
平成２５年度 入札監視委員会（第８回）審議概要

南関東防衛局

開催日及び場所 平成２６年３月７日（金）
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） 伊 東 克 宏（弁護士）
(◎：委 員 長) 細 田 孝 一（大学教授） 山 崎 裕（社団法人顧問）

（敬称略：五十音順）

審議対象期間 平成２５年１０月１日 ～ 平成２５年１２月３１日

審議対象件数 ３０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 ３件 ・ 指名停止等措置状況
設 象外)

・ 統計分析資料
工 公募型指名競争 ０件

・ 施工能力評価型試行の説明
事 指名競争 ０件

随意契約 ０件

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等 ４件

○委員からの 意 見 ・ 質 問 回 答
意見・質問

①相模米軍(25)倉庫(0502)新設建
○それに対する 築その他工事(一般競争入札方
回答等 式(政府調達協定対象))

入札・契約状況調書に落札者以 落札者以外の４者は、入札価格
外は「価格以外の入札項目」や「評 が予定価格を超過しており、予定
価値」等が記載されていないが、 価格を上回った者は、落札対象者
理由は何か。 から除外し、評価値を付与しない

ことから記載していない。

本件とは関係ないが、入札価格 事例はある。
は最も低いが評価点が低いため、
最終的に最低価格以外の者が落札
した事例はあるか。

ＷＴＯ標準型の対象となる基準 現在、基準額は５億８千万円で
額はいくらか。 ある。

今までに、局管内で外国の事業 承知している限りでは、実績が
者が参加した事案はあるか。 ない。



②横須賀米軍(25)照明設備改修電
気工事(一般競争入札方式(政府
調達協定対象外))

１件目、２件目とも辞退者が多 本件については、配置予定技術
いが、辞退理由はどのようなこと 者が確保できなくなったとのこと
が考えられるか。 である。

全般的には、配置予定技術者が
配置できなくなったとの理由が多
いが、採算が取れないと判断した
等の理由もある。

同時期にほかの事案を落札して 頂いたご意見を基に、同じ業者
技術者が配置できない場合もあり が同じ理由で辞退を繰り返す場合
得ると思うが、採算が取れないと などには、詳細な理由を聴取する
いう理由は事業者としての意識が ことを検討したい。
問われ、安易に参加しているよう
に思われる。これで談合を疑う訳
ではないが、談合の方法として、
直接的な入札の場ではなく、最初
から参加しないという選択肢での
談合もあり得る。そういう観点で
は、辞退を放置すれば談合の温床
になりかねないので、たまにピッ
クアップして、技術者の人数や他
の事案に従事している人数、何を
見誤って採算が取れないのか等を
確認しても良いと思う。そもそも
入札前から採算が取れないとは、
最初から参加する気がなかったと
判断できる。
全ての案件を調査するのは大変

なので、時々ピックアップして聴
取すれば、安易に辞退すると調査
が入るといった牽制にもなる。

概算金額と予定価格にかなりの 本件は横須賀米軍基地全体を対
差があるが、そもそも概算金額は 象とした既設外灯の灯具だけをＬ
どの様な流れで算出しているの ＥＤに交換する工事であり、概算
か。また、差が生じた理由は何か。 金額を算出した時点では交換する

エリアを広く計上していたが、予
定価格を算出する段階までに米軍
と詳細に調整を行った結果、交換
する外灯の数量が少なくなったこ
とから予定価格との差が生じたも
のである。

予定価格と契約金額に差がある 落札者は、近傍で多くの街頭の
が、どこに誤差があるのか。 ＬＥＤ交換工事を実施しており、

長年の取引相手から大量に灯具を
納入することから１台当たりの単
価が安価であるため価格の差が出
ている。

最も気になるのは、ＬＥＤの質 まだ施工段階ではないが、予定
の問題であり、どこのメーカーの されているＬＥＤは、国土交通省
製品を使用するかによっても単価 の新技術情報提供システムに登
が違うと思う。 録、評価されているメーカーの製

品であり、品質は問題ないと考え



ている。

他の入札者は、他のメーカの製 落札業者の予定メーカーしか確
品で算出しているということか。 認していない。

ＬＥＤ電球は寿命によっても価 詳細な仕様は分かりかねるが、
格に差があると思うが、そのよう 寿命についても品質評価を受けて
な仕様は出しているか。 いると思う。一般的には４万時間

以上と聞いているところ、寿命と
価格の関係は把握していない。

不確かだが、家庭用のＬＥＤを 家庭用でよく見かけるが、メー
購入する際、寿命によって価格が カーの違いによって価格が違って
違っていたように記憶している。 いると思われるが、寿命と価格の

関係については当方も確認はして
いない。

③防大(25)走水訓練場整備土木工
事(一般競争入札方式(政府調達
協定対象外))

予定価格が概算額より６千万円 本件は、既設護岸背後部の土砂
以上多くなっているが、工事内容 の吸い出し防止を目的とした希な
の変更等があったのか。 工事であり、作業効率を再考する

とともに、工事中に発生する濁水
を防止するための汚濁防止膜の設
置延長及び期間、並びに警戒船の
延べ日数等の仮設工事についても
再考して算出した結果、予定価格
が概算額を上回ったものである。

本件は、施工体制確認型の案件 原則として、予定価格が５千万
だが、建設工事においては、全て 円以上の建設工事を対象としてい
が施工体制確認型の対象か。 る。

１者応札の原因は何か。 東日本大震災以降、港湾を専門
とする技術者が全国的に不足して
いること、また、既設護岸の老朽
化に伴う改修工事であるため、海
洋土木工事の施工実績を有する者
を参加資格要件としたが、Ｂ及び
Ｃクラスは管轄区域内に施工実績
を有する者が極めて少ないこと、
一方、Ａクラスにとっては規模の
小さい工事であることも参加者が
１者となった原因の一つと考えら
れる。

④相模米軍(25)倉庫(0502)新設機
械工事(一般競争入札方式(政府
調達協定対象外))

本件は入札参加者が１５者と多 本件は、米軍施設特有の広い倉
く、工事の種類等に起因するのか 庫の中に、スプリンクラー設備、
と考えたが、入札方式別内訳表を エアコン、換気扇類、エコキュー
見ると、同様の工事でも１者応札 トなどの大型の各種設備機器等の
があるなど傾向が読めない。最近 いわゆる機器ものを多く設置する
は参加者が少ない傾向にある中、 ものであり、機械設備の場合、機
本件の参加者が多い理由は推測で 器が多いだけでも人気がある傾向
きるか。 が見える。また、倉庫で鉄骨造の



ため、ＲＣ造における型枠工や鉄
筋工などの職人不足等による工期
の遅滞等の影響が少ないことが予
想され、計画的な工程管理が容易
であることから、魅力のある工事
であったため、参加者が多かった
ものと思料する。

同じ機械工事でも管理棟新設機 機械工事も入札参加者が少ない
械工事は１者応札である。今後、 場合があるが、金額の大きな工事
倉庫の機械工事で参加者が少なか については人気がある傾向があ
った場合は、説明に齟齬が生じる。 り、参加者が多くなる要因と思料

する。

入札参加者が少ない事案は、土 土木も入札参加者が少ない傾向
木工事ではそれほどではなく、や にあるが、最も参加者が少ないの
はり建築工事が多いように思われ は建築工事である。また、地域性
る。 もあり、横浜や県央周辺は技術者

の需要が多い東京の近傍というこ
ともあり、入札参加者が少ないと
推測される。

１者が無効になっているが、理 本件は、一式工事以外のその他
由は何か。 の専門工事で予定価格が３億円以

上であることから、入札金額の５
％以上を入札保証金として納付す
る必要があるところ、当該者は納
付額が不足していたため無効とし
た。

⑤浦郷米軍(25)消防署(389)新設
土質等調査(一般競争入札方式
(政府調達協定対象外))

本件は、入札方式別内訳表の備 低入札価格調査は、予決令の規
考欄に「低入札に準ずる」と表示 定に基づき予定価格が１千万円を
しているが、この意味は何か。 超える工事等の入札及び契約に適

用するが、当局では独自に、１千
万円以下の事案においても品質確
保の観点から、調査基準価格の算
出割合を準用して得た額以下の入
札額で契約する場合は、低入札価
格調査を簡素化した調査を実施し
ており、この調査を実施した場合
は、「低入札に準ずる」と表記し
ている。なお、調査結果は資料に
添付している。

⑥長浦外(25)土質調査(一般競争
入札方式(政府調達協定対象
外))

ボーリングをする土質調査は、 一般的なものである。
一般的な調査と違って特殊なもの
か。

入札状況が３者のうち２者が予 当局が発注するボーリングや土
定価格を超過しており、１者だけ 質試験等に係る土質調査業務委託
が予定価格内で落札しているが、 の積算価格算定には、国土交通省
予定価格はどのように算出するの が定め、公表されている積算価格



か。 基準書を適用しており、使用する
単価の多くも物価誌で公になって
いるもので算出している。

なぜ２者はもっと低い額で入札 陸上のボーリングや測量調査で
しなかったのかが疑問である。 あれば比較的落札率が低い傾向に

あるが、本件業務の主な内容は海
上ボーリングであり、大震災以降、
海洋の技術者が不足し、本件に限
らず技術者が集まらないことが多
いため、高い金額を入れたのでは
ないかと推測される。

海のボーリングの調査に係る登 かなりの数があると承知してい
録業者は、管内で何社くらいある る。
のか。

履行期間や工期が年度を跨がっ 年度内の工期であれば単歳の予
ている工事等の場合、予算の仕組 算だが、年度を跨がる場合は国債
みはどうなっているのか。 の予算で発注しており、本件は２

か年国債である。

国債の場合は、年度毎の工事に 前払金制度や部分払制度など、
対して支払うことになるのか。 予算の付いた時期や発注時期等に

よって様々なパターンがある。

⑦長浦(25)事前評価書等作成業務
(簡易公募型プロポーザル方式)

本件は、浚渫土砂を海洋投入処 浚渫土砂の海洋投入処分を行う
分の可否について評価するのか。 に当たっては、法に基づき環境大
また、どのような評価項目がある 臣の許可を受ける必要がある。事
のか。 前評価書は、許可申請書に添付す

る書類であり、投入場所の「水環
境」、「海底環境」、「生態系」及び
「人と環境と関わり」の各項目に
ついて、影響を評価するものであ
る。

⑧防大(25)埋蔵文化財調査(随意
契約方式)

埋蔵文化財調査は誰でも出来る 神奈川県の場合は神奈川県教育
ものではないことは承知している 委員会が主管となって実施してお
が、神奈川県では本件契約者以外 り、同委員会から調査機関として
に該当する者はないのか。 本件契約機関が推薦されており、

当該機関以外はないと承知してい
る。

埋蔵文化財調査の義務付けは、 埋蔵文化財包蔵地については各
日本中どこでもという訳ではない 県の教育委員会が指定しており、
と思う。また、小さな規模の工事 防衛大学校については、縄文時代
でも義務付けられているとは思わ からの埋蔵文化財及び戦中の砲台
れないが、基準はあるのか。 等があり、包蔵地として指定され

ていることから、工事を計画する
場合、事前の埋蔵文化財調査は法
令に基づいて行っている。また、
小さな建物の工事においてもボー



リングや掘削をする場合は、教育
委員会職員が立ち会って発掘調査
が必要かどうかを決める。

予定価格自体が、当該機関の定 当該機関からの見積を神奈川県
価で決まってしまうように思われ が内容を精査し、当方も確認した
るが、現実的にそうなのか。 うえで見積合わせをしている。

経費のほとんどは人工だと思う 人工の妥当性は、最後に精算す
が、人工の妥当性は過去の例等を ることで確認しており、当初、相
参考にしているのか。 手方が示した人工に対し、当方の

監督官が、実際に従事した人工を
精査している。

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


