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品確法による公共事業改革
～技術者魂を取り戻す道筋～

平成17年に制定された品磁法す 平成26年 に

ついで令和元年6月 に再度改正された その背景

には公共事業の実務に猫わる者たちのそれぞれの

時代の問題意識があった その意義と今後の展開

について考えたい

1 勲 岐47年品確法制定

品頼法制定までは 法律上 わが国の公共翻遠

は 予定価格を上限として一般競争入|しにより最

も安い札を八れた者を薔札者とすることを原則と

し 品質については規定がなかつた。国と地方自

治体それぞれの入札契約手続を規定する会計Itと

地方自冶FLに定められたこの原月Jは フランス

イタリア等に倣つて明治22年 にわが国の会計法

に取り入れられて以来変わつていない 契約時点

で目的物7JF存在しない建設工事などにこの源見Jを

適用するの よ 過当競争によって品質低下を相く

など弊書がうい。そのためフランス イタリアを

はじめ多くの国では制度を見直し 交渉方式を合

む多様な入オL契約方式を用意している

わが国では 明治以来の原則に従うことによる

挙富す生じないよう 法律J列外扱いの指名競争

入札を用いて発注苦湘信頼する建設業者と契ltす

るなどの運用を約,0年 にわたつて行つていた

しおし 政界を巻さ込んだ平成 5年のゼネヨン汚

職を契機tそのような運用が許されなくなり 大

規模な工事に一般競争入|しを原則通り適用した。

その後も誰合事件が続いたことヽあつて 一般競

争人|との適用/4拡大され 発注者 設計省 施エ

き間の対話や技術力粘薬/1wかになる原因となった

当時建設省で発注実務を担つていた技術者たち

ま工事の品質確保に苦慮し 発注者の品質確保の

責任が法に定められていないのはおかしいと考え

た それが自良党の有志縮民の懇談会設立につな

お1っ た。背景には 調整行為を設合とみなし厳罰

に処する独禁法の強化が間近に迫つていた事情が

あった これによって述当競争が起きると懸念さ

れたことから こ事の品質1ほ保という発注者の質

任を露り込んだ品碓法が議員主法で制定された。

品強法によって価格と品質の結合評価により落

札者が決まるようになれば 陛全な競争環境が醸

成されるのではないかと期待された ところが現

実によ 大|し参加者は品質だけでは勝てないと考

え lb格競争″激化する暮態となつた 国上交通

省は平成17年度下半期から経合評価落札方式を

本格導入 したが 改正独禁法が施行された平成

18年 1月 頃から実常な低価格による落札が統発

した このため平成18年 12月 には 調査基準価

格を下回る入|しは施工体仰が不十分と評価して排

除するなどの強力なダンピンダ防〕上策を講じるに

至り 異常を叩きあいは収まつた しおし 落札

額は多くの場合に調査基準価格の直上にはり付く

形となった。こうして建設業者の l lf工事当りの

ネ」灘界は低下し 公共事業予算削減の影響もあ,

て業界の症弊が税いた これが盛散産業の担い手

不足に緊がつたといえる

2 平成26年品聴法改正

平成23年 3月 に東日本大震災おi発生し 復旧

復興工暮の需要す帯大すると状況が一変した 人

ltする者″いない不調や 入札する者がいてもす

本ての札が予日耐格を上回る不落が多姓するよう
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tな つた モIL仙十格の上限を拘卓する予定価粘キ1
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i,よ うになり 建設業界力う予定

価格の上限拘耳4■ 徹 おすべ しとの要常うt前 ま也

こった しい 1フ 上限をなくして下限た 十七残す

わけにはいかない.予定‖i情制度打1席止されると

人|[苦す」工れの目安を失 ,て需要出のltrに 障 R
ない安値競争とをつてしまう 過当競争を防ぐた

いに ま 建設業古わtド打う檀み上 すた■行予算に

とづいて札i入 ,1浩札桐悟わi浪

=る
市場構造にを

らな十すれ よならをい

名局 平成21年の改正においては 予定価格

つ上医拘京を晩止するには三らなかつたものの改

善
=■

肇 けら■た すなわち 予定価格の設定に

't●
て建設業者Ⅲ適正なTI世 を確保で

=る
よう

モ14i=|ヤ 4の変化を勧索 して市場の■ほ牛をJ,

宅に,ま した績算を行うこととされた これによ

う予定価格刊frの弊警Ⅲl緩和さ4■ることとな,た

この改正では 一部r■あるす交渉手統
=Ⅲ

埠 穴

どれたことも大
=を

成果であった

3 令和元年品確法改正

平成21f改正の技ヽ作本地硬や十成304車市

tt★■ます折チし 及■対応の始イヒわi求められ

た =た mま方改革●推進や!r・仕旬■ド映緊

の漂叡となった とのような情幽を階まえて 令

租元年6月 品確静 1〒度改正された 文書●r tr

■3対応のための陀古契約 拒名帯争八十し年の市

用 J正をとWの設定や工事の椛工時url t7j平 準化

iCT活常によち■に‖向 になど力
'席 ,と■11■

どうに 綱査 設引のrl u質斑保Ⅲ噺確t十置■,
■■た

この改正法に tHづいて1政府により基本方掛ど理

用帝右17j策定どliち 友常li店の前七契約や指名

競争入‖のに
' 

支■方式や包括 llな 充よ方式の

適用 =と者の

'積
を清用する積党 rJ導 入などうt

lF大することを朋倍 した, それか民間の技術開

発を把たし 拠生す批争涼itの醍成につ■4する

iし て 発注子の休前を確保して祠査 設計う●

地工 維培菅迪iその車業プロセス生休にわたる

4亡に卜を向上 しなⅢればならとい

4 今後 の課題 と展望

さらなる改革の道筋として 1 人札にあたコて

蛇泣者が定ゆる価格の にlFⅢ下lFを 4r‖ 1す ちので

はなく 建設隻音力i実行予算に理ういて洛1とする

市場科造をつくることを目伴にする必要わiあ る

それにより予定|1格制,の技よ児直 しが可札とを

り 氏出の技術開発忠nt i古める他全な的争球1ち

をつくること力i【
=ち

 jl書市場わf叫綱て利益手

す●上 してくると業界は改革・ jttuk力fH連 しがち

であち し,し 改革の子を経
"て

しまうとこの

変化の故 しい時代にれ術のによも日本の発凛ヽ党

京ない ,同のよ故止によどまちことな( ,発
社を双方Ⅲどうする問題者記を対って品確とを進

化
=↓

FFすれ,す■■をい 発よ子のマネジメント

カを析保 して事業プ 0セ ス全体にわたつて発注

者 差計者 うh工宮の技ni力 を格来することによぅ

て技術七魂を回復 し 品質確保と■亡L向 卜,ど

うにたゆる付組み■くりす必要
`あ

る

月il建設19-09


	月刊建設2019.9
	月刊建設2019.90001
	月刊建設2019.90002

