
平成２５年度 入札監視委員会（第１回）審議概要

南関東防衛局

開 催 日 及 び 場 所 平成２５年６月１０日（月）
横浜第２合同庁舎 低層棟１階 共用第４会議室

委 員 ◎一之瀬 由 明（公認会計士） 岩井 茂雄（大学教授）
(◎：委 員 長) 髙 原 將 光（弁護士） 細 田 孝 一（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２５年２月１日 ～ 平成２５年３月３１日

審 議 対 象 件 数 ６８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 ８件 （審議概要）

一 般 競 争 １件 ・ 審議対象事案説明
建

一般競争(政府調達協定対象外) ３件 ・ 指名停止等措置状況
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浜松(24)隊舎新設建築その他工
事(一般競争入札方式(政府調達
協定対象))

○委員からの 評価に係る審査関連資料につい 本件はＷＴＯ標準型の対象事案
意見・質問 て説明願う。 であり、技術提案を求めて評価を

行う。
○それに対する 技術提案は、２課題を設定し、
回答等 １課題について５項目の提案を求

め、配点は、有効な提案に対して、
評価結果の欄を○で表記し１項目
につき３点を付与、標準案は△、
不採用の場合は×で表記し、いず
れも０点となるので、１課題の満
点は１５点となる。
本資料は、評価結果を業者毎に

一覧にしたものであり、例示とし
て、Ａ社は、技術提案①について
は、５項目すべて有効な提案とい
う評価で１５点、技術提案②につ
いては、４項目が有効、１項目が



○委員からの 標準案という評価で１２点を付与
意見・質問 している。

○それに対する ５項目の評価項目は事前に周知 ２つの提案について課題を示し
回答等 されているのか。 ているが、課題だけでは相手方も

提案しづらいことから、５項目に
細分化した着目点を公告時に提示
し、それぞれに提案を求めている。

△が付与されるということは、 国の工事は、共通仕様書等によ
事前に示された項目に業者は配慮 り標準的なものが定められている
していないということか。 ので、これらに基づいた提案の場

合は標準案として△を付与する。

評価判定表によると、落札者の ×の判定は、提案を採用しない、
提案１において、１項目目の評価 やってはいけないというものであ
が×であるが、何か是正をさせる り、落札した場合は、標準的な施
のか、又はこれに替わる提案をさ 工を求めており、是正や代替案の
せるのか。 提出を求めることはない。

落札決定結果一覧表によると、 予定価格を超過した者及び辞退
評価点の得点欄に点数が記載され した者については、評価を実施し
ている者と空欄の者があるが、こ ないので、空欄となっている。
れはどういう意味か。

入札状況調書に記載の基準評価 総合評価に当たり、標準点とし
値とは何か。 て固定された100点が付与される。

この標準点を予定価格で除した
数値が基準評価値であり、評価値
が基準評価値を下回った者には評
価値を付与しない。

本件については、３者が辞退し 入札前に辞退届けが提出された
ているが、いつの時点で辞退した ものであり、辞退理由は、「技術
のか。 者が配置できなくなったため。」

が２者、「技術提案の評価結果が
悪かったため。」が１者である。

②武山(24)体育館新設等土木工事
(一般競争入札方式(政府調達協
定対象外))

Ｈ社の評価点の内訳は、「企業 評価の方法は、加算方式であり、
の施工能力」が１点、「企業の信 ０点であっても能力がないといっ
頼性・社会性、その他」が３点、 たものではなく、評価区分の「企
Ａ社は「企業の信頼性・社会性、 業の信頼性・社会性」は、地域へ
その他」が０点であるが、総合評 の精通度、貢献度をポイントとし
価において、このような低いポイ ており、実際の施工に当たっては、
ントであっても排除せずに応札さ 評価点は低くとも品質管理は問題
せるという考えか。 ないということで入札に参加させ
落札したＡ社が０点であり、そ ており、指導といったことは行わ

のような業者に施工を任せること ない。
に疑問を持つが、このような場合
は指導などするのか。

今回の対象事案について、地域 地元地域への精通度、貢献度に
貢献度等は、それほど大きなウェ 着目しているものであり、例えば
ートの項目でなければ最初から評 地元企業の採用計画については、
価項目から外すということも考え 得点を取っている入札参加者もい
られないのか。 ることから、地元の業者の活用と



○委員からの いった意味でも評価は外せないと
意見・質問 考える。

○それに対する 地元密着ということで、広い目
回答等 で見ると、公共工事による地元経

済に対する影響は大きいので、地
元密着性を全く無視することはで
きないが、重要視しすぎると、そ
の面だけで落札者が決定されるこ
ともあり、他地域の業者が参加で
きないとなると問題になるが、本
件のように、このくらいの要素を
加味することはバランスが取れて
いると思う。

入札状況調書に１者が無効と表 本事案は、施工体制確認型総合
示されているが、どういう意味か。 評価方式を採用しており、開札後、

施工体制を確認するが、入札価格
が調査基準価格を下回ったため、
施工体制確認のための追加資料の
提出を求めたところ、資料を期限
までに提出することが困難である
旨の申し出があったので、その段
階で無効の取扱いをしている。

③相模原米軍(24)低層住宅(0022)
新設建築工事(1工区)（一般競
争入札方式（政府調達協定対象
外））

技術的能力審査結果表の評価項 これは、当局の工事を施工した
目に企業の施工能力とあり、各社 実績がある場合は、その工事成績
の工事成績の評価点の右上に数字 の点数を記載し、他局の実績があ
等が記載されているが、これは何 る場合は、「他」と表記した横に
を意味するのか。 工事成績の点数を記載しており、

審査における確認のために記載し
ているものである。

この数字と評価点の関係はどう 発注元の工事成績の点数によっ
なるのか。 て評価点が段階的に細分化されて

いる。
評価点の右上の数字は、その根

拠となる工事成績の点数を記載し
たものである。

④空自武山(24)空調機等更新機械
工事(その２)(一般競争入札方
式(政府調達協定対象外))

本件は、落札率54.28%であり、 本工事は、空調用熱源機械室に
低入札調査を実施しているが、こ 設置されたセントラル方式の既設
の状況を説明願う。 空調機を撤去し、最新の空冷式モ

ジュールチラーを設置する更新工
事だが、金額的には大半がこの機
器の価格であり、落札者に対して
行った調査結果では、同時期に他
工事を受注しており、本件と同等
品を購入することから安価に仕入
れることができるとのことであっ
た。



○委員からの 入札状況調書によると、落札業 低入札調査を実施した業者以外
意見・質問 者だけでなく他の業者も低い額で からは聞き取りをしていないので

応札しているが、これらも同時に 実情は分からないが、各社が提出
○それに対する 複数の製品を購入できるというこ した内訳書によると、この空調機
回答等 とか。 の価格が安く入っているという実

態がある。

本件は、新設及び撤去工事があ 撤去工事は直接工事費で４０～
るが、撤去工事はどのくらいのウ ５０万程度でごく少ない割合であ
ェートを占めるのか。 り、ほとんどが空調機の価格であ

る。

ほとんどの業者が機械について メーカー複数社から見積を徴収
安く見積をしているようだが、予 し、価格情報誌や他局の実績等調
定価格を算出するに当たってはチ 査し総合的に検討して査定のうえ
ラーの価格を何に基づいて積算し 積算を行っている。
ているのか。 定価の見積りを査定するにあた

り、一般によく使用されているパ
ッケージ型空調機であれば過去の
実績等による査定率により算定す
るが、本件空調機のモジュールチ
ラーは最新の機種ということもあ
り、価格情報誌や他局の実績等調
査し総合的に検討したうえで査定
を行った。

多くの業者が安い価格で応札し 今回複数社の価格が安価であっ
ている実態を踏まえると、今後は たことを踏まえ、各局の状況等も
積算の方法が変わる可能性もある 調べたうえで、今後反映していき
のか。 たいと考えている。

⑤厚木飛行場周辺地区(24)用地境
界標設置業務(一般競争入札方
式)

入札状況調書によると、予定価 応札額のばらつきについては、
格１４５万円に対し、落札者の応 ２番札の応札者は極端に諸経費率
札額が７９万円、一番高い応札者 を低く抑えていること、また、一
が２００万円であり、各社の努力 番高い応札者は作業員の数を多く
は理解できるが、このばらつきの 見積もっていることが要因である
原因は分析しているか。 と考えられ、作業員の見積方や単

価の取り方等に企業努力があった
ものと推測される。

本件は単純作業と言えるのかも 品質管理的な部分であるが、予
知れないが、このように低い額 定価格が１千万円以下のため、予
で落札して、仕事が適切に行わ 決令に規定されている低入札調査
れるのか。 は実施していないが、低落に準ず

るとの位置づけにより、自主的に
調査を実施したところ、業務内容
に適合した履行が可能と判断し
た。
また、本件は、すでに工事が完

了しており、完了検査により適切
に施工されたことを確認し、問題
はなかった。

一般的に、作業員単価が高騰し 本件に係る積算要領について
不調が増えている状況の中で、企 は、国交省が定めた積算要領に基



○委員からの 業努力で是非落札したいという意 づき防衛本省が作成したものによ
意見・質問 欲は理解できるが、これだけ低い り統一的に実施している。

額で応札しているということか また、防衛省の積算要領はホー
○それに対する ら、積算の単価等について、暫定 ムページで公表していることか
回答等 的な設定などを検討する余地はあ ら、業者もこれを承知の上で積算

るか。 しているものと理解しており、特
に積算基準の設定の変更は考えて
いない。

⑥横須賀(24)岸壁耐震調査(一般
競争入札方式)

概算金額とはどの様なものか。 概算金額とは、ある程度の計画
が出た段階で、算出しているもの
であり、必ずしも積算額と同じ額
になるわけではなく、図面が出来
た段階で照査し、入札の直近にお
いて細かい数量等を出して、単価
を掛けて積算額となる。

全般的に概算額が高く予定価格 概算金額算出後、物価の変動が
が低いが、業者としては、これが あったりすると予定価格の方が高
目安だと思っていたところが、そ くなることもある。
れより高くなるということがあり
得るのか。

概算金額は業者に提示している 特殊な例として、プロポーザル
のか。 方式の場合は、概算金額を示し、

業者に概算金額に応じた内容につ
いて提案してもらうことはある
が、一般的な工事や業務では概算
金額は提示しない。

本件は、常時微動観測を実施し 常時微動観測の実績があるが、
ているが、落札者は過去に実施し 国交省等での実績であり、防衛省
た経験があるのか。 の調査としての実績はない。

応札者は２者だが、これも東日 震災の影響により港湾等の技術
本大震災の影響で通常より少ない 者が不足していることは聞き及ん
のか。 でいたので、参加者が少ないので

はないかと予想していた。

重力式と桟橋式とあるが、桟橋 海上に杭を打ち込み、その上に
式とはどの様な岸壁か。 コンクリート板を設置する方式で

ある。
重力式はコンクリートの構造物

や後ろの土の重さで保たせるもの
であり、本件の現場は、重力式と
桟橋式が連続して繋がっている。

⑦武山(24)建築工事監理業務(一
般競争入札方式)

本件は、１者応札で東京の業者 震災関連で技術者が絶対的に不
であり、地元の業者が応札してい 足していることが要因であると考
ないが、工事監理業務であれば地 えている。
元の業者で対応できると思うが、 また、本件は履行場所が横須賀
このようになった状況をどのよう 市だが、監理業務については、横
に考えるか。 須賀市のコンサルタントで防衛省

の案件に参加してくれるところが



○委員からの ない。施工監理や設計については、
意見・質問 東京や名古屋の業者の参加が主

で、地元のコンサルタント業者が
○それに対する いないことが現状である。
回答等

予定価格と契約額が僅差だが、 日額人件費及び積算基準も公表
これは誰でも積算すれば分かるも されているため、予定価格は類推
のなのか。 することが可能であると考える。

巡回とのことだが、現場に宿泊 監理形態としては、巡回と常駐
して昼夜とも監理するのか。 があり、常駐は１ヶ月のうち19.5
地元の作業員であれば通えると 日、巡回は１ヶ月に19.5日未満で

思うが、遠方の作業員の場合、宿 監理するということである。
泊などは必要ないか。 本業務対象の武山は東京からで

も通勤圏内であり、建設工事自体
が昼間の作業であることから、宿
泊せずに充分監理が出来ると考え
る。

⑧池子米軍(24)環境監視等業務
(簡易公募型プロポーザル方式）

本件は参加表明提出者が１者だ 本件については、２４年度は１
が、業務内容から業者が少ないの 者、２３年度は２者、２２年度は
か、又は震災の関係で少ないのか。 ３者の参加表明があった。

オオタカの行動をモニタリング
するという特殊な業務であるた
め、そもそも、経験のある業者が
少ないと思われ、震災の影響とは
関係ないと考える。

本件は、２４年度だけでなく、 毎年実施しており、同じ業者が
毎年実施しているのか。また、同 実施している。
じ業者が実施しているのか。

実績があれば、取りやすいのか。 当方としては、毎年技術提案の
特定テーマを変えるなど、特定業
者が有利にならないように配慮し
ているが、相手方としては、実績
がある方が取りやすいと考えてい
ることも予想される。

本件だけではなく建設工事も含 建設工事は、基本的に自社独自
めた全般についてだが、落札業者 で施工することが難しく、例えば
が、一部又は全体を下請けに出し 建築工事であれば、大工、鉄筋、
ているという実態はあるか。 土工事、塗装、型枠等、多種ある

ので下請けに出すことになるが、
建設業法で施工体制の確認が規定
されており、施工体制台帳を取り
寄せて確認している。
業務については、例えば、建築

の業務に土木の業務や設備の業務
が含まれている場合は、下請けに
出すこともある。

１者が落札して、一部を入札参 そのようなことはないと承知し
加者に下請けに出すといったこと ている。
がある場合、疑いが生じるが、そ
のようなことはないか。

貴局には関係のない事案で、落 過去にそのような事例はなかっ
札者が同業の参加業者に委託した たが、今後とも疑義を与えること
事例があり、落札者に対し参加業 がないように注意したい。
者に委託した理由を提出させ、疑
義がないことを確認するようアド
バイスしたことがあり、このよう
なことがあった場合、疑われる要



素になるので留意願う。
○委員からの 特に環境分野については、生態
意見・質問 系に詳しい業者や、地域の環境に

詳しい業者が委託されるケースも
○それに対する あり、環境監視はこの様な部分で
回答等 重複していることが多く、落札者

が参加業者に委託するという事例
は考えられないことではないので
注意願う。

委員会による意見の 特に意見なし。
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

意 見・質 問 回 答
○委員からの意見・質問
○それに対する回答等 なし。

委員会による意見の なし。
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
審 議 概 要 等の分析等を行った資料を委員に配布

意 見・質 問 回 答
○委員からの意見・質問
○それに対する回答等 なし。

４． 再苦情処理（再説明請求回答）

該当事案なし


