
平成２４年度 入札監視委員会（第１回）議事概要

南関東防衛局

開 催 日 及 び 場 所 平成２４年６月１日（金）
横浜第２合同庁舎（共用第４会議室）

委 員 岩井 茂雄（大学教授） 髙原 將光（弁護士）
(◎：委 員 長) 田宮 洋介（財団法人研究員） ◎野々山 隆幸（大学教授）

山崎 裕（社団法人会長） （敬称略：五十音順）

審 議 対 象 期 間 平成２４年２月１日 ～ 平成２４年３月３１日

審 議 対 象 件 数 ９６件

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について）

抽 出 案 件 総件数 １０件 （審議概要）

一 般 競 争 ２件 ・ 審議対象事案説明
建

一般競争 ４件 ・ 指名停止等措置状況(政府調達協定対象外)
設

公募型指名競争 ０件 ・ 統計分析資料
工

指 名 競 争 ０件
事

随 意 契 約 ０件

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等 ４件

意 見 ・ 質 問 回 答

①池子米軍(23)小学校(218)新○委員からの
設建築工事(一般競争入札方式意見・質問
(政府調達協定対象))

○それに対する
回答等 この小学校新設建築工事につい 予算の制約があり本来であれば、

ては、塗装・内外装・ユニット工 躯体と仕上げ及び建具等を含め完成
事を除くということだが、どのよ した姿で発注するのがベストだが、
うな理由からか。 本件については、予算の関係で、塗

装・内外装・ユニット工事を除いた
形で契約している。

予算の制約とは、たまたま、こ 事案ごとに、概算要求し予算が示
の年度はこれしか無かったという 達されるが、事案の調査及び詳細設
ことなのか、または、予算の上限 計を終え、工事積算額を算定した結

、 、が決まっていて、これを越えたも 果 当初に概算要求した予算を超え
のはどんな工事でも切り分けて発 予算内に収まらなくなることもあ
注するのか。 り、やむなく一部を積み残した内容

で入札手続きを行い契約することも
あるが、このような場合は積み残し
た工事に必要な経費を新たに要求し
ている。



②厚木(23)滑走路等整備舗装
工事○委員からの
(一般競争入札方式(政府調達意見・質問
協定対象))

○それに対する
回答等 この案件の評価点の内訳におい 開札前には、全ての入札参加者に

て、Ａ社及びＢ社の評価点が記載 評価点を算出しているが、入札した
されていないが、入札・契約状況 結果、Ａ社は入札金額が調査基準価
調書では、Ａ社は無効、Ｂ社は入 格を下回ったため、施工体制確認型
札金額が記載されている。 による追加資料の提出を求めたとこ
評価点が記載されていないにも ろ、資料を期限までに提出すること

関わらずＢ社が入札しているのは が出来ないということから無効とし
なぜか。 て処理し、Ｂ社は予定価格を超過し

ているため、評価していない。

③横須賀米軍(23)独身下士官
宿舎(908)新設建築追加工事
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外))

これだけの工事にどうして入札 推測だが、前工事との施工責任の
参加者が１者しかいなのか。 分界点や工程等の調整を嫌って入札

者が少ないのではないかと思われ
る。
また、ユニット工事などは工場製

作で現場で簡単に取り付くものが多
いことから現場管理経費の割合が少
なくなるため利益も少なくなると判
断されたのではないかと思われる。

最初の工事にこの追加工事を含 最初の工事の時は、要求した予算
めて入札することは出来なかった を超え、予算内に収まらなくなり、
のか。 やむなく今回の工事内容を除いて入

札を行った。

小さな規模の前工事で競争に勝 前工事の契約額は、約１０億円で
って受注し、後で大きな規模の追 今回の追加工事よりは大きい金額と
加工事が自動的に受注出来るとい なっている。
うような心配があるが、本件の前
工事の落札価格はいくらか。

前工事の方がかなり大きな規模 予算不足と分かった時点でどうや
であれば、私が心配してることは って発注するかを検討する。
ないとは思うが、前工事を受注す 予算が大幅に不足した場合は電気
ると、追加工事はほとんど他の業 工事等の附帯工事の発注はせず、予
者が遠慮するのか、あるいは、仮 算を建築工事に充当し、建築工事を
設工事や足場など全部設置したま １００％で発注したり、色んな工夫
まで追加工事を積算する場合は当 をするので、前工事が小さく、追加
然安くなると分かっているから応 工事の方が大きいということは基本
札しないのかと思うが、その割合 的に無いようにしており、仮にそう
がもし逆になるようであれば多少 いうことがあった場合は、追加工事
問題ではないかと思う。 としてではなく、件名を変えて全く

関係のない工事として発注してい
る。

仮に件名を変えて出したとして 今まで追加工事として発注しても
も、前工事の受注者は、技術的に 前工事と後工事を違う業者が取った
それをやるんだと分かっていれば 例も幾つかある。



経費を掛けなくてもいいと分かっ そのようなことが無いよう我々も
ており、一方、新たにその工事を 非常に気をつけている。

○委員からの 取ろうとする業者はその分１００
意見・質問 ％掛ける必要があるので、やはり

勝てないと思うのではないか。

○それに対する
回答等 追加工事でＡ社が１者で３回入 結果的に３回の入札を行ったが、

、 、札やっているということは、Ａ社 現在は 電子入札で行っているので
は余裕綽々で一番高いところで取 Ａ社が入札参加者は自社だけという
る訳だが、この中には足場代とか ことは分からないと思う。
本来、前で出来てる物そのもので また、入札制度の透明性というこ
利益もまた得られるということに とで全て一般競争入札に付するとい
なってしまうので、これは本当に うことで発注している。
仕方のないことなのか、何らかの
改善の方策があるのか、もし追加
工事ということであれば最初の段
階から次の業者を指名して足場等
の重複する物を取り除いて安くす
る方法もあり得るのではないか。

３回で落札出来なかった場合は 入札回数は、原則２回までとなっ
何回までを上限としてやるのか決 ている。
まりはあるか。 年度末になると再度入札手続きに
この工期を見ると、年度末で非 入るには時間的に厳しいということ

常に厳しい状況だとは分かるが、 で、３回若しくは４回位まで行う場
際限無く入札を行うということは 合もあるが、際限無く入札を行うと
ないと思うが、落札するまで行う いうことはない。
のは如何なものかと思う。

この工事は追加工事ということ 今後、検討していきたいと思う。
で、ある意味では工事内容が事前
におおまかでも把握出来てるはず
の工事だと思うが、そういう工事
を年度末に設定するのではなく、
早めの契約を行うような努力をす
るべきではないかと思う。

④相模米軍(H23)低層住宅(0
022)既設建物解体工事
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外 ））

この事案に限らず、最近、暴排 暴力団関係者の排除だが、都道府
条項、暴排条例といったものがあ 県警察から排除の要請を受けてお
り、審査にも暴力団関係者の排除 り、それによって確認している。
という項目があるが、これはどう
いう方法で確認を行っているか。

下請けの業者等についても同様 入札参加の時には、下請け業者が
なのか、または、入札参加者を審 まだ決まっていないので、審査は入
査するだけなのか。 札参加者だけである。

⑤久里浜外(23震災関連)LAN
配線設備等工事
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外 ））

この工事は、どうして入札参加 本工事は、自衛隊の数多くの庁舎
者が１者しかいないのか。 のＬＡＮ配線設備工事だが、ＬＡＮ

設備のサーバーやルーターなどメイ



ンの機器類は全て自衛隊側で設置さ
れる計画であり、今回の工事内容は

○委員からの ほとんどが配線ケーブル材料とそれ
意見・質問 を設置する労務であること、更に、

震災関連の緊急的な工事発注であっ
たため、詳細図作成業務も含めてい

○それに対する るので、工事業者側としては、魅力
回答等 の薄い工事ではなかったかと推察し

ている。

⑥田戸台(23)法面整備工事
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外 ））

低入札価格調査において、現場 低入札価格調査に際して、契約対
管理費と一般管理費が６０％以下 象工事付近における手持ち工事、手
というかなり低い金額になってい 持ち資材等の資料提出を求めて、そ
るところ、業者の説明では現場管 の資料を基に聞き取りを実施してい
理費については 「現場周辺の施 る。、
工実績から現場の状況を把握して
おり工期の短縮が図れ、経費の低
減が可能である」と記載されてい
るが、実際にどこの工事を行った
のかは聞き取りだけの説明で終わ
りか。

⑦富士外(23震災関連)設備
工事監理業務（その２）
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外 ））

Ａ社は他にも監理業務を請け負 監理業務だけではなく設計も含め
ったことはあるか。 て当局では受注実績がある。
なぜ金沢市の業者が静岡県まで 本社が石川県金沢市であり、東京

出てくるのかが分からない。 に事務所がある。

例えば、設備工事を取った会社 それはない。
の系列だからここで管理をすると
いうことはないか。

予定価格に対して、入札金額が 施工監理業務については、特記仕
ほとんどピッタリだが、単価や人 様書で人数（工数）を何人というこ
工等が予定価格の積算の時の数値 とで提示しており、積算基準及び直
と各々ほとんど同じだったという 接人件費についても公表されている
ことか、あるいは、偶然一緒だっ ので、自ずと当局で積算している金
たのか。 額は推測できると思われる。

この工事は、どうして入札参加 設備業務の入札参加者が少ないの
者が１者しかいないのか。 はこれまでも指摘をいただいてお

り、当方も設備コンサルタントの協
会など業界に入札参加のアピールを
しているところである。
本件は、平成２３年度末の震災関

連の監理業務で、当局でも多数発注
しているが、北関東防衛局や他の全
国の防衛局、更には他省庁の機関か
らも震災関連のかなりの業務が発注
されたことから、設備コンサルタン
ト業者も年度末はかなりの飽和状態
であったと聞いている。
何れにしても、今後も多数の業者



が入札に参加していただける様、引
き続き設備コンサルタント業界にア

○委員からの ピールしていきたいと思う。
意見・質問

⑧横須賀地区外(23震災関○それに対する
連)既設建物耐震診断回答等
(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外 ））

耐震診断については新聞にも掲 今回は、耐震診断だけということ
載されていたが、耐震診断を依頼 だが、仮に、耐震補強設計を出す場
してくる物件というのは、結局、 合は新たに一般競争入札を行う。
強度不足ということで、その後に もし、他の業者が落札した場合で
補強設計に入る必要があり、診断 も、当然、耐震診断結果の資料を提
はサービスでやっておき、先に診 供し設計することとなる。
断をやれば補強設計の方で儲かる
ことがあると聞いている。
受注額があまりに安いので、今

回の業務を受けた業者が後で補強
設計を行う時に有利になるという
ことを狙っているのではないかと
危惧する。
診断を受注した業者が有利なる

ことがないようにされたい。

必要なデータは全部提供すると 成果品は、紙媒体と電子媒体で提
いうことだが、補強設計を受けた 出させているので、入力のやり直し
業者がもう一度データを全て打ち は発生しない。
込むようであればハンデキャップ
があると思う。

補強等の設計・施工を行うに当 今までにはない。
たり、耐震診断資料を開示する場
合、どこの業者が診断したかは明
記しないと思うが、そういうとこ
ろで、どこの業者が診断したとい
う推測できるような情報提示の仕
方は今までにはないか。

⑨南関東防衛局(23震災関
連)土木積算等技術支援業務
(簡易公募型プロポーザル
方式）

本件の業務内容が良く分からな 業務の内容だが、震災関連の工事
いが、積算支援（積算、根拠の資 に関連する支援業務ということで、
料収集等）と記載しているが積算 昨年度の三次補正予算で成立した事
根拠の資料収集等ということか。 案で、調査及び設計を工事に含めて

昨年度末に発注し、その設計を今年
に実施しており、その成果品である
図面や数量計算書、特記仕様書の確
認、並びに、積算に使用する単価の
作成等を支援する業務である。

この業務は、日常的な仕事を絶 震災で追加予算が突然来て、設計
えずサポートすることなのか、特 を含めて全部の工事を発注し、これ
定の仕事があり、その積算や図面 から受注業者が設計書を局に提出す
を精査するということなのか、な るが、その設計書を精査して、指導
ぜ、1年間も張り付いて支援する してくださいという契約内容であ
のかが分からない。 り、震災に関連する予算の土木工事

分だけの業務である。



○委員からの 決まった事案だけ行うのか。 対象の工事件名は、特記仕様書に
意見・質問 概要の中に対象事案や件数があ 記載している。

れば分かりやすいと思う。

○それに対する
回答等 技術提案書提出者は２者で、そ そうである。

のうち１者は申請を取り下げとな
っているが、評価する前に取り下
げたのか。

⑩池子米軍(23)家族住宅等
基本設計
(公募型プロポーザル方式）

この業務とは直接関係ないが、 プロポーザル方式とは、価格競争
簡易公募型プロポーザル方式及び ではなく、技術力の提供を求めると

、 、公募型プロポーザル方式の一覧表 いうことで ヒアリング等を実施し
を見ると、落札率が９５％を越え １者に特定し、見積もり合わせを行
ており、プロポーザル方式におい う。
ては金額が高めになるというか、 当局は、入札公告時の説明書に参
ダンピングをするような業者がい 考として概算金額を公表しているの
ないのはなぜか。 で、その価格帯での入札になること

から、このように落札率は高くなる
と思われる。

委員会による意 特になし
見の具申又は勧
告の内容

２． 談合疑義案件の処理状況について

談 合 疑 義 案 件 総件数 ０件 (審議概要)
・該当案件なし

工 談 合 情 報 ０件

事 点検結果疑義 ０件

業 談 合 情 報 ０件

務 点検結果疑義 ０件

○委員からの 意 見・質 問 回 答
意見・質問

○それに対する なし。
回答等

委員会による意 なし。
見の具申又は勧
告の内容

３． 入札結果の事後的・統計的分析結果について

順位傾向の分析、落札率・応札率の分析、調査項目別の平均落札率等
審 議 概 要 の分析等を行った資料を委員に配布

○委員からの 意 見・質 問 回 答
意見・質問

○それに対する なし。
回答等


