
 

様式１－１                             

 

平成３０年度第２回関東⽀社⼊札監視委員会審議概要 

 

開催⽇及び場所 平成３０年１１⽉２８⽇（⽔） 東⽇本⾼速道路㈱ 関東⽀社会議室

 

 

委  員 

 

 

 

奥野滋（弁護⼠） 

笠井修（中央⼤学法科⼤学院教授） 

⽯原正貴（弁護⼠） 

⽯⽥哲也（東京⼤学⼤学院教授）【⽋席】 

⼿塚広⼀郎（⽇本⼤学教授） 

⽥村雅紀（⼯学院⼤学教授）

審議対象期間 平成３０年４⽉１⽇〜平成３０年７⽉３１⽇

抽出案件 総件数    ５件 （備考） 

⼀般競争 １件

条件付⼀般競争 １件

拡⼤型指名競争 １件

随意契約 ０件

調査等 １件

物品・役務 １件

委員からの意⾒・質問、

それに対する回答等 

意⾒・質問 回 答 

別紙のとおり 

 

 

別紙のとおり 

 

委員会による意⾒の

具申⼜は勧告の内容 

 

 

なし 

 

 

 

 



 

別紙 

意⾒・質問 回 答 

Ⅰ．前回委員会コメントに対する補⾜説明

「Ⅲ.審議結果の報告②」 

① 提案能⼒の⾼い会社が落札できなかったこ

とについて、何か問題意識は感じなかった

のか。また、技術提案⽅式の運⽤が適切だ

ったといえるのか。 

 

 

 

① 技術⼒の⾼い者が落札できなかったことに

関しては残念な結果だと認識している。 

また、価格と技術による総合評価⽅式とい

うルールの中で適切に運⽤したところであ

る。 

Ⅱ．⼊札・契約⼿続きの運⽤状況等の報告

「⼯事等契約状況」 

① 積算の関係で低⼊札が多かった家屋調査業

務のその後の検討状況は 

 

 

「競争参加資格停⽌等の運⽤状況」 

・意⾒等なし 

 

「競争参加資格取消・保留の運⽤状況」 

・意⾒等なし 

 

「⼀次苦情・⼀次説明の処理状況」 

・意⾒等なし 

 

「談合情報・疑義事実に対する公正⼊札調査委

員会での対応状況」 

・意⾒等なし 

 

 

① 統計データや過去の⼊札状況を踏まえ契約

制限価格を査定できるよう検討を進めてい

る状況である。 

Ⅲ．⼊札審査等の結果報告及び審議 

① 総合評価落札⽅式の結果について、最低価

格⼊札者以外が落札者となったケースとし

て３件あるが、この件数は価格だけでなく

技術的要素も踏まえた評価を適切に⾏って

いることを⽰す指標として捉えてよいか。

 

① ご認識のとおりである。 

 

 

 

 



 

意⾒・質問 回 答 

② 逆転率が少しずつ増えているが何か⼯夫し

た結果なのか、それとも単なる偶然なのか。

 

③ 逆転率がどの程度のパーセンテージだと妥

当であると考えているのか。指標のような

ものはあるのか。 

 

 

② 総合評価落札⽅式が上⼿く機能している結

果と認識している。 

 

③ 明確な指標は持ち得ていないが、０％に近

いと総合評価落札⽅式が上⼿く機能してい

ないこととなるので、そのような観点で確

認している。 

 

Ⅳ．抽出事案の審議 

（１）⼀般競争⼊札⽅式 

【関越⾃動⾞道 東松⼭⼯事】 

① 途中の段階で清⽔建設㈱が資格停⽌となっ

ているが⽂字どおり資格停⽌措置を講じた

ということか。 

 

② 清⽔建設㈱が資格停⽌になったことで、競

争参加者が 1 者となり競争が成⽴しないと

思うが契約⼿続き上、問題はないのか。 

 

① 他機関発注の事案であるが、競争参加資格

停⽌等事務処理要領に基づき競争参加資格

停⽌措置を講じたものである。 

 

② 本件調達は⼀般競争⼊札⽅式であり、広く

公告を⾏って参加を募っており競争参加者

が 1 者であっても⼊札は成⽴するものであ

る。 

（２）条件付⼀般競争⼊札⽅式 

【上信越⾃動⾞道 ⻑野管内⽴⼊防⽌柵⼯事】

① ⽴⼊防⽌柵を敷設した後の維持管理は、別

途、⼊札を⾏うのか。 

 

② 電⼦⼊札システムによる誤通知に関し競争

参加者からの異議等はなかったとの事であ

るが、それ以外で何かしらの影響があった、

あるいはそういったものはなかった等の確

認はしているのか。 

 

③ 今後、同様の誤りを起こさないために何か

しらの担保というようなことは考えている

か。 

① ⽇常的な維持管理は、グループ会社におい

て⾏っている。 

 

② 競争参加者からの問い合わせ、意義等がな

かったことは確認しているが、それ以外の

確認は⾏っていない。 

 

 

 

③ 公正、公平な競争環境を歪めるような事に

なってはならないと思っている。今後、誤

りが極⼒発⽣しないように研修など適切に



 

意⾒・質問 回 答 

 

 

 

 

 

 

 

④ 本件過誤がシステムによるものなのか、⼈

為的なものなのか不明確な部分もあるの

で、過誤の原因を特定したうえで改善策を

検討し改めてご報告頂きたい。具体の内容

は、「審議結果の報告」の場でコメントとす

る。 

 

指導を⾏ってまいりたいと考えている。本

件過誤のように⼈の⼿を介して⾏う業務に

ついて完全に誤りを無くすことは困難であ

るが、万が⼀ヒューマンエラーが発⽣した

場合には、影響を最⼩限に留めるよう組織

として対応してまいりたい。 

 

④ 承知した。 

 

 

 

（３）拡⼤型指名競争⼊札⽅式 

【上信越⾃動⾞道 上⽥菅平ＩＣ雪氷詰所増築⼯事】

① 直接⼯事費のみとは、共通仮設費や現場管

理費を含んでいなかったということか。 

 

② 作成資料の間違いが発覚した原因として直

接⼯事費のみの順位で作成と記載がある

が、再計算後の⾦額が⼩さくなっている者

もいるので単純にそれだけが原因ではない

のではないか。 

 

③ 本件過誤は受発注者どちらに起因するもの

であったのか。 

 

④ 契約制限価格を設定する際の過誤であり、

⼊札⾃体には特段問題ないと思われるが、

過誤の発⽣原因については良く理解できな

い部分もあるので、原因を詳細に特定し何

らかの改善を検討していただきたい。 

 

① そのとおりである。 

 

 

② 税抜額で確認すべきところ税込額で確認し

たものもある。 

 

 

 

 

③ 発注者側に起因するものである。 

 

 

④ 承知した。 



 

意⾒・質問 回 答 

（４）調査等 

【ＳＭＨ試⾏展開時の⾼速道路の維持管理に関する最適業務モデルの実証検討業務】 

① アビームコンサルティング㈱と契約する際

にそれ以外の可能性みたい事は事前に検討

されたのか。 

 

① 2020 年のゴールに向けてプロジェクトを

進めてきた中で、当初 2014 年度にプロポ

ーザル⽅式で当該者と契約し、その後実施

してきた検討業務の成果も勘案したうえ

で、当該者が最適であると判断し、特命随

意契約としたものである。 

（５）物品・役務 

【平成 30 年度ワークフローシステム機器等調達】

① 概算⾦額と契約⾦額の乖離について何らか

検証することはあったのか。サポート期限

が迫っている状況で検証している時間的余

裕がなかった、どちらになるのか。 

 

 

 

 

 

② 交渉時の⾒積書が提出されていると思うが

その⾦額は 

 

③ ワークフローシステムの中に調達管理とい

うものがあるが、本件調達により抽出事案

②のような誤通知なども改善されるように

なるのか。 

 

④ サーバー構築業務というものは、ごく⼀般

的な業務だと認識しているが、契約者以外

の全社が辞退するということは少し不⾃然

と感じるが思い当たる理由があるか。 

 

 

 

① 本件は⼀度、⼀般競争が不成⽴となったも

のであるが、再度の競争契約では Windows

のサポート期限が到来することとなり、脆

弱性が指摘されたまま社内に供⽤する訳に

はいかないことから、随意契約としたもの。

概算⾦額との乖離については価格交渉によ

る内容確認を⾏うなど⼿続きを経た結果の

ものである。 

 

② この場に交渉⾒積書を持ち合わせていない

ので、お答えできない。 

 

③ 調達管理は社内稟議であるとか⼿続きの状

況をチェックするためのフロントシステム

であり、抽出事案②で過誤のあったシステ

ムとは別のものである。 

 

④ 理由は分からない。ちなみに、本件とは別

件ではあるが、他機関発注の案件を落札し

たことから NEXCO の案件は辞退するとい

ったことがあった。本件は、ご質問のとお

りシンプルなサーバー構築業務であり、難

しいものではない。業界全体で⼈⼿不⾜と

なっているのではないかと思う。 



 

意⾒・質問 回 答 

Ⅲ．審議結果の報告 

① 総合評価落札⽅式において、技術評価点で

逆転した者の割合、いわゆる逆転率につい

ては「技術評価点」と「価格評価点」のバ

ランスが⾮常に⼤切であると考えており、

永遠の課題として認識していますが、引き

続き検討いただきたい。 

 

② 抽出事案②について、過誤の原因を特定し

たうえで、その原因を究明し電⼦⼊札シス

テムのプロセスと再発防⽌策についてお⽰

しいただきたい。なお、再発防⽌策につい

ては、実務者研修や報告・連絡・相談とい

ったものが考えられるが、これに加え、電

⼦的な部分での改善が可能であると考えら

れることから、この点についても合わせて

お⽰しいただきたい。 

 

③ 抽出事案③について、事実関係を整理した

うえで、原因を究明し再発防⽌策をお⽰し

いただきたい。 

 

④ 抽出事案⑤について、当初⼊札が不成⽴と

なり、その後、随意契約⽅式で契約締結に

⾄っていますが、最終的な契約⾦額がどの

ような経緯を経て決定したのかご説明願い

たい。また、本件事案は、予めサポート期

限が分かっていた中での調達であるが、調

達の時期というものについて、どのように

考えているのか説明願いたい。 

 

 

 


