
 

 

 

 令和３年３月１９日（金） 

                            国土交通省関東地方整備局 

 監 査 官 室 
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令和３年３月３日（水）に、令和２年度関東地方整備局入札監視委員会第一部会第４ 

回定例会議を開催し、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２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 　　　　　　　　１件

随意契約 　　　　　　　　１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）

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

審議対象期間 　　　令和２年１０月１日　～　令和２年１２月３１日

審　議　案　件 （ 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。

工
　
　
　
事

建設コンサルタント業務等

物品・役務等

令和２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 　令和３年３月３日（水）関東地方整備局　【Ｗｅｂ会議】

委　　　　　員

　　　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）



説明・回答

・今回の監視委員会は第３四半期に契約した案件が
審議対象となっており、一者応札が発生する率が高
い維持工事、保守・点検業務等の発注時期である年
度当初ではないので、継続案件は無いものと思いま
す。

・予定価格算出に必要な積算基準や単価の歩掛かり
等は公表されており、入札に参加するしないに関わ
らず、公表しているデータは、すべての会社が見ら
れることになっています。以前よりは積算しやすく
なっていると推測されます。

・少し説明が重なりますが、積算基準自体は基本的
に公表されているのはその通りです。加えて、各企
業もかなり積算基準を勉強されていることから、
我々が工事の公告資料で出す資料に基づいて、高い
精度で予定価格を算定されているというのが実態で
す。

・あくまで推測になりますが、低入札の３者の内訳
書を確認したところ、主要な機器で金額の差が開い
ており、機器メーカーとの取引状況の違いが金額の
差に結びついたのではないかと思われます。こうし
た分析の結果を、今後の積算に反映していきたいと
考えています。

・調査基準価格の設定に関しては、公共工事の品質
の確保だけでなく、適正な利潤の確保も目的として
おり、単に安いものを調達するだけでなく、適正な
利潤を確保して将来の担い手確保等につなげていく
ことが重要と考えています。

４．入札談合に関する情報等への対応状況

・特になし

〔抽出案件の説明及び審議〕

１．一般競争入札方式（政府調達）

【警察大学校（２０）機械設備改修その他工事】暖
冷房・本官

・技術提案が最高点の者が低入札のため落札できな
かった。どの程度の価格で施工体制審査となったか
は知らないが、辞退がなければ、いいものが安く調
達できたのではないかと考えることもできる。今
後、何らかの改善する考えはないのか。

・特になし

２．入札結果の事後的・統計的分析について

・一者応札が３３件あったということですが、その
うち随意契約を除く２６件について、前年度から継
続しているものが何件あるか。

・高落札率入札が30％あり、積算について予想しや
すくなっているということだったが、それは、以前
に入札した企業がそのまま入札してそのまま予想し
やすくなっているということか、それとも他の企業
が初めてなのに予想をしているということか。
　また、公表されているものから、予定価格は、公
式みたいなもので計算されるのか、それとも時々変
わるが、参加者の方が予想できてしまっているの
か。

３．指名停止等の運用状況

・特になし

意見・質問

〔報告事項〕

１．発注一覧



説明・回答

・今回は低入札調査による施工体制審査のための追
加資料が提出されませんでしたが、追加資料が提出
されれば、その内容を審査する手続きとなります。

・今回、そこまでの調査は行っておりません。

・１回目の入札が不調ということだったので、２回
目の入札にそのまま移行することも可能でしたが１
回目の結果が一割程度の超過であり、再度入札を行
う前に入札条件を再説明することと、今回浚渫工事
であるため船の構成やその他の条件などの補足説明
を出来ることから、更に積算精度を上げて２回目の
入札が行われたと考えています。

・本工事は暫定２車線開通区間に追い越し車線を整
備する舗装工事であり、追い越し車線や中央分離帯
の施工にあたり、現在使用している車線を切り回す
必要があります。そのため、車線規制が発生するた
め、施工条件が厳しいことが推察されます。
　また、同時期に新設舗装工事及び舗装修繕工事が
多数発注されていたことから、技術者不足であった
と推察されます。

・入札価格は企業の裁量であるため分かりません
が、考えられる理由として、低入札した者について
は、工事費内訳書において、内装解体前の室内の家
具什器類の事前撤去費用が未計上と思われる箇所が
見受けられており、このようなことが、調査基準価
格より低い価格での入札につながったものと推察さ
れます。また一方、落札した者については、公表し
ている積算基準等に基づき、適正に積算したものと
推察されます。

・低入札の３者と、予定価格付近で落札した者の見
積りの差は、どのあたりにあるか。

【Ｒ２中部横断道柳島舗装工事】アスファルト

・アスファルト舗装工事は一般的な工事だと思う
が、５１社の内、１社しか応募がなかった理由はな
にか。

４．一般競争入札方式（政府調達以外）

【水戸地方検察庁仮庁舎（２０）構内整備工事】建
築

２．一般競争入札方式（政府調達以外）

【Ｒ１多摩川下流河道掘削工事】しゅんせつ

・予定価格オーバーということで、説明を行った上
で２回目の入札に移行したという説明であったが、
どのような説明をされて、その結果が落札率99.88％
になったのか。

３．一般競争入札方式（政府調達以外）

意見・質問

・適正な利潤の確保は重要な問題であることは理解
できるが、先ほど説明いただいたとおり機器メー
カーとの取引状況の違いで安く調達できる者もある
なら、予定価格や調査基準価格が本当に適正なの
か、慎重に確認することが大切だと考える。

・施工体制の審査に当たり、資料提出を取り下げた
理由として、資料作成が大変だったからということ
と又は最初から取りに行く気がなかったため安い金
額を入れたということのふたつが考えられるが、実
際のところはどのような理由なのか。



説明・回答

・特別重点調査のための追加資料を求めたところ、
「積算内訳書」や「品質確保体制」等の必要な添付
資料が不足しており、十分に説明ができる状況では
ないため、無効と判断しました。

・１週間程度の提出期限を設け、また、予め提出資
料を明示しているものであり、不足・不備があった
時点で無効と判断しました。

・頻度については把握していませんが、低入札調査
基準価格よりさらに低い価格で入札した者に対して
重点的に調査するものです。入札価格の積算内訳に
おける各費用が、予定価格の積算内訳に対して一定
の割合に満たない場合に、特に重点的な調査を行う
こととしています。

・過去に他の同様の工事で同じようなメンバーで参
加していた事例はありません。

・砂防事業を実施している中山間地域ではそもそも
施工業者が少なく、また、実施箇所毎に現場条件が
大きく異なり標準的な歩掛かりと乖離する恐れがあ
ることから、当初の発注の段階から変更の対象とす
ることを特記仕様書に明記するとともに、「見積活
用方式」を採用して、可能なかぎり実態と積算を合
わせるような努力をしているところです。

・令和元年台風１９号や来年度開催予定の栃木国体
に関連する工事が多数発注されていることから、技
術者・下請け不足を要因とする不調不落が発生して
います。

７．簡易公募型競争入札方式（総合評価）

【Ｒ２両国拡幅検討業務】土木コンサル

・質問なし

・そういう取り組みにもかかわらず不調不落が多い
ということか。

６．随意契約

【Ｒ１荒川左岸大麻生災害復旧護岸（その２）工
事】一般土木

・質問なし

・５者参加したが、結果的に１者しか残らず、価格
で競争ができていない。過去に同様の工事で、同じ
ようなグループで入札しているなどの事例はない
か。

５．指名競争

【Ｒ１町谷第３床固工改築工事】一般土木

・砂防事業は重要な事業と考えるが、他方、不調が
多い。一般論として、砂防工事に関して入札に参加
する会社が少ないということであれば、砂防事業の
積算基準の価格を上げる等、取り組みをされている
のか。

・低入札価格調査において追加資料に不足や不備が
あったというのはどういうことか。

・再度提出を求めるようなことはしないのか。

意見・質問

・特別重点調査はどのような頻度で、どのような時
に行うのか。



説明・回答

・参加表明は企業の判断であるため分かりません
が、本業務が入札監視委員会の対象となったため、
参考までに参加を見送った者（資料をダウンロード
した者）のうち、ランダムに数社にヒアリングした
ところ、
・修正設計業務のため、過去の業務を担当した企業
等があると推察した。
・技術者の手持ち業務が多い状況であり、更なる業
務の受注が難しい時期だった。
・当該事業の設計業務の経験がなく、現地条件等を
充分に把握できていなかった。
といった回答を得ています。

・歩道橋補修・補強設計の積算基準が定まっていな
いため、参加者へ見積りの提出を求め、その見積り
を根拠に積算しています。

・見積りは参加表明のあった２者へ依頼しましたが
１者は辞退したので、結果的に今回の契約の相手方
１者から提出がありました。

・業者において精緻な積算が可能な状況であり、さ
らに見積りを根拠に積算しているため、今回も精緻
な積算ができたものと推察されます。

・低入札調査の履行確認の中で、自社の警備員の業
務量に余裕があること、新たな人員の配置も不要で
あるため十分対応できると聞いています。

・荒川下流では前回５年前の契約においても40.5％
の落札率でした。業者毎に積算条件が違うため、詳
しい事情はわかりかねますが、実際にこのようなこ
とがおきています。

・本業務は、工事、コンサルとは異なり専門性・特
殊性が高い役務と言うことで標準的な積算体制がな
く参考見積という形式で実施しています。

１０．一般競争入札方式

【Ｒ２－Ｒ６荒川下流庁舎外９箇所機械警備業務】
役務の提供等

・この案件に関して利益は確保できているのか？

・警備の関係は、一般的に予定価格と入札価格にこ
のくらい差がでてくるものなのか。

・将来的に歩掛かりを見直すという話にはなってい
ないのか。

・落札率１００％だが、歩道橋補修・補強設計の積
算は容易にできるのか。

・見積りは落札した業者から提出があったものか。

・落札率１００％は不思議なことでは無いというこ
とか。

【Ｒ２厚木秦野道路（厚木区間）道路構造物修正設
計他業務】土木コンサル

・簡易公募型競争入札にすることにより、応札者を
拡大する狙いだが、結果的に参加者が１者となった
背景は？

９．簡易公募型競争入札方式（総合評価）

【Ｒ２大宮国道管内歩道橋補修・補強設計業務】土
木コンサル

意見・質問

８．簡易公募型競争入札方式（総合評価）



説明・回答

・毎年のことなのでわかりかねるところもあります
が、これまでの実績からしても企業の見積や契約の
タイミング、手持ちの業務量の話もあるので、開き
というのは出てくるところもあると思われます。

・企業の警備員の業務量に余裕があり、新たな人員
の配置も不要なため人件費が節減でき、また手持ち
の機器が活用出来るためと調査の際に確認していま
す。
今回の参考見積に関しては、工事のような内訳書の
提出がないためどの項目かは不明です。

・今回の参考見積は、アルソックとセコム、当該２
者からの見積に基づいて積算しましたが、結果とし
てこれだけ低い額で応札してきました。通常、警備
の人員に余裕があるなどのアドバンテージがなけれ
ば予定価格に近い額になるものと思われ、本事例は
特殊な事例と考えられます。
いずれにしましても、ご指摘を踏まえて引き続き検
討していきたいと思います。

・発注者の立場からすれば、なかなか踏み込みにく
いところです。各企業が企業努力によって積算の精
度をより高めることで、企業の競争力が強みにな
り、逆に精度が低い企業についてはなかなか落札し
にくいということなので、各企業の競争によるもの
と考えております。

・工事・業務については公共工事の品質確保に関す
る法律がございます。品質確保のために各企業が適
正な利潤を確保して将来の担い手の確保を行うとい
う法律の目的に沿って、適正な利潤が確保できるよ
うな予定価格を算出することに加えて、ダンピング
対策をセットで取り組むことが発注者の責務として
求められております。
役務については品質確保に関する法律の対象となら
ないこともあり、価格競争の特色が強くなっている
と思われます。そのようなことから、参考見積と実
際に応札する価格が異なることはあり得るものと考
えております。

・今後もこのように価格の開きがある案件が出てく
ると理解してよろしいか。

・２者とも予定価格と応札価格の差が大きいが１点
目はどの項目でこういう差がつくのか。低入調査で
この低い価格で大丈夫だとチェックされると思う
が、どういう考慮をして大丈夫だという結論にいた
るのかが２点目。３点目は２者とも低い価格で、前
回も同様だったのであれば、そもそも予定価格の積
算が適正だったのかという疑問を向けられてしまう
のではないか。そうすると予定価格が適正だったと
どのように説明するのか教えていただきたい。

【全体】

・予定価格を予想できる企業とできない企業で、何
らかの不公平が生じているのではないか。予定価格
を予想するための何かしらの情報が持てるというこ
とは強みになるので、どのような企業が予想できて
いるのか整理してみても良いのではないか。

・低入札の時に資料を提出して受注する企業もあれ
ば、資料提出せず辞退する企業もたくさんあった。
その際、入札したにもかかわらず資料提出をせず辞
退となり、結果的に受注した企業の落札率が高いと
いうケースが見受けられたので、何らかの違いを整
理してみると今後の参考になるのではないか。

意見・質問



【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
（ＷＴＯ）

警察大学校（２０）機械設備改修そ
の他工事

暖冷房 7 5 令和2年10月15日 川崎設備工業（株） 1,101,100 99.21%

一般競争 Ｒ１多摩川下流河道掘削工事 しゅんせつ 2 1 令和2年10月19日 東洋建設（株） 421,520 99.88%

一般競争 Ｒ２中部横断道柳島舗装工事 アスファルト 1 1 令和2年12月15日 常盤工業（株） 212,300 98.79%

一般競争
水戸地方検察庁仮庁舎（２０）構内
整備工事

建築 5 4 令和2年11月16日 （株）大貫工務店 113,850 99.71%

入札方式 工　事　名 工事種別 指名業者数 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：％）

指名競争 Ｒ１町谷第３床固工改築工事 一般土木 1 1 令和2年11月2日 斉藤建設（株） 136,400 100.00%

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荒川左岸大麻生災害復旧護岸
（その２）工事

一般土木 令和2年12月1日 214,500 99.87%

【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
(総合評価）

Ｒ２両国拡幅検討業務 土木コンサル 1 1 令和2年12月23日 （株）エイト日本技術開発 24,200 81.57%

簡易公募型競争
(総合評価）

Ｒ２厚木秦野道路（厚木区間）道路
構造物修正設計他業務

土木コンサル 1 1 令和2年11月11日 （株）建設技術研究所 94,600 99.63%

簡易公募型競争
(総合評価）

Ｒ２大宮国道管内歩道橋補修・補強
設計業務

土木コンサル 2 1 令和2年10月16日 （株）セリオス 43,428 100.00%

【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
Ｒ２－Ｒ６荒川下流庁舎外９箇所機
械警備業務

役務の提供等 2 2 令和2年10月12日 綜合警備保障（株） 9,493 30.22%

契約の相手方

関口工業（株）
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