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入札改革

価格基準から社会的価値基準へ

（法政大学教授）武 藤 博 己

今日のテーマは「入札改革――価格基準から

社会的価値基準へ」とさせていただきました。

行政活動の範囲が大きく揺れ動き、そのことが

入札に大きな影響を及ぼしていますが、一般的

な行政入札の範囲で考えてみたいと思います。

下の図は、一番外側にあるのが「市民社会サ

ービス 。市民社会の存続に必要なサービス全」

体を指しています。ここに何が入るかというよ

りも、市民社会に必要なものはこの中に入れて

くればいいので、ここに何が入るか、入らない

かで議論する必要はあまりないかと思います。

市民社会サービスの中に「公共サービス」が

あるのではないか。これは公共的に支えた方が

好ましいサービスです。市民社会サービスと公

共サービスの境目は、公的資金が入るか、入ら

ないかで、行政の観点からは説明ができると思

いますが、現実には、公的資金が入らなくても

公共的なサービスはあると思います。

その次が、公共サービスの中で重要な領域と

しての「行政サービス」です。これは行政が責

任を持つ領

域になりま

す。ここに

は、民間委

託によって

行われるサ

ービスも含

まれます。

最後に、公

務員が直接、提供する「直営サービス 。」

「市民社会サービス」が広がっていく 「公、

共サービス」も広がっていく。都市型社会にな

ればなるほど「行政サービス」も広がるわけで

すが、最近の動きは「直営サービス」だけが大

きくなり、これが問題となって縮小される傾向

にあります。これが良いか悪いかは別として、

そうなっているのが現実です。しかし「行政サ

ービス」も当然、大きくなってきているわけで、

「直営サービス」は縮小しても「行政サービ

ス」は拡大するというのが、今の特徴です。こ

図 直営サービス・行政サービス・公共サービス・市民社会サービスの関係
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れによって、入札の領域も拡大していくという

ことになります。

例えば保育所で具体的に見ていきますと、公

立保育所は「直営サービス」です 「行政サー。

ビス」の部分は認可保育所になります。東京都

では、駅前型、共同型の保育所を準認可保育所

として補助金を出すようになりました。ここで

預かっている子どもたちは、待機児童から外さ

れるため、待機児童数はずいぶん減りました。

また、補助金なしでさまざまな保育サービスを

展開している無認可の保育所が相当あります。

豊島区のちびっこ園では、子ども２人をベビー

ベッドに寝かせていて、大きな子どもが小さな

子どもの上にかぶさって、小さい子どもが亡く

なったという事故がありました。質の観点から

いうと問題があった。ただこの園は、親の負担

だけで運営しているため、改善ができない状況

が続いていたのではないかと思います。そうし

た意味では 「保育」が公共的なサービスであ、

るならば、無認可の保育にも一定の質を確保す

るために何らかの仕組みが必要だと感じます。

しかし最近の動きは、公立保育所を民営化し、

株式会社が運営する方向になっています。

今日 「直営サービス」に対する縮小の圧力、

が価格の基準で強まってきていますので、この

点を抑えながら新しい考え方を出す必要があり

ます。

政策を入札手段に

私が著した『入札改革 （岩波新書）のポイ』

ントは、今日の話に則してみれば２つあります

です。第１のポイントは、政府調達は65兆円と

いう膨大な金額です。17年度予算は82兆円です

から、65兆円は国の予算の８割を占めている。

こうした大きな金額を動かすならば、それを政

策手段にできないかということです。保育とい

う政策は、保育所が中心的な手段です。もちろ

ん保育所だけではないのですが、今日の中心的

な手段は保育所です。

第２のポイントは、社会的価値基準で考えて

いこうということです。私は価格基準だけでは

よいものは選べないと思っています。価格基準

から「社会的価値基準」へ、社会的に望ましい

価値を基準にするということです。安いだけで

はなく、環境や福祉に配慮することが、政策の

重要な基準になるのではないかということです。

私がこの問題に取り組んだのは、自治労中央

本部の小畑精武さんから研究会のお誘いを受け

たことがきっかけでした。もともと公共事業に

ついて研究したり、論文を書いたりしていたの

で、談合について関心がありました。研究会の

報告書をまとめた後、岩波新書の原稿を書いて

いた2003年夏頃に、水道メーターの談合事件が

発覚した。2005年５月には橋梁談合が表面化し

て道路公団にまで発展し、副総裁が逮捕されま

した。橋梁メーカーに天下っていた元公団職員

と一緒になって、業界ぐるみの談合をしていた。

だいたい大きな談合事件は１年おきくらいに繰

り返され、最近では空港公団談合があります。

私の関心は、談合社会をどう変えるかにあり

ましたが、自治労としては、入札で低価格の契

約が交わされ、そこで働く人たちは生活さえも

維持できなほど低賃金化している点に関心が強

かったようです。研究会では私のこういう問題

意識も含めて進みました。自治労の組合運動だ

けではなく、社会的な広がりを持たせようとい

う意図で、岩波新書に書かせていただきました。

入札談合を生む土壌

談合は、なぜ、なくならないのか。その理由

の１つは「しやすい」ことです。順番さえ決ま

れば、価格が決まります。価格は証拠を残さな

いようにしているため、証拠が「見つかりにく

い 。これが２つめの理由です。難しいのは、」
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順番で、しれを決める段階の資料が出れば、談

合が確定します。長野県のダムは、戦後、日本

のダム工事の配分がほとんど談合で決められて

いたいう資料を共産党が出したことで、長野県

はダムを「談合だ」と認定したわけです。こう

した証拠はなかなか見つからない。そのため最

近、違反業者が公取委の調査の開始前に情報提

供を行えば、課徴金を減免するという「課徴金

の減免制度」を、独禁法に採りいれました。ア

メリカやヨーロッパで導入されている制度です。

３つめの理由は「見つかっても罰則が弱いこ

と 。これも独禁法の改正で、課徴金が大企業」

は10％、中小企業は４％まで引き上げられまし

た。私は、不当利得の回収と考えれば、依然と

して弱いと思っています。独禁法は2006年１月

から施行されます。

一番大きな問題は、談合を行政が誘導してい

ることです。なぜ行政は談合を望むのか。新聞

報道によれば、道路公団の場合、道路公団職員

の再就職先の確保のためだったように書かれて

いますが、どうもそれだけでは説明がしきれな

い。40人ほどの職員が橋梁メーカーに天下って

いますが、旧建設省を含めた国交省の天下りは

197人です。道路公団の５倍ほどいます。道路

公団は国交省からの建設命令で進めるわけです

から、根本は国にあります。しかし、国の職員

の天下りは、新聞報道の中からほんの少ししか

出てきていない。

さらに政治との関係も不鮮明です。自治体は

首長が替わります。青森県東北町では、首長選

挙で、首長派と反首長派の業者が２つに分かれ

て血みどろの闘いをしました。選挙後、当選し

た首長派の人が「反首長派の人は遠慮しなくち

ゃいかん」と公式の場で発言した。実際にあっ

た話で、談合が政治を支えるという実態がある。

道路公団職員の天下りは、そういう大きな構造

の氷山の一角ではないかと思います。93年の金

丸事件から始まった鉄建公団の談合事件以来、

政治家は慎重になり、今回の橋梁談合にしても

なかなか政治家の名前が上がることはなかった

わけですが、しかしだからと言って「関わって

ない」とは言えないのではないかと思います。

これらのことから、談合はなくならないわけ

ですが、しかし行政の入札は公平に契約先を選

ばなくてはいけません。民間企業だったら、収

益性重視でもいいし、逆に収益性を考えずにお

抱えの下請けに出してもいいわけです。日産自

動車が危なくなった理由は、身内の下請け会社

便りで、品質の悪いパーツを買っていたためだ

という指摘がありますが、しかし行政は、そう

いうわけにはいかない。国民、市民に対して公

平でなければならない。

談合防止の取り 組み

入札制度の「予定価格 「落札価格」につい」

て見ておきたいと思います。縦軸を「金額」と

すると 「予定価格」は上限で 「最低制限価、 、

格」は下限です。例えば、Ａ社からＦ社まで入

札価格を出したとして、Ａ社は上限価格を越え

ているから失格。Ｆ社は最低制限価格より低い

ので失格になります。落札価格は上限と下限の

間の一番低いＥ社が落札となって、Ｅ社の金額

が「落札価格」となります 「落札価格」が上。

限の「予定価格」に占める割合が「落札率」に

なります。最近は二極化が進み、予定価格が公

表される場合は、予定価格に限りなく近い価格

で落札されることが多い。また最低制限価格が

公開される場合も出てきて、多くの企業が最低

制限価格に張りついてしまう。落札価格は「予

定価格に近いもの」と「最低制限価格に近いも

の」が増えているのが現実です。本当は公正な

価格競争の結果として価格が安いところに落札

されればいいのですが、その通りになっていな

い。経済学者は「市場の競争にまかせれば、適
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正な価格になる」としていますが、現実はそう

ではないということが言えます。

入札には、一般競争入札、指名競争入札、随

意契約、せり売りの４があります。重要な点は、

一般競争入札が原則とされているけれども、実

態は指名競争入札になっているということです。

件数でいえば、随意契約が多い。

問題は、一般的な「指名競争入札」が談合の

温床になっていることです。指名競争入札は説

明会が行われ、指名された業者が一堂に集まり

ます。どこが参加企業かすぐわかる。最近は、

郵便で応札する方法が採り入れられ、どの企業

が応札するかわからないような仕組みをつくる

自治体が増えています。資料も郵送で、説明会

もほとんど行わない。誰が応募しているわかわ

かりませんから、誰と談合していいかわからな

いということになります。ただ、今度の成田空

港の談合では、６、７社しか入札できる業者が

いないため、談合が可能になりました。橋梁メ

ーカーも、大手30社、後発メーカー40何社は、

それぞれ２つの会に入っていて、２つの会で談

合が可能です。業界によっては、郵便入札や電

子入札でも全然効果がない場合もある。

談合防止策には、法的には「入札契約適正化

法 「官製談合防止法」などがあります。談合」

防止の手法としては 「郵便入札 「電子入札」、 」

「入札の透明化・競争化」などが取り組まれて

います。競争性を高める方法としては、①一般

競争入札の拡大や指名業数の拡大、②ランク制

の廃止や登録工事制限の撤廃、③入札参加業者

を地域外に拡大、④低入札価格調査制度・最低

制限価格の導入、などが考えられます。

透明性の向上を図るものとしては、①第三者

機関である入札監視委員会の機能強化、②苦情

処理手続きの導入、③予定価格・最低制限価格

の公表、④入札結果の公表、⑤市職員と業者の

接触制限、⑥入札自体の公開、⑦工事内訳書の

提出、などの手法です。

不正行為の防止をする方策には、罰則を強化

する、①指名停止期間の延長、②損害賠償、賠

償金の請求や、③談合情報対応、談合情報窓口

の設置、④監督・検査の強化。談合情報対応マ

ニュアルがない自治体もありますが、最近では

だんだん公開されるようになってきています。

ただ競争の徹底で、できることと、できない

ことがあるだろうと思います。競争を徹底する

ことによって「効率の追及」はできる。安くす

ることはできるのですが、ただ安いだけでいい

のかどうかという問題があります 「品質の追。

及」はどうするか。品質の追及は競争だけでは

難しい。品質を追及すれば効率性は無視しても

いいのか。効率性の追求も必要だし、社会的価

値を追求する必要もあるだろうと思います。

総合評価型入札と は何か

そこで私たちが考えたことは、総合評価型入

札を活用し、価格基準から社会的価値基準へ変

えていったらどうかということです。総合評価

型入札は、1999年、地方自治法施行令の改正で

導入が可能になりました。その前はなかった。

難しいのは施行令の改正で可能となったのであ

って、自治法そのものは変えていないため、

「自治法はそれを認めているのか？」という問

題が残りました。福祉や環境に幅を広げること

については、国は従来、否定してきたため、こ

の時点ではやりづらかったわけです。2004年の

施行令の改正で「随意契約」にも総合評価が可

能になり、さらに2005年４月から「公共工事の

品質確保の促進に関する法律（公共工事品確

法 」が施行されました。条文には「経済性に）

配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、

価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がな

されることにより、確保されなければならな

い」と書かれています。法律の中にこういう文

言が入ったという意味では、意味があるだろう
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と思います。

自治法の施行令は自治法に基づいてつくるわ

けで、自治法なくして施行令はありません。あ

くまで自治法の中に施行令の内容が入っている。

したがって、施行令の改正で総合評価が可能に

なったことは、自治法がそれを可能にしている

ということになります。したがって、自治体は、

独自の総合評価制度を条例でつくれると、私は

考えたわけです。これはどこまでできるかどう

かわかりませんが 「公共工事品確法」では、、

価格以外の要素を考慮していいとしていますか

ら、すべて価格主義だととらえる必要はないの

ではないかと思います。総合評価の事例として

は、すでに神奈川県のＰＦＩの事例があります。

政策入札と いう 考え方

ただ、総合評価だけでは不十分です。従来か

ら国は 「性能 「機能 「技術力」を総合評価、 」 」

に入れるよう指導をしてきました。しかし価格

以外の要素であるこれらを入れることは、施行

令にも、自治法にも書かれていません。これは

国の解釈にすぎないわけです。したがって、価

格以外の要素として政策的な「社会的な価値」

を導入することも、法律の範囲内で可能だとい

うことになります。

そこで「価格入札から政策入札へ」というこ

とを研究会で提唱しました。評価基準の第一は

「環境配慮」です 「グリーン購入法」では、。

環境を配慮した商品については、若干、高くて

も買っていいとなっています。つまり、環境配

慮を入札に取り込んでもいいということが重要

なポイントです。環境庁の関連団体が環境商品

を指定していますが、現在の仕組みでベストだ

とは思えません。どうやって環境配慮をするか

は考えないといけないことになります。

福祉を入札の中に取り込むことについては、

多くの方が賛成すると思いますが、福祉の何を

取り込むかとなると難しいところがあります。

障害者の法定雇用率は 「障害者の雇用の促進、

等に関する法律」で規定されています。70年代

に義務づけなしで1.8％から始まり、その後1.5

％、現在1.8％です。300人以上の企業に雇用が

義務づけられ、1.8％に足りない場合は１人に

つき５万円の納付金を払う。1.8％を越えてい

る場合には、１人に２万5000～３万円くらいの

調整金が配分される仕組みです。この制度が導

入された時には、多くの関係者は「これで障害

者雇用は一気に進む」と考えたわけですが、蓋

を開けてみるとなかなかそうはならず、現在で

も1000人以上の大企業の７割が達成していない。

中小企業は、納付金はありませんが、義務づけ

はあり、達成率は45～50％です。

そこで入札を、障害者雇用を促進する政策手

段に使う。すなわち「障害者の法的雇用率に達

していない企業は入札に参加できない」とすれ

ば、多くの企業が障害者雇用を促進するだろう

と。そこまでできるかどうかは別として、そう

考えていく。入札を、政策的価値を実現する手

法として使うことは、ポイントになります。

法定雇用率以外にも、子育て支援が考えられ

ます 「次世代育成法」では、企業が子育て支。

援計画を立てることを、義務づけではないです

が推奨しています。企業が子育て支援計画を作

っているのか、どの程度充実させているかが評

価の基準にできます。一部の先進的な企業は、

社内に保育所を持ったり、育児休業を柔軟にと

れるようにしています。そういう取り組みを入

札で支援することが考えられる。子育て支援は

福祉でもあり、男女共同参画社会の実現にも関

係していきます。

セクハラ防止計画を企業はつくることを求め

られていますが、これに対してどういう対応を

しているのかも、一つの基準になります。しか

し実際には、男女共同参画は取り組むのが難し

い状況です。研究会で、福岡県福間町で取り組
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みを始めようとしたのですが、抵抗が強く、取

り組み状況を資料にして行政から報告してもら

う程度にとどまっています。

公正労働については、最低賃金が生活保護と

比べて低い場合がいくらでもありますので、最

賃そのもののあり方が問題だとしても、いかに

雇用全体として公正労働を確保するかが重要で

す。また、賃金だけでなく、継続性、安全性な

どさまざまな観点からの公正労働を確保するた

めに、入札の中に何を入れていくが重要になっ

てきます。まだまだ検討の途上にあると言える。

談合社会を変える

政策入札導入の手順は、まず「基本条例」を

制定する。次に、政策領域ごとに検討作業を行

い、最後に落札者決定ルールを制定することに

なります。最近は、国が総合評価に対して前向

きですが、研究会をしていた頃は、価格以外に

ついては厳しい考え方があったので、自治体に

は条例が必要だろうと思っていました。今の状

況だと基本条例を制定しなくても動くようにな

ってきています。もちろんあった方がいいとは

思います。

公共サービスを支えていくには、市民もそれ

を担うことが重要ですし、行政改革も必要です。

談合社会と共生社会は似て非なるもの。談合の

親分たちは「なんで助け合っているのがいけな

いんだ」と言いますが、談合は閉鎖的な社会で

す。共生社会はオープンな社会で、全然、違う

ものです。分権は、三位一体改革で一定の結着

はついたかのような新聞報道がありますが、ま

だまだ数字合わせと批判する人も多い。政策入

札は、談合社会の体質改善を図る漢方薬であっ

て、即効性はない。慌てずにやる必要があると

思います。

おわり に

最後に 『入札改革』を書き終わってから考、

えたいくつかの点をお話します。

入札価格情報の事前公開、つまり予定価格や

最低基準価格を公開することによって、最近は

二極化する傾向があります。一般競争入札の拡

大は、建設業界では反対する声が大きいですが、

価格競争から政策的価値の実現へ広げていくこ

とが重要です。公共工事の品確法は、国の新し

い動きとして一応評価したいと思いますが、

「発注者の責任＋施工者の責任」についてはま

だこれからで、見守る必要があります。地元

「企業」の優遇は、地元「雇用」の優遇へ変え

たらどうかと思います 「適正価格」という問。

題については 「行政にとっての適正価格 「業、 」

者にとっての適正価格」があるわけで、市場に

ゆだねないと適切とは言えないのか。これは、

私にもまだ答えが見つかっておりません。
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