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令和元年度関東地方整備局入札監視委員会第一部会第４回定例会議は、新型コロナ

ウィルス感染拡大防止のため、入札監視委員会第一部会議事運営要領第１条第３項によ

り、定例会議を書類の回議をもって会議に替えることで開催し、工事６件、建設コンサルタ

ント業務等３件、物品・役務等１件の入札結果が審議されました。 

審議概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

令和元年度関東地方整備局入札監視委員会の開催結果について 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ 

発表記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省関東地方整備局 

  埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ さいたま新都心合同庁舎２号館 

    電話 048-601-3151（代） ＦＡＸ 048-600-1910 

 入札契約監査官 山本
やまもと

 好男
よ し お

 （内線 2220）  技術開発調整官 小幡
お ば た

 宏
ひろし

 （内線 3120） 

 契 約 管 理 官 水野谷
み ず の や

 光夫
み つ お

（内線 2222）  主 任 監 査 官 守屋
も り や

 信之
のぶゆき

（内線 2114） 



　総件数　　　１０件

一般競争
（政府調達）

　　　　　　　　１件

一般競争
（政府調達以外）

　　　　　　　　３件

工事希望型競争 　　　　　　　　０件

指名競争 　　　　　　　　０件

随意契約 　　　　　　　　２件

　　　　　　　　３件

　　　　　　　　１件

意見・質問 説　明　・　回　答

　　別紙のとおり 　　別紙のとおり

○問い合わせ先

　さいたま市中央区新都心２番地１

　さいたま新都心合同庁舎２号館　　　　電話　０４８－６０１－３１５１（代）

　国土交通省関東地方整備局　入札監視委員会事務局

　入札契約監査官　　山本　好男　　（内線２２２０）

　契 約 管 理 官　　水野谷　光夫　（内線２２２２）

　技術開発調整官　　小幡　宏　　　（内線３１２０）

　主 任 監 査 官　　守屋　信之　  （内線２１１４）

審議対象期間

令和元年度
関東地方整備局　入札監視委員会第一部会第４回定例会議　審議概要

開催日及び場所

委　　　　　員

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入札監視委員会第一部会議事運
営要領第１条第３項により、定例会議を書類の回議をもって会議に替える
ことで開催

　　　大野　由香子（慶應義塾大学　教授）
　　　奥原　玲子　（弁護士）
　　　楠　　茂樹　（上智大学　教授）
　　　徳力　徹也　（帝京大学　教授）
　　　廣田　直行　（日本大学　教授）
　　　松本　泰尚　（埼玉大学大学院　教授）

　　　令和元年１０月１日　～　令和元年１２月３１日

審　議　案　件

工
　
　
　
事

建設コンサルタント業務等

（ 備　考 ）

○工事・建設コンサルタント業務等の発注件数、入
札結果の状況、指名停止等の運用状況及び談合情報
の報告を行った。

物品・役務等

委 員 か ら の 意 見 ・
質 問 、 そ れ に 対 す る
説 明 ・ 回 答

委 員 会 に よ る
意 見 の 具 申 又 は
勧 告 の 内 容
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説明・回答

・業種や企業の規模等によって異なると思われる
が、関東では昨年の台風等の復旧工事やオリンピッ
ク・パラリンピックの関係等により、特に民間にお
いて工事量が増えているということもあり、担い手
不足、技術者不足となっていることが要因と思われ
る。
関東地方整備局では地域要件の緩和の他、ロットや
等級の見直し等行って発注している。

・評価項目である「製作時または架設時における情
報処理技術等を活用した出来形計測等の省人化手
法」について、「新規性、有効性、現場実証の実現
性、今後の活用の見通し」を「より具体的に認める
提案」である提案か否かで差が出ている。

（総合評価落札方式<施工能力評価型Ⅱ型、施工体制
確認型>、機械設備）

３．指名停止等の運用状況

〔抽出案件の説明及び審議〕

【Ｒ１東関道潮来佐原線橋上部工事】

・落札者は新技術の実証ポイントが高いが、この点
に関し、他社との点数の差は主に何を重視したもの
か。

（総合評価落札方式<技術提案評価型Ｓ型、施工体制
確認型>、鋼橋上部）

２．一般競争入札方式（政府調達以外）

意見・質問

〔報告事項〕

１．発注一覧

２．入札結果の事後的・統計的分析について

１．一般競争入札方式（政府調達）

・県は不調が少なかったところ、最近になって不調
が増えてきたがその原因は何か分かるか。国も不調
が多いのか。

４．入札談合に関する情報等への対応状況

【Ｒ１川尻第六排水樋管ゲート設備修繕工事】
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説明・回答

・本工事は、ゲート設備を製作し、据付した施工実
績があれば受注可能と考えており、競争参加対象業
者数は６９社いるため競争原理は働いていると認識
しています。ただ、結果として１社しか参加者がい
なかったものです。

・競争参加は企業の判断であるため、分かりません
が、本工事は、既設樋管で施工となり、堤防天端と
いう狭小な施工現場における既設機器の更新や再設
置といった複雑な施工内容と判断され、また、特殊
な構造の扉体製作を伴うことから、設計・製作実績
がない企業は参加しなかったものと推察している。

・本設備は平成２４年度に完成しており、過去の修
繕実績はありません。

・本設備修繕工事の受注業者は元施工業者の下請け
業者です。本工事は既設樋管施工であり、堤防天端
という狭小な施工現場における既設機器の更新や再
設置といった複雑な施工内容と判断され、また、特
殊な構造の扉体製作を伴うことから、設計・製作実
績がない企業は参加しなかったものと推察してい
る。

・総合評価の評価項目は、品質確保・品質向上の観
点を中心に、公共工事の品質確保の担い手の中長期
的な育成及び確保など公共工事に関連する政策の推
進の観点も含め適宜設定することになっており、本
工事の特性等を考慮したうえで決定している。

・入札価格は企業の裁量であるため分かりません。
なお、予定価格の算出は基本的に土木工事標準積算
基準により積算しており、標準歩掛が無い項目は特
別調査を実施し、特別調査の結果は参考資料として
公表していることから予定価格に近い応札額が積算
できたものと推察される。
また、推察になりますが、一般管理費等の費用を抑
えた価格を設定し、入札した結果、調査基準価格を
下回ったものと思われる。

・無効になった者へのヒアリングは実施していませ
ん。

（総合評価落札方式<施工能力評価型Ⅱ型、施工体制
確認型>、一般土木）

・追加資料が提出されず無効となった者が３社ある
が、この場合の事情はヒアリング調査されたのか。
特定の１社に落札させる意図はなかったのか。

３．一般競争入札方式（政府調達以外）

・対象事業者が６９社おり、１社のみが応札した事
例であるが競争原理は働いているといえるか。
・形式的に69社の対象事業者数があるようだが、実
質的に飯田鉄工以外の者が受注できる可能性（技術
的可能性・経済的可能性）があるのか（そうであっ
ても入札の形式を採らざるを得ないものと承知して
いるが）。

・本設備修繕工事の過去の実績があれば、その結果
を教えてほしい。

・対象事業者が入札参加しない理由を把握している
のか（それに応じて対応策も異なるのではない
か）。

意見・質問

・４社中３社が低入札相当の応札額であった一方、
落札した１社は予定価格の99.9%の応札額であったよ
うであるが、１社のみ応札額にこのような差が出た
理由をどのように分析あるいは考えているのか教え
てほしい．

・本設備修繕工事の元施工業者は今回の受注業者
か。

【Ｒ１圏央道工事用道路設置他改良工事】

・一般競争評価点の自由設定項目については、それ
ぞれの項目を設定する基準はどのように決まってい
るのか。自由設定項目がその都度変わる場合、特定
の企業に有利なように設定されたという批判が万が
一出た場合の説明は難しくなる可能性もある。自由
設定項目について、全事務所共通の設定基準を決め
ておくか、各事務所の自由設定項目の設定基準をそ
の都度変更しない等した方がよいと考える。
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説明・回答

・追加資料の提出については企業の裁量であるため
分かりません。
・調査基準価格を下回った入札参加者には、適切な
施工体制が確保されない恐れがあることから、本省
通達に基づき、「品質確保の実効性」「施工体制確
保の確実性」の審査を行うため、追加資料の提出を
求めており、あらかじめ入札説明書において資料の
提出期限、追加資料の内容を明らかにしている。
なお、施工体制審査の為に求めている資料は、契約
後に提出する資料とほぼ同様であり、過度な資料を
求めているわけではない。

・辞退した企業に確認したところ、別工事を落札し
たことにより配置予定技術者の確保ができなくなっ
たためと聞いている。

・関東地方整備局では、平成２５年度より、１０事
務所６１施設で『参加者の有無を確認する公募手続
き』を行っておりますが、いずれも公募手続きに参
加した者はおりません。

・操作制御設備更新については、公表されている標
準積算基準書が無いため、特別調査を実施、その結
果を積算に使用している。

・参加者の有無を確認する公募手続きでは、事前に
修繕業者を特定することにより、
入札契約手続きに要する期間を短縮する事で、必要
工期の確保、
官民双方の事務的負担の軽減、
不調不落率の低減、
などの視点で検証している。

・随意契約が好ましいと考えられる場合において
も、透明性の観点から参加意思確認を行うことにつ
いて、実際に、参加意思確認書が提出される場合
は、全体のどの程度か把握したい。

（機械設備）

・２社からの辞退届の理由は何か。

【Ｒ１利根機場排水設備修繕工事】

【Ｒ１国道２０号甲斐電線共同溝その６工事】

・低入調査に係る資料未提出による無効事例は、し
ばしば生じる事態だと承知している。低入調査に係
る資料の作成の負担が大きいために当該資料を提出
しないのか。それとも、そもそも受注意欲が乏しい
ため当該資料を提出しないのか。技術力もあり、か
つ、より低い価格で工事を行える事業者が行政事務
負担の大きさを理由として受注できないとすれば、
やや非効率ではないのか（もちろん、厳格な低入調
査が必要であり、そのために必要なものであれば、
資料作成負担が生じることを適正なものだと思う
が）。

４．一般競争入札方式（政府調達以外）

・何ら問題ないと思っているが、随意契約案件なの
で、対外的な説明として、手続等の適正さをより一
層担保しておく必要があると思っている。予定金額
の算定等の適正さが確保されていること（一般的な
積算資料による、など）を確認したい。

・合理的な理由により随意契約方式を締結すること
について許容性があるものと認められる。透明性を
担保するために、参加意思表明書の提出の有無を確
認する手続が設けられているが、この手続は「試
行」とあるが、試行段階では主にどのような視点で
検証しているのか。

５．随意契約方式

意見・質問

（総合評価落札方式<施工能力評価型Ⅱ型、施工体制
確認型>、アスファルト舗装）
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説明・回答

・そのとおりです。

・本業務は、機能補償道路の道路設計及び道路構造
物設計を行うものであり、同種実績として、「機能
補償道路及び構造物の設計を行った業務」として35
社、類似実績として、「機能補償道路の設計を行っ
た業務（同種を除く）」の実績として35社、計70社
を対象としており、他にも当業務を実施できる会社
はいたと考えている。

・参加表明は企業判断となりますが、本業務は、70
社が実績を有しており、参加要件が特別厳しいとは
考えていない。
・考えられる理由の一つとして、本業務は、多岐に
わたる関係機関との協議結果を踏まえ行う必要があ
り、協議結果が業務の進捗に影響するリスクを懸念
したため、参加表明者が少なかったのではないかと
推測している。

（総合評価落札方式、測量）

意見・質問

【Ｈ３０霞ヶ浦河川事務所管内堤防測量業務】

７．簡易公募型競争入札方式

（一般土木）

・入札参加者が１者であった理由について検討して
いれば教えてほしい。

６．随意契約方式

８．簡易公募型競争入札方式

９．簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）

【Ｒ１火山噴火時の緊急調査計画案検討業務】

（土木関係建設コンサルタント）

・参加表明書が１者からしか提出されなかったとの
ことであるが、他に技術力のある会社はいなかった
ということか。

【Ｒ１都幾川右岸早俣緊急復旧工事】

【Ｒ元年度東京外環構造物設計等業務】

・災害後の緊急復旧工事については、できるだけ現
場近くに資材、設備を有する業者が担当することが
合理的といえ、随意契約が適当と考える。R１年１０
月現在での当事業所管内における施工中の工事の有
無の項目があるのは、どのような理由か。資材や重
機が近くにあり早期着工が可能という趣旨か。
緊急復旧工事については、災害の規模や近隣住民へ
の影響の大きさによっては迅速性が大切であり、合
理的で簡易な手続を取ることも許容されると考え
る。

（総合評価落札方式、土木関係建設コンサルタン
ト）
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説明・回答

・東京都に本社を有する企業です。

・本業務はプロポーザル方式による発注であり、予
定価格を特定業者から取得した見積もりを使用して
作成しているためです。

以下の点を他社より優位に評価した。
・的確性
　過年度作成の各マニュアル及び、各カルテの
　更新作業を行い、一連のデータセットとして
　納品する旨の記載があり、緊急時の降灰量調査
　や氾濫解析を実施するための資料やデータ整理
　は有効性が高いと判断した。
・実現性
　既存施設であるＣＣＴＶに関して道路カメラ、
　河川カメラ等の位置図や画角内で降灰量を
　推定できる構造物の整理等を行う事が
　具体的に記述されており、既存施設を利用して
　降灰量調査を行うことは有効性が高いと判断
　した。

・各企業とも提案内容の根拠等が示されておりまし
たが、特定企業の提案内容が有効性が高く説得力の
ある提案内容だったのに対し、他の参加者の提案内
容は一般的なものだったため、評価差がついたもの
です。

物品の販売ということで多数の入札対象事業者があ
るものの、入札が2者にとどまることについては企
業の裁量なので分かりません。

・予定価格は、競争参加資格確認申請者の見積もり
をもとに設定してますが、入札価格は企業の裁量の
ため分かりません。

・契約金額が予定価格と同一となるのはなぜか把握
したい。

・契約の相手方は地元の企業か。

・対象事業者数は多数あるが、入札が２社にとどま
ることについてどういった理由が考えられるか。

１０．一般競争入札方式

・契約の相手となった会社は、特定テーマに関する
技術提案が特に優れていたようであるが、他社と比
べてどのような点が明確に優れていたのか教えてほ
しい。

意見・質問

「提案内容の説得力」が１位業者が２８点と２位業
者が２１点となっており、ここが決定的な点となっ
ているが、提案内容の説得力が満点（３５点）では
ない場合の、点数の区分の基準がよくわからない。
７点きざみになっているが、２８と２１とではそこ
まで大きな差があるのだろうか。極めて主観的な評
価であるような気もするが、説得力が６割（２１
点）というのはどの程度の評価なのだろうか（説得
力があまりない、という評価か。提案内容を実現さ
せる意図があるのであれば、その程度の評価でその
内容のまま受注させてよいのだろうか、という素朴

な疑問がある）

【令和元年度京浜河川事務所特定小電力無線送信機
及び受信機更新（購入）】

（物品の製造等）

・予定価格は参考見積もりを元に設定していると思
われるが、予定価格を超えている業者があるのはど
ういった理由か。
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【工事】

入札方式 工  事  名 工事種別
競争参加資格を
確認した者の数

入札参加者数 契約締結日 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

(単位:千円) （単位：％）

一般競争入札
（ＷＴＯ）

Ｒ１東関道潮来佐原線橋上部工事 鋼橋上部 17 17 令和元年11月25日
株式会社横河ＮＳエンジニアリン
グ

1,849,870 92.13%

一般競争入札
Ｒ１川尻第六排水樋管ゲート設備
修繕工事

機械設備 1 1 令和元年12月9日 飯田鉄工株式会社 23,430 99.35%

一般競争入札
Ｒ１圏央道工事用道路設置他改良
工事

一般土木 5 5 令和元年12月10日 共立建設株式会社 199,100 99.93%

一般競争入札
Ｒ１国道２０号甲斐電線共同溝そ
の６工事

アスファルト 4 2 令和元年11月22日 株式会社早野組 187,880 96.44%

入札方式 工　事　名 工事種別 契約締結日 契約金額 落札率 備考

(単位:千円) （単位：％）

随意契約 Ｒ１利根機場排水設備修繕工事 機械設備 令和元年10月4日 46,750 99.58%

随意契約 Ｒ１都幾川右岸早俣緊急復旧工事 一般土木 令和元年12月27日 239,800 99.23%

【コンサル】

入札方式 業  務  名 業種区分
手続への参加資格及び

業務実施上の条件を満たす
参加表明書の提出者数

入札参加者数 契約締結日 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

(単位:千円) （単位：％）

簡易公募型競争入札
Ｈ３０霞ヶ浦河川事務所管内堤防
測量業務

測量 11 9 令和元年12月23日
ホコタ設計コンサルタンツ株式会
社

26,400 97.44%

簡易公募型競争入札
Ｒ元年度東京外環構造物設計等業
務

土木コンサル 1 1 令和元年10月31日 株式会社建設技術研究所 39,050 99.02%

入札方式 業  務  名 業種区分
手続への参加資格及び

業務実施上の条件を満たす
参加表明書の提出者数

技術提案書の
提出者数

契約締結日 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

(単位:千円) （単位：％）

簡易公募型
プロポーザル

Ｒ１火山噴火時の緊急調査計画案
検討業務

土木コンサル 4 4 令和元年10月9日 国際航業株式会社 39,886 100.00%

【物品・役務等】

入札方式 業  務  名 業務分類
競争参加資格を
確認した者の数

入札参加者数 契約締結日 契約の相手方 契約金額 落札率 備考

(単位:千円) （単位：％）

一般競争入札
令和元年度京浜河川事務所特定小
電力無線送信機及び受信機更新
（購入）

物品の製造等 2 2 令和元年12月3日 横河電子機器株式会社 26,400 97.88%

契約の相手方

伊田テクノス株式会社

株式会社日立インダストリアルプロダクツ
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