている。 
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   ４ 会計法規と「事後審査」との関係 
     予決令及び細則は、事前審査を原則としているものの、以下のとおり、必ずし

も「事後審査」を禁じているわけではないと解される。 
すなわち、前記１（３）ウによれば、同項ア②の格付を受けていない場合にお

いて、競争参加資格のうち①及び④から⑩までに掲げる資格を満たしているとき

は、開札の時において、②及び③に掲げる資格を満たしていることを条件として

競争参加資格があることを確認するものとし、「開札の時までに、・・・審査が

終了しないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請者に

通知する。」とし、申請者への通知を条件として「事後審査」を認めている。 

また、国土交通省が使用しているコアシステム（電子入札）においては、入札

書到着後、開札又は総合評価方式による評価後、落札候補者に対して施工実績や

配置予定技術者等の審査を行って落札者を決定するという「事後審査」にも対応

できるようになっている。 

さらに、事後審査を実施している地方公共団体に、その法的根拠を質したとこ

ろ、「地方自治法施行令第１６７条の４，第１６７条の５，第１６７条の５の２

に予決令と同様の規定があるが、これら規定は、必ずしも事後審査を禁じている

わけではないと解されるので事後審査を実施している。」との回答であった。 

したがって、上記細則に「開札までに資格審査を終了できないと認められると

きは、あらかじめその旨を当該申請に通知する。」旨規定するとともに、あらか

じめ入札参加者にその旨を通知すれば、事後審査を行い得ると考えられる。 

 

＜提言＞ 
  １ 入札前に参加資格の審査をすべて終えようとすると、①契約担当官

等に過重な負担を強いる、②急ぐあまり綿密な審査を行うことができ

ないおそれがある、③一般競争入札の長所を損ねるおそれがあること

から、見直す必要がある。 
２ 入札参加資格の審査を入札後に第一順位の落札候補者に限って行え

ば、予算措置を伴うことなく、①発注事務を大幅に簡素化・迅速化で

き発注担当者の負担を大幅に減らすことができる、②審査対象者がほ

ぼ１社に限定されるためより綿密な資格審査ができる、現在のところ

次の③、④については問題となっているわけではないが、③誰が入札

に参加するかが入札時に分からず談合を未然に防止できる、④不当な

働きかけがなくなり契約担当官等の不祥事が未然に防止できるなどの

メリットが得られるので、速やかに「事後審査」を行い得るよう所要

の措置を講ずべきである。 
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課題２－１ 施設等の管理運営業務を一般競争入札に付しているが、

国家機密漏洩防止等の観点から問題になる場合がある

のではないか 
 
＜問題の所在＞ 
 事例３ 施設の建築設備・電気設備・機械設備・制御設備等の保守点検業務等１１の管

理業務（予定価格 69 億 8159 万 1 千円。以下「施設の管理業務」という。）を一括

して一般競争入札に付している。国家機密の保持がとりわけ重要と思われる建物

の保守管理業務を一般競争入札に付すことが適当か。 
 
＜問題点の検討＞ 

１「事例３」を一般競争入札に付した理由 
    施設の管理業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成

18 年 6 月 2 日法律第５号。以下「公共サービス改革法」という。）に基づき、一般

競争入札方式に付されたものである。 
   （１）公共サービス改革法について     

本法は、公共サービスについて、「民間が担うことができるものは民間にゆだね

る」観点から、「民間事業者の創意と工夫が反映されると期待される一体の業務を

選定して官民競争入札又は民間競争入札に付すことにより、公共サービスの質の

向上及び経費の削減を図る」ことを目的とし、そのための入札手続等を定めるも

のである。 
すなわち、内閣総理大臣は、①あらかじめ国の行政機関の長と協議して「公共

サービス改革基本方針」の案を作成し、閣議の決定を求めなければならず（第 7
条第 1 項）、②基本方針には、競争の導入による公共サービスの改革に関し政府が

講ずべき措置についての計画や民間競争入札の対象として選定した国の行政機関

等の公共サービスの内容及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項等を定

めるものとし（同条第 2 項）、③政府が講ずべき措置等を定めようとするときは、

あらかじめ、民間事業者が公共サービスに関しその実施を自ら担うことができる

と考える業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、民間事業者の

意見を聴く旨（同条第 3 項）等を規定している。 
（２）対象公共サービスの選定の考え方 

    平成２２年７月、公共サービス改革法第７条第１項に基づいて閣議決定された

「公共サービス改革基本方針」の「対象公共サービスの選定の考え方」では、対
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象となる公共サービスは、下記の①から⑤を踏まえ、個別具体的に業務の特性に

考慮し選定することとされている。 
   ①業務の内容及び性質に照らして、必ずしも国の行政機関等が自ら実施する必要

性がない業務であるか否か。 
   ②業務の質の維持向上及び経費の削減を図る上で、実施主体の創意と工夫を適切

に反映させる必要性が高い業務であるか否か。 
   ③会計法令に基づき従来から実施されてきた入札手続に比し、より厳格な透明性

及び公正性を担保する入札手続により、透明かつ公正な競争を実施することが

必要な業務であるか否か。 
   ④民間事業者が当該業務を実施することとなった場合、その業務の公共性に鑑み、

従来から民間委託の対象とされてきた業務に比し、より厳格な監督等を行うこ

とが必要であるか否か。 
   ⑤国の行政機関等が入札に参加する意向を有しているか否か。 

（３）防衛省関係の対象公共サービス 
   「公共サービス改革基本方針」の別表には、公共サービス改革法第７条第３項に

基づき公表すべき政府が講ずべき措置等が行政機関別に列挙されており、「防衛

省・自衛隊」関係分として、以下の業務が特記されている。 
    ア 「市ヶ谷地区」「目黒地区」「三宿地区」及び「十条地区」に係る施設等の

管理運営業務 
    イ  防衛省・自衛隊の事務用品調達業務 
    ウ  防衛装備品の補給・維持業務 
    エ  防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理業務（23.7 公共サービ

ス改革基本方針にて追加された。） 
    オ  独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報システム運用管理業務 

２「事例３」を一般競争入札等に付すことの問題点 
    （１） 防衛省は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし

て設立されたもの（防衛省設置法第 3 条）であり、仮に機密が漏れたような場

合には国家の安全が損なわれるわれるおそれがあるという意味で、一般の省庁

以上に機密の保持には厳格さが要請される。その意味で、防衛省の機密保持体

制は万全であるということを国民に示すことが、その信頼を得る最大の要因で

あると考えられる。 
    （２） もとより、公共サービス改革法の「民でできるものは民に任せる」とい

う基本的な考え方や競争性のない随意契約を厳しく制限し競争性を高めるとい

う考え方は重要であり大いに推進すべきであると考えられる。しかしながら、

「市ヶ谷地区の施設」は、米国のペンタゴン（国防総省）に相当する防衛省本

省が入居する建物であり、そのような建物の管理業務を「誰でも一定の能力が
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あれば入札参加できる」一般競争入札に付すことは、一般の国民に「防衛省の

機密保持体制は本当に万全なのか」との疑念を抱かせるおそれがあるのではな

いか。 
（３） このような特殊な建物の管理業務については、職員の再雇用制度を活用

するなどの方法により防衛省自らが管理運営した方が一般国民も安心すると考

えられる。 
（４） 以上のことは、「公共サービス改革基本方針」の別表に特記されている「目

黒地区」「三宿地区」及び「十条地区」の管理業務や「防衛装備品の補給・維持

業務」「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理業務」についても該当

する。 
 
＜提言＞ 

  １ 施設保守管理業務の取引の相手方を一般競争入札により選定したこと

は、現状の受注者との契約状況では問題はないが、国家機密の保持の観

点から必ずしも次の契約時に同じように問題なしとならない場合が思料

される。特に市ヶ谷地区の施設のような国家機密の保持がとりわけ重要

な建物の保守管理業務については、一般国民に安心感を与えるため、職

員の再雇用制度を活用する等によって防衛省が自ら実施する方法を検討

すべきである。 
２ 同様に、「公共サービス改革基本方針」の別表に特記されている「目黒

地区」「三宿地区」及び「十条地区」の管理業務並びに「防衛装備品の補

給・維持業務」及び「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理業

務」についても、一般競争入札に付すことが国家機密の保持上問題がない

かどうかを検討すべきである。 
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課題２－２ 「通信システムの性能確認のための技術支援業務」「防

衛装備品開発に係るデータ解析等支援業務」等の防衛

装備品の研究開発に係る秘匿を要する内容を含む案件

を公募に付しているが、秘匿の観点から問題があるの

ではないか 
 
＜問題の所在＞ 

  事例４ 通信システムの試作品の性能を確認するための試験の実施、試験データの整

理及び解析等の技術支援作業（以下「通信システムの性能確認のため技術支援

業務」という。予定価格 9343 万 9500 円）を「公募」により発注しているが、

このような業務の契約相手方を「公募」することが適当か。 
  事例５ 防衛装備品の性能確認試験における試作品の性能評価用データ取得に関して

官の指示のもと本装置の操作に伴う支援作業、取得したデータの解析支援作業

（以下「防衛装備品開発に係るデータ解析等支援業務」という。予定価格 5005
万 4550 円）を「公募」により発注しているが、このような業務の契約の相手方

を「公募」することが適当か。 
 
＜問題点の検討＞ 

  １ 一般競争入札又は公募に付した理由 
    「事例４」の「通信システムの性能確認試験のための技術支援業務」及び「事例

５」の「防衛装備品開発に係るデータ解析等支援業務」は、平成１８年８月２５日

付で谷垣禎一財務大臣から各省各庁の長宛てに発出された「公共調達の適正化につ

いて」（以下「財務大臣通知」という。）に従って公募に付されたものである。 
  （１）財務大臣通知が発出された経緯 
     政府は、従来の公益法人等との契約に関する各省各庁の運用には、「広範囲にわ

たり、安易に随意契約を行うなど、必ずしも適切とはいえない事例があるのでは

ないかとの指摘が行われるなど、国民に対する説明責任を十全に果たしていると

はいえない状況になっている」という弊害があったことから随意契約を適正化す

る取組みを推進することとし、「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」に

おいて、競争性のない随意契約の見直しについての考え方（「公益法人等との随意

契約の適正化について」）を示した。本通知は、この考え方に基づいて発出された
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ものである。 
  （２）財務大臣通知の趣旨＝一般競争入札の原則化 
     本通知は、①随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争入

札（総合評価方式を含む。）による調達を行うこと、②従来、競争性のない随意契

約を行うこととしてきたものについては、一般競争入札又は企画競争若しくは公

募を行うことにより競争性及び透明性を担保することを求めるものである。 
（３） 競争性のない随意契約によらざるを得ない場合 

財務大臣通知は、競争性のない随意契約（注：特命随意契約）によらざるを得 
ない場合を以下に限定している。 

    ア 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されているもの 
（ア） 法令の規定により、契約の相手方が一に決められているもの 
（イ） 条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に決められているもの 
（ウ） 閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その

実施者が明示されているもの 
（エ） 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの 

    イ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定

され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随する契約を含む。） 
    ウ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等 
    エ その他 

（ア） 防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企

業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び

役務の調達等 
（イ） 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受け

るもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。） 
（ウ） 郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの。） 
（エ） 再販価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等か

らの書籍の購入 
（オ） 美術館等における美術品及び工芸品等の購入 
（カ） 行政目的を達するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供する

ことが可能な者から提供を受けるもの 
     以上のとおり、「競争性のない随意契約が認められる場合」は、上記財務大臣通

知により極めて限定されており、「事例４」及び「事例５」の、従来競争性のない

随意契約を行うこととしてきたものについては一般競争入札又は企画競争若しく

は公募を行うことにより競争性及び透明性を担保することを求めていることから、

入札参加者を「公募」することとされたものである。 
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２ 一般競争入札又は公募に付すことの問題点 
   「事例４」は「通信システム」の試作品の性能を確認する試験に関する機材の

準備、作動確認、データの取得、取得データの解析等を支援する業務であり、ま

た、「事例５」は、防衛装備品を開発するに当たって、この装備品の性能を確認す

るための試験に関する機材の準備・作動確認・設置、データの取得、試験機材の

撤去、試験後のデータの解析等を支援する業務であり、いずれの業務も秘匿を要

する内容が含まれていると考えられている。これら業務を一般競争入札あるいは

公募という形で取引の相手方を決めようとすると、官の指示の下に行われるとし

ても、業務の内容を具体的に示した仕様書の作成が必要となり、防衛省の技術水

準等を公にしてしまうことになる危険性がある。 
本件については、事務当局から、「具体的な情報を開示していないのでその危険

性はない。」との説明を受けたが、仮にそうだとすると別の問題が生ずる。すなわ

ち、従来受注してきた業者としてはそれで良いかもしれないが、新規に参入しよ

うとする業者にとっては、それでは入札に参加するために必要な情報が不足する

ことになり、新規参入を敬遠し、参加業者数が増えず競争性も高まることもなく、

行政の公平性も高められない。 
 

＜提言＞ 
 １ 「事例４」「事例５」のような防衛装備品の研究開発に係る業務等秘

匿を要する内容を含む案件については、一般競争入札や公募に付すのは

適当ではないと思料される。よって、会計法第２９条の３第３項（指名

競争入札）又は第４項（特命随契）に基づいて発注することが可能かど

うかを検討する必要がある。  
 ２ なお、仕様書等の発注内容を示す情報は、新規参入企業が入札参加す

るに必要かつ十分なものにする必要がある。このことは、以前に随意契

約を締結していた事案について、とりわけ配慮する必要がある。 
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課題３ もともと競争が期待できないような案件を一般競争入札の

対象にしていないか 
 
＜問題の所在＞ 

事例６ 人工衛星が撮影した画像データ等の情報の取得・送信業務（予定価格 35 億

7142 万 8572 円）を一般競争入札により発注している。当該衛星画像は米国の

ＤＧ社が提供するものであり、同社と契約している特定の会社以外に提供する

ことは事実上困難という事情があり、もともと競争が期待できないと考えられ

るのに、何故、一般競争入札に付すのか。 
事例７ 基地等の周辺に設置されている「航空機騒音自動測定装置」の保守点検に係

る委託業務（予定価格 700 万 4591 円）を一般競争入札により発注しているが、

入札に特定の会社しか参加しておらず競争が成り立っていない。本件は、当該

システムの開発業者以外の者がシステム保守管理業務を遂行することが事実上

難しい事情（以下、「ロックイン状態」という。）にあると推測される。「ロック

イン状態」にある場合、すなわち、当初から競争がほとんど期待できないよう

な場合には、競争入札に付すのは適当ではないのではないか。 
 
＜問題点の検討＞ 
 １ 「事例６」について 
（１） 本件は、米国コロラド州所在の人工衛星を運用するＤＧ社が所有する商用高分解

能光学衛星（Ｗｏｒｌｄ Ｖｉｅｗ－２）の撮影した画像データ等の情報を、衛

生データ送受信装置を用いて受信し、当該情報を送信する業務を一般競争入札で

発注したもので、契約期間は平成２３年２月１日から平成２４年１月３１日まで

の１年間である。入札にはＨ社のみが参加し、同社が予定価格の９９．９９％で

落札した。 
ＤＧ社の商用高分解能光学衛星が撮影した画像データ等の情報は、わが国の安

全保障上重要な目標を継続的に監視するために用いられるものであるが、かかる

情報は、日本向け情報サービスについてＤＧ社と契約しているＨ社以外には提供

できないものであり、今後、競争入札を行ってもＨ社以外に参加業者が現れると

は考えられない。 
（２）政府調達において一般競争入札が原則とされている理由 

    会計法は、契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合にお

いては、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない（第 29
条の 3 第 1 項）とし、一定の能力があれば誰でも入札に参加できる一般競争入札
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を原則としている。これは、政府が発注する建設工事、委託業務、物品調達を、

誰が受注するか、いくらで受注するかを決める方法として、一般競争入札が最も

相応しいと考えられているからである。 
同時に、会計法は、①契約の性質又は目的が競争を許さない場合、②緊急の必

要により競争に付することができない場合及び③競争に付することが不利と認め

られる場合には、随意契約によることを認めている（第 29 条の 3 第 4 項）。 
「事例６」は、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するのでは

ないか。 
     
２ 「事例７」について 
（１）本件は、「航空機騒音自動測定装置」の保守点検に係る委託業務を一般競争入札に

付したものであるが、装置を設置したＲ社しか入札参加者はなく、長年、このよ

うな状態が続いている。その原因は、当該装置の設置工事と当該装置の保守点検

業務とが「ロックイン状態」にあるためと考えられる。したがって、今後、「ロッ

クイン状態」が解除されない限り、一般競争入札を続けたとしてもＲ社以外に入

札参加業者が現れるとは考えられない。 
（２）「ロックイン状態」は、①システムの開発業者や設備等の設置業者が、開発したシ

ステムの保守管理業務や設置した設備等の保守管理業務を行うための技術やノウ

ハウを公開しないため、装置の設置業者（この系列業者を含む。）以外の者がこれ

らの技術やノウハウを入手し難いため、また、②設備等の設置業者が、当該設備

等の修理に必要な部品の供給について、特定設備業者の系列に属さない独立系業

者を系列業者に比して不利に取扱うため、独立系業者がこれら部品を調達するこ

とが難しいためなどの事情によって生じることが多い。 

そこで、システムや設備等の保守管理業務の入札に際し、あらかじめシステム

の開発業者や設備等の設置業者に対し、当該システムの保守管理業務や当該設備

等の保守管理業務を行うための技術やノウハウを、設置業者以外にも公開するよ

う求め、業者側がこれに快く応ずる場合には問題は生じないが、そうでない場合

には、これらを公開するよう強制することはできないので、「ロックイン状態」を

解除することは難しい。 

また、設備等の修理に必要な部品の供給について、設備等の設置業者が他の業

者を差別的に取扱う行為が独占禁止法違反を構成する場合は同法により排除する

ことが可能であるが、そうでない場合には「ロックイン状態」を解除することは

難しい。 

（３）「ロックイン状態」が解除できないことが明白であるような場合、すなわち、競争

がもともと期待できないような場合には、競争入札に付すことは適当ではなく、

仮に、「ロックイン状態」にあるにも関わらず競争入札に付した場合には、設置さ
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れた装置に詳しくない業者が安値で落札したものの満足に業務を遂行できず、途

中で投げ出すケース(すなわち、「安かろう・悪かろう」の状態)が発生するおそれ

がある。 

（４）「ロックイン状態」が解除できないことが明白な場合には、［システム開発業務と

一定期間のシステム保守管理業務］又は［設備等の設置業務と一定期間の設備等

の保守管理業務］を一括して入札に付すなどの方法が考えられる。 

 

＜提言＞ 
  １ 一般競争入札に付すのは、競争が期待できる案件に限るべきであり、

初めから競争が期待できないような案件を一般競争入札に付すのは

考えるべきである。競争性が期待できるか否かについて、十分に検証

し、その上で一般競争に付すべきである。 
２ 「事例６」のように特定の業者しか入札参加が見込めないケースにつ

いては、安易に競争入札に付すのではなく、随意契約が認められるケ

ースに該当する可能性を検討すべきである。 
  ３ 「事例７」など、「ロックイン状態」が解除できないことが明白な場

合には、装置の設置業務と一定期間の設備等の保守管理業務を一括し

て入札に付すなどの方法を検討すべきである。なお、この際の入札に

おいては、後述の複数年契約を活用すべきである。 
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課題４ 複数年契約（国庫債務負担行為）を積極的に活用すべきで

はないか 
 
＜問題の所在＞ 
事例８ Ｆ社製電子複写機のトナーカートリッジ（予定価格 429 万 5340 円）を一般競争

入札により調達しているが、毎回、Ｆ社の代理店１社しか入札に参加しておらず、

競争が成り立っていない。これは、当該トナーカートリッジがＦ社の専用品であ

り、Ｆ社の代理店以外から調達することが難しいためと考えられるので、電子複

写機を調達する際に、これと併せて一定期間の保守管理業務（専用トナーカート

リッジの交換を含む。）を一括して発注すれば、保守管理業務も競争に晒すことが

できるのではないか。 
事例９ 入退出をチェックする目的で開発されたシステムの定期保守業務（予定価格

2155 万 3350 円）を指名競争入札で発注しているが、毎回、当該システムを設計・

設置したＳ社しか入札に参加せず競争が成り立っていない。当該システムを設

計・設置する際にこれら業務と一定期間の保守管理業務とを一括発注すれば、保

守管理業務についても競争に晒すことができるのではないか。 
 
＜問題点の検討＞ 
１ 国費を支出し、又は債務を負担するには国会の議決に基づくことを必要とし（憲法 

第 85条）、国が債務を負担する行為（国庫債務負担行為）をなすには、予め予算を以 

て、国会の議決を経なければならない（財政法第 15 条第 1項）。国庫債務負担行為は、 

事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限 

度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基づいて支出をなすべき年度、年限又は 

年割額を示さなければならない（財政法第 26 条）。 

２ 厳しい国家財政の下、予算の節約に努める必要があるところ、複数年契約とするこ 

とにより経費の節約が見込まれるものについては、各年度の予算において国庫債務負 

担行為として計上されており、近年、複写機・電算機等のリース契約についても国庫 

債務負担行為を活用した複数年契約へ移行しつつあるが、必ずしも積極的に活用され 

ていないように見受けられる。 

３ また、コンピュータシステムや設備等の保守管理業務等についても契約内容によっ 

ては、各年度の予算において国庫債務負担行為として計上され複数年契約としている 

ものがあると聞き及んでいる。複数年契約とすることは、受注業者にとって魅力が増 

すので入札参加者が増えて競争性が高まり、予算の大幅な節約が期待されるので、こ 

れらの業務についても国庫債務負担行為を積極的に採用する必要がある。 
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４ 地方公共団体では、かつて複数年契約を締結する場合には個別に「債務負担行為」 

を議会で議決する必要があったが、平成１６年の地方自治法施行令の改正により、あ 

らかじめ条例を定めれば、議会の議決を経ることなく複数年契約を締結できるように 

なり、この仕組みを活用して複数年契約を拡大し予算の節約に成功したところが少な 

くない。国においても、今後、より幅広く複数年契約を採用できるようにし、予算の 

節約に努める必要がある。 

 
＜提言＞ 
  複数年契約の締結によって予算の節約が可能になるケースが少なくない

ので、速やかに国庫債務負担行為の適用範囲の拡大を検討する必要がある。 
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課題５ 「１者入札」の発生原因を追求し、競争性を高める努力を

しているか 
 
＜問題の所在＞ 
事例１０ 進入灯火設備新設工事（予定価格 4 億 170 万 4 千円）を総合評価方式一般

競争入札により発注したが、特定の１者しか入札に参加せず競争が確保されて

いるとは言い難い。１者入札になったのは入札参加者を北関東防衛局管内に建

設業法に基づく本店・支店を有する業者に限定したためではないか。 
事例１１ エネルギーの使用の合理化に関する中長期計画書の策定業務（予定価格 191

万 5200 円）を平成１８年度から継続して発注しているが、毎年度、入札参加者

は１者に限られており競争性が確保されているとは言い難い。１者入札になっ

たのは発注物件に魅力がないからではないか。 
＜問題点の検討＞ 

  １ 「１者入札」について 
    入札参加者が１者しかいない「１者入札」は、競争性の確保の観点から問題があ

るとして、その対策が検討されてきた。指名競争入札の場合には、指名された業者

が入札に参加しないと「受注意欲がない」と判断されてその後に行われる入札にお

いて指名されないおそれがあるので、指名業者全員が入札に参加して「１者入札」

が生ずることはほぼ皆無であり、その意味で「１者入札」は一般競争入札特有の問

題である。 
    予定価格を事前に公表している地方公共団体の場合には、当該物件が採算に合わ

ないと考える業者は入札に参加しないから「１者入札」よりも「入札参加者ゼロ」

という結果になり易い。しかし、国の機関の場合は、予定価格を事前に公表するこ

とは認められていないから、地方公共団体の場合よりも「１者入札」になる確率が

高いといえる。 
  ２ 「１者入札」が生ずる原因とその対策 
    「１者入札」が生ずるのは、①入札参加し得る業者を一定の狭い地域に限定した

ため、②遠距離の小規模物など発注物件に魅力がないため、③極めて高度な品質を

求めたため、④随意契約から一般競争入札に移行したがその後も随意契約の相手方

であった特定の業者しか入札に参加しない、⑤もともと競争業者が１者しか存在し

ないためなど、諸々のことが考えられる。 
３ 「１者入札」をなくす方策 

「１者入札」をなくす方策はその原因によって異なる。 
上記２①の入札参加し得る業者を一定の狭い地域に限定している場合には、発注
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地域を広げることを検討すべきである。 
同２②の発注物件に魅力がない場合には、別の物件も合わせて発注するとか予定

価格を見直す必要がある。 
同２③の極めて高度な品質を求めた場合には競争性を確保できる程度に求める品

質を低めることが可能かどうかを検討すべきである。 
同２④の随意契約の相手方であった特定の業者しか入札に参加しない場合には、

他の業者は「従来の経緯から、入札に参加しても受注の見込みがない」と諦めてい

る可能性があるからこれら関係業界に対し入札に参加してくれるよう積極的にＰＲ

を行ったり、広く発注情報の広報を行ったりする（以下「声掛け運動」という）な

どの努力をすべきである。 
同２⑤のもともと競争業者が１者しか存在しないことが明らかである場合には競

争入札をあきらめて随意契約に移行するとかを検討すべきである。 
    なお、「事例１０」は上記２①に、「事例１１」は上記２②に該当すると考えられ

る。 
 ＜提言＞ 

    １ 「１者入札」が生ずる原因は諸々存在し、対策も原因ごとに異な

る。したがって、「１者入札」が生じた場合には、その原因がどこに

あるかを見極めてこれに見合った対策を講ずる必要がある。 
２ 「事例１０」については、発注地域が狭すぎたため「１者入札」に

なった可能性があるので、今後、類似事案の発注があった場合は発注

地域を取り払って発注してみる必要がある。 
「事例１１」については、発注物件に魅力がないために「１者入札」

になった可能性があるので、今後、他の物件と合わせて発注規模を大

きくするとか、予定価格を見直すなどして物件に魅力を持たせるよう

にする必要がある。 
従来の経緯から、入札に参加しても受注の見込みがないと他の業者

が入札参加を諦め「１者入札」になった可能性がある事案については、

今後、積極的に声掛け運動を行うなどして入札参加者を増やす努力を

すべきである。 
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課題６ 総合評価方式の運用上、安値を提示した業者を差別的に取

り扱っていないか 
 
＜問題の所在＞ 

  事例１２ ボイラー室における発電機新設工事及び附帯電気・建築等工事（予定価格 1
億 5072 万 3649 円）を施工体制確認型総合評価方式で発注した。その結果、入札

価格９８００万円のＡ社が落札できず、落札したのはこれより４２００万円高い

１億４０００万円の価格で入札したＢ社であった。施工体制確認型総合評価方式

の入札は、入札価格が調査基準価格（1 億 2230 万 1475 円）を下回ると「施工体

制に問題がある」として調査の対象となり、「施工体制評価点（30 点配点）」を大

幅に減点する仕組みの入札方式であり、「施工体制評価点」が「０点」と評価され

ると、事実上、落札することは不可能となる。 
このように、現行の総合評価方式の運用では、「調査基準価格」を、事実上、競

争の利益を享受することが著しく減殺されることとなるとして現在適用されない

（即失格となる）「最低制限価格」として機能させ、「調査基準価格」を下回る低

価格で入札した業者を、落札者選定から排除する仕組みが採用されているが、こ

れは公平性の観点から問題があるのではないか。 
  事例１３ 給水施設整備工事（予定価格 1 億 5617 万 9321 円）を施工体制確認型総合

評価方式で発注したところ、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４社が応札した。このうちＣ及び

Ｄの２社については、入札価格が調査基準価格（1 億 3133 万 9372 円）を下回っ

ていたとして、ヒアリングの対象となり、指定された期日までに「追加資料」を

提出するよう求められた。しかし、当該２社は、期限までに「追加資料」を提出

しなかったため、入札が「無効」と判定された。一方、Ａ及びＢの２社について

は、入札価格が「調査基準価格」を上回っていたので、ヒアリングの対象とはな

らず、したがって「追加資料」の提出は求められず、「施工体制評価点」は３０点

（満点）の評価を受けた。 

しかし、上記「追加資料」は、通常、受注後に準備するものである。このよう

な資料を入札時に要求することは、特定の業者を差別的に取り扱うものであり、

公平性の観点から問題があるのではないか。 

 
＜問題点の検討＞ 
 １ 「事例１２」について 

（１）入札の経緯 
   ア 「事例１２」は、平成２２年９月８日、一般競争入札（施工体制確認型総合評
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価方式簡易型）に付された。 
   イ 落札者の決定方法 

  入札参加者は、①「価格」、及び②「企業の技術力（簡易な施工計画等）」、③

「企業の信頼性・社会性」、④「施工体制」、⑤「その他（ペナルティー）」をも

って入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、下記ウ総合評価の方法に

よって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 
（ア） 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 
（イ） 評価値が、標準点を予定価格で除した数値（「基準評価値」）を下回らな

いこと。なお、評価値が基準評価値を上回っていても、減点評価により技

術評価点が標準点（１００点）を下回る場合は、落札者の対象外とする。 
ウ 総合評価の方法 
（ア） 標準点 
     要求要件を満たしている者に標準点を１００点与える。 
（イ） 加算点 
     技術資料の内容に応じ、上記イ②の「企業の技術力（簡易な施工計画 

等）」、③「企業の信頼性・社会性」及び⑤「その他（ペナルティー）」の 
評価項目毎に評価を行い、最高点数３０点の加算点を与える。 

         加算点の算出方法は、評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評 
価点数の合計値」が、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、最 
も高い者に３０点の加算点を与える。その他の者は「評価点数の合計値」 
に応じ按分して求められる点数（小数第４位切捨て）を加算点として 
与える。 

（Ａ） 上記イ②、③の非価格要素の評価項目（配点）は、以下のとおり。 
②の企業の技術力（71 点） 

うち、簡易な施工計画（15 点） 
○工程管理に関する技術的所見（5 点） 
○安全管理に留意すべき事項（5 点） 
○品質管理及び施工上配慮すべき事項に関する技術的所見（5 点） 

うち、企業の施工能力（37 点） 
○同種工事の施工実績（2 点） 
○工事成績（10 点） 
○優秀工事顕彰等の実績（10 点） 
○難工事の工事実績（5 点） 
○ＶＥ提案の提出実績（2 点） 
○当該工事種別の手持ち工事量の状況（2 点） 
○ＩＳＯ９００１等の取得状況（6 点） 
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うち、配置予定の技術者の能力（19 点） 
○資格（1 点） 
○同種工事の施工経験（2 点） 
○発注年度直近の過去３年間のうち、当該地方防衛局における同

種工事において、監理技術者又は主任技術者の経験（5 点） 
○優秀工事技術者顕彰等の実績（10 点） 
○継続教育の取り組み状況（1 点） 

③の企業の信頼性・社会性（7 点） 
うち、地域精通度（4 点） 

○近隣地域内における施工実績（2 点） 
○本店支店営業所の所在（2 点） 

うち、地域貢献度（3 点） 
○地元企業の採用状況（1 点） 
○災害協定等による地域貢献度の実績（1 点） 
○ボランティア活動による地域貢献度の実績（1 点） 

 
（ウ） 施工体制評価点 

「施工体制評価点」は上記イ④の「施工体制」の項目について、最高３０

点の評価点を与える。ただし、事前調査により、施工体制が十分に確保され

ない場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、若し

くは、品質確保のための施工体制及びその他の施工体制が著しく確保されな

いおそれがある場合、減点を行う。 
また、施工体制評価点の低いものに対しては、（イ）の加算点に係る評価 
点を減点する場合がある。 

（エ） 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と 
上記によってえられる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入

札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。 
 

   エ 本件入札には、３社が参加した。価格点は、「９８００万円」を提示したＡ社が

第１位、「１億１２９０万円」を提示したＣ社が第２位であった。しかし、Ａ社及

びＣ社の入札価格は、いずれも調査基準価格（1 億 2230 万 1475 円）を下回って

いたため「施工体制評価点」Ａ社「０点」、Ｃ社「１０点」と評価された。 
その結果、Ａ社の評価値は「１１３．８１４」［（標準点（100 点）＋加算点（11.538

点）＋施工体制評価点（０点））÷価格点（0.98）］で、また、Ｃ社の評価値は「１

０９．０１３」［（標準点（100 点）＋加算点（13.076 点）＋施工体制評価点（１

０点））÷価格点（1.129）］で、いずれも落札できなかった。落札したのはＢ社で
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評価値は「１１４．２８５」［（標準点（100 点）＋加算点（30.000 点）＋施工体

制評価点（30 点））÷価格点（1.4）］であった。 
  （２）調査基準価格を下回った場合に施工体制点数を大きく減点する理由と問題点 
     Ａ社及びＣ社の施工体制評価点が「０点」、「１０点」と評価された理由は、両

社の入札価格が調査基準価格を下回っていたからである。 
ちなみに、Ａ社の加算点は「１１．５３８」であったが、仮に、同社に施工体

制評価点が「１０点」と評価されていれば同社の加算点は「１５．３８３」、評価

値は［１２７．９４１点（１２５．３８３÷０．９８）］となり、落札したＢ社の

評価値「１１４．２８５（１６０．０００÷１．４）」を上回って、Ａ社が落札者

になっていたはずである。 
     このことは、調査基準価格を下回る価格で入札した場合、施工体制評価点を大

幅に減点することにより事実上落札できなくする仕組み、すなわち、「調査基準価

格」を実質的に、競争の利益を享受することが著しく減殺されることとなるとし

て現在適用されない（即失格となる）「最低制限価格」として機能させる仕組みが

採用されていることを意味する。 
     この仕組みの最大の問題点は、効率的な経営を行って調査基準価格以下でも十

分施工能力がある業者を契約の相手方から排除してしまう危険性があるというこ

とであり、かかる仕組みは、制度の合理性や税金の効率的使用の観点から問題な

しとしない。 
 
２ 「事例１３」について 
（１）入札の経緯 

   ア 「事例１３」は、平成２３年８月１１日、一般競争入札（施工体制確認型総合

評価方式簡易型）に付された。 
   イ 落札者の決定方法 

  入札参加者は、①「価格」、②「企業の技術力（簡易な施工計画等）」、③「企

業の信頼性・社会性」、④「施工体制」及び⑤「その他（ペナルティー）」をも

って入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、ウによって得られた数値

（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 
（ア） 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 
（イ） 評価値が、標準点を予定価格で除した数値（「基準評価値」）を下回らな

いこと。なお、評価値が基準評価値を上回っていても、減点評価により技

術評価点が標準点（１００点）を下回る場合は、落札者の対象外とする。 
ウ 総合評価の方法 
（ア） 標準点 
     要求要件を満たしている者に標準点を１００点与える。 
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（イ） 加算点 
     技術資料の内容に応じ、上記イ②の「企業の技術力（簡易な施工計画 

等）」、③「企業の信頼性・社会性」及び⑤「その他（ペナルティー）」の

評価項目ごとに評価を行い、得られた「評価点数の合計値」が、予定価

格の制限の範囲内の入札参加者のうち、最も高い者に、最高点数２０点

の加算点を与える。 
その他の者は「評価点数の合計値」に応じ按分して求められる点数 

を加算点として与える。 
（Ａ） 上記イ②、③の非価格要素の評価項目（配点）は、以下のとおり。 

②の企業の技術力（70 点） 
うち、簡易な施工計画（18 点） 

○工程管理に関する技術的所見（6 点） 
○安全管理に留意すべき事項（6 点） 
○品質管理及び施工上配慮すべき事項に関する技術的所見（6 点） 

うち、企業の施工能力（33 点） 
○同種工事の施工実績（2 点） 
○工事成績（10 点） 
○優秀工事顕彰等の実績（10 点） 
○難工事の工事実績（5 点） 
○ＩＳＯ９００１等の取得状況（6 点） 

うち、配置予定の技術者の能力（19 点） 
○資格（1 点） 
○同種工事の施工経験（2 点） 
○監理技術者又は主任技術者の経験（5 点） 
○優秀工事技術者顕彰等の実績（10 点） 
○継続教育の取り組み状況（1 点） 

③の企業の信頼性・社会性（7 点） 
うち、地域精通度（4 点） 

○近隣地域内における施工実績（2 点） 
○本店支店営業所の所在（2 点） 

うち、地域貢献度（3 点） 
○地元企業の採用状況（1 点） 
○災害協定等による地域貢献度の実績（1 点） 
○ボランティア活動による地域貢献度の実績（1 点） 

 
（ウ） 施工体制評価点 
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  「施工体制評価点」は上記イ④の「施工体制」の項目について、最高３０ 
点の評価点を与える。ただし、事前調査により、施工体制が十分に確保されな

い場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、若しくは、

品質確保のための施工体制及びその他の施工体制が著しく確保されないおそれ

がある場合、減点を行う。また、施工体制評価点の低いものに対しては、簡易

な施工計画に係る評価点数に相当する加算点を減ずる場合がある。 
（エ） 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、

上記によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札

者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。 
   エ 本件入札には、４社が参加した｡Ａ社及びＣ社は調査基準価格（1 億 3133 万

9672 円）を上回っていたため施工体制評価点は満点（30 点）を得た。しかし、

Ｂ社及びＤ社の２社は、調査基準価格を下回っていたため落札決定前の対面ヒ

アリングの対象になり、①下請予定業者一覧表、②配置予定技術者名簿、③資

材購入先一覧、④機械リース元一覧、⑤労務者の確保計画、⑥建設副産物の搬

出地、⑦建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書、⑧品質確保

計画、⑨安全衛生管理体制、⑩施工体制台帳等の資料を、指定した期日までに

追加して提出するよう求められたが提出することができなかった。これを理由

にＢ社及びＤ社の２社の入札は「無効」と判断された。結局、総合点に優れた

Ａ社が落札した。 

（２）調査基準価格を下回った業者に限って追加資料を提出させた理由及び問題点 

上記の資料を提出するよう求めた理由はこれにより施工体制の確保状況を把握

しようとするものであるが、これら資料のうち下請業者、資材の購入先は、「通

常、受注が決まった後に準備するものであり、これを入札時に決めている業者は

まずいないだろう」と言われるものであり、仮に、落札したＡ社が求められても、

これら資料を提出することができなかった可能性が高い。このような資料を、調

査基準価格を下回った業者に限って入札時に提出を求めることは、これら業者を

差別的に取り扱うものであり、行政の公平性の観点から問題がある。 

 

   ３ 「総合評価方式」の法的根拠と防衛省における実施 

     総合評価方式は、平成１７年３月３１日に制定された法律第 18号「公共工事の

品質確保の促進に関する法律」第３条第２項の「公共工事の品質は、･････経済性

に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた

内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」との規定に基

づいて導入された発注システムである。もとより会計法第２９条の６は、「契約

担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の

目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをし
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た者を契約の相手方とするものとする。」と規定し「最低入札者を落札者とする」

のを原則としている。しかし、同時に、同条の「ただし書き」は、①相手方とな

るべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると認められるとき、又は②その者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるときは、政令の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格

をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を当該契

約の相手方とすることができる旨の規定を、また、同条第２項は「国の所有に属

する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は

目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、政令

（すなわち予決令）の定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとつて

最も有利なもの（同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの）をもって申

込みをした者を契約の相手方とすることができる。」旨の規定を、それぞれ設け

ている。 

総合評価方式は、これらの規定に基づいており、「価格」と「その他の条件」

が国にとって最も有利なものを取引の相手方にする仕組みである。 

防衛省は、会計法第２９条の６第２項に基づく予決令第９１条第２項（各省各

庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつ

て最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。）の協

議が整ったとする平成１２年３月２７日付大蔵大臣（現財務大臣）通知「工事に

関する入札に係る総合評価落札方式について（通知）」（以下「大蔵大臣通知」

という。）に基づいて平成１７年３月３１日付防衛施設庁建設部長通知「建設工

事請負契約に係る総合評価落札方式の実施について（通知）」を発出し、平成１

７年４月１日から建設工事について総合評価方式が実施されている。 

なお、大蔵大臣通知は、公共工事発注省庁で申合わせた「工事に関する入札に

係る総合評価落札方式の標準的ガイドライン」（以下「総合評価ガイドライン」

という）に準拠して総合評価方式を実施するとしているため、防衛省は、これに

従って、総合評価ガイドラインを基本としつつ各物件の実情に合わせて若干修正

しながら総合評価方式を実施しており、上記「事例１３」及び「事例１４」」も

例外ではない。 

 

  ４ 「総合評価方式」の長所・短所 

     総合評価方式の長所は、発注者が、契約の相手方として相応しいと考える条件

を入札の際にあらかじめ提示することが可能であり、例えば、非価格要素のうち

工事成績点数の比重を高めれば、業者は工事の成績を良くする努力をするから工

事品質を高めるという政策目的が達成し得る。このように総合評価方式は、条件
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の設定の仕方によって、発注者が望ましいと考える方向に入札参加者を誘導でき

るという利点がある。 

     一方、総合評価方式には、以下のような短所がある。 

第一に、総合評価方式のうち技術的な提案をさせる場合には、資料提出を求め

られた入札参加者側に入札参加のために多大な事務負担を強いるほか、発注者側

も発注事務が著しく煩雑になり行政コストを著しく増大させること。 

第二に、総合評価方式の場合、①価格要素と非価格要素とをどのような割合に

するか、②非価格要素としてどのような要素を盛り込むか、③各非価格要素の配

点をどうするか、④各入札参加者の非価格要素の配点をどうするか、の４段階に

亘って“恣意性”が入り込む余地があること（入札改革は“いかに恣意性を排除

するか”が眼目であったので、新たに恣意性を取り入れることはこの流れに沿わ

ない）。 

第三に、第一の問題と関連するが、総合評価方式のうちとりわけ技術的な提案

をさせる場合には、事務能力に勝る大企業が有利になり事務能力に劣る中小企業

は競争上不利になるおそれがあること。 

     なお、総合評価方式により発注された「事例１３」及び「事例１４」では、上

記で提起した行政コストを著しく増大させるという問題があったほか、上記１及

び２で提起したような行政の公平性を損なうような運用がなされていたが、これ

は入札に恣意性を導入した結果生じたものといえる。調査基準価格の水準が妥当

であったかどうかの問題だけでなく、同価格を下回った価格を提示した業者が本

当は効率的な業者であって十分な施工能力があったかもしれないという問題もあ

る。 

  

＜提言＞ 
   １ 総合評価方式は、長所もあるが調査基準価格を下回る価格で入札

した場合、施工体制評価点を大幅に減点することにより事実上落札

出来なくする仕組みとして機能している等の欠点も少なくないので

必要最小限の範囲で実施することとし、実施する際には、欠点を認

識し、行政の公平性を損なうような運用は厳に慎むべきである。 
２ 総合評価方式は、財務大臣通知とそこで示されている総合評価ガイ

ドラインに基づいて実施されているものである。したがって、防衛省

独自でその運用方法を変更することが難しいとも考えられるので、関

係省庁と同ガイドラインの見直しを協議する必要がある。 
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課題７ 「一括発注」・「分離発注」をどのような基準で区分してい

るのか 
 
 ＜問題の所在＞ 
  事例１４ 局舎の新設・改修、既設建物の解体に伴う電気設備、機械設備、通信設備

の工事（予定価格 1 億 138 万 7739 円）を一般競争入札により「一括発注」して

いるが、１者入札で競争性が確保されているとは言い難い。競争性をより高め

るため「分離発注」を試みるなどの工夫が必要ではないか。 
  事例１５ 燃料は、装備施設本部で調達し、１～５期に分けて各基地燃料タンクに輸

送・納品されている。平成２１年度の第１期から第４期までは燃料の調達とそ

の輸送業務とが一括発注されているが、第５期分の燃料輸送業務（予定価格 6251
万 7 千円）については、実施が平成２２年度に行われることから、燃料調達業

務と切り離し、翌年度（平成 22 年 4 月）に「分離発注」している。燃料の調達

業務と輸送業務は一体のものであり、これを分離して発注するのが適当か。 
 
＜問題点の検討＞ 
１ 「事例１４」について 
  本件は、局舎新設等に係る電気設備工事、機械設備工事、通信設備工事を一括し

て発注したため「１者入札」になり競争性が確保できなかったと考えられる。 
電気設備工事等は、それぞれに専門業者が存在するから、これら工事を分離し

て発注したならば、より競争性が確保できたのではないかと考えられる。 
 
２ 「事例１５」について 
   本件は、自衛隊機が使用する燃料の調達について、通常は、燃料の調達業務とこ

れを各基地の燃料タンクに輸送する業務を一体の業務として一括して発注してい

るが、第５期分の燃料については輸送業務が翌年度に行われることから、この輸送

業務だけは、別途、翌年度に発注したものである。 
翌年度に提供される役務を前年度に発注してはならないという「予算の単年度

主義」に基づくものと考えられるが、現実に適合せずあまりにも硬直的な取扱い

である。 
実際に、購入済みの第５期分の燃料を誰がどこで保管するかが問題となり、結

局、調達先の石油会社に無償で一定期間保管してもらうという変則的な処理を余

儀なくされている。燃料調達業務と輸送業務とは経済的合理性から考えると一体

の業務であり、これら業務は一括して発注すべきであり、輸送業務だけを切り離
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して発注するのは適切ではなかったと考えられる。 
 

＜提言＞ 
    複数の業務を一括し発注規模を大きくして発注すれば、物件の魅力

が増して多くの業者が入札に参加し、競争性を高めることができる

というメリットがある。反面、中小企業者や専門工事業者が入札か

ら排除されるというデメリットがある。つまり、「一括発注」「分離

発注」のいずれがよいかは一概には言えず、発注内容に応じて判断

するほかないと考えられる。 
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課題８ 予定価格設定のため必要があるとして、安易に入札参加が

見込まれる業者から「参考見積」の提出を求めていないか 
 
 ＜問題の所在＞ 
   事例１６ 医療関係システムの保守点検業務（予定価格 1384 万 995 円）を公募する

に当たり、入札参加が見込まれるＩ社から「参考見積」を徴し、これを

基に予定価格を設定した。公募にはＩ社だけが応募し、結局、同社が予

定価格どおりの価格で落札した。 
 事例１７ 入札参加が見込まれる業者から「参考見積」を徴し、これを市場価格で

あるとみなし、これらを基に予定価格を設定している案件が見受けられ

る。しかし、これら業者が常に適正な価格を提示することは考えられな

いので、適正な予定価格を設定するため、別の方法も試みるべきではな

いか。 
  
 ＜問題点の検討＞ 

１ 予定価格とその設定方法 
予定価格は、発注機関が、これ以上の金額では契約しないと定めた上限価

格であり、「取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期

間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」ことになっている（予

決令第 80 条第 2 項）。 
発注機関は、一般に、一般財団法人経済調査会又は一般財団法人建設物価

調査会が発行する刊行物（積算資料、建設物価、物価資料）に掲載されてい

る価格データを用いて積算し、これを基に予定価格を設定している。しかし、

公表されている価格データがない場合には、市場価格を把握するためとして

入札参加が見込まれる業者から参考見積を徴し、この価格データを基に積算

して予定価格を設定することも少なくない。 
    ２ 予定価格を設定するため「参考見積」を提出させることの問題点 
       「買い手」が“入札”という契約手続を用いる最大の理由は、それが、最

も有利な取引の条件及び相手方を見つけ出す最善の方法だからである。ただ

し、“入札”という手続は、「買い手」及び「売り手」の双方が、取引の専門

家として情報格差を有しないことが前提とされている。 
また、「買い手」と「売り手」は、一方が有利になれば一方が不利になると

いう、緊張関係にある。したがって、「買い手」が「売り手」に、「この商品

を買うためにどの程度の予算を用意しておけばよいか」を尋ねた場合、「売り
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手」は、できるだけ多くの予算を用意して貰う方が有利になるから、本音価

格を教えることはまずないだろう。 
つまり、「参考見積」を求められた「売り手」は、それが受注に結びつく場

合には思い切って安い価格を提示するだろうが、予定価格を設定するための

ものと分かれば高目の価格を提示する。したがって、業者から提出される「参

考見積価格」は水増しされた割高の価格になり、これに基づいて設定される

予定価格も割高になるおそれがあるのである。 
なお、民間企業においても発注企業が受注企業から「参考見積」を徴する

ことがある。この場合、多くは「参考見積」は契約の相手方を選定するため

のものであり、これに応えて受注企業は本音の価格を提示する。しかし、こ

の場合でも、受注企業が「発注企業は予定価格を設定するために参考価格を

求めている」と認識すれば割高な価格を提示するだろう。 
すなわち、官公庁であれ民間企業であれ、予定価格は発注者が自ら設定す

べき性格のものであり、受注企業から聞いて決めるものではないのである。 
それでは、「買い手」が予定価格を設定するための価格情報を持ち合わせて

いない場合（つまり買い手と売り手とに情報格差がある場合）にはどのよう

にしてその格差を埋めればよいか。その方法としては、第一に、他に当該商

品等を調達している発注者が居る場合には、その発注者の調達価格を調査す

ることであり、第二に、当該商品等の価格情報等に詳しい専門家（コンサル

タント等）にしかるべき対価を支払って必要な情報を得ることである。専門

家から情報を提供してもらうには一時的な費用が発生し予算措置が必要にな

るが、それによって以降の調達価格が継続的に下がれば利益の方が大きくな

ると考えられる。 
 

＜提言＞ 
    １ 予定価格を設定するために安易に入札参加が見込まれる業者から

「参考見積」を徴することは、業者が本音価格を提示することは考

えられず、結局、割高な価格を基に予定価格を設定することになら

ざるを得ないので適当ではなく、直ちに止めるべきである。 
２ 発注担当者は、取引の専門家でなければならず、そのためには調達

市場の構造、取引の実態、商品の内容等を常に調査する必要があり、

市場価格等の情報が不足している場合（受注業者との間に情報格差が

存在すると思われる場合）には、その格差を埋める努力をしなければ

ならない。 
発注の分野によっては、経験年数の短い者も少なからず含まれてい

るので、その道の専門家指導によるマニュアルの作成や研修等を、防
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衛省全体で検討し、少しでも経験年数の不足を埋めるべき努力をすべ

きである。 
３ 情報格差を埋める方法としては、以下のような方法が考えられる。 
①  他に当該商品等を調達している発注者が居る場合には、その発

注者の調達価格を調査する。 
②  予算措置を講じてその道の専門家であるコンサルタント等を活

用する。 
 
                                      以上 

                                      


