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品確法改正の意義と今後の課題

日本大学 危機管理学部

教授 木下 誠也

入札契約における公共工事の品質打E保の必要性を初めて法定化 したのが 平成 17年 「品確法 (公共

工事の品質確保の促進に関する法律)Jである。同法は 平成 26年 さらに令和元年に改正された。

その背景には公共事業をとりまくその時々の問題意識かあった。その経清を振り返りつつ この法緯

の意義を確認し 今後の課題を明らかにしたい。

1は じ め に

公共 に車の人札契約子位きは、日については

会 jlよ 、地方公共」体については地方白治法に

ためられている。いずれのは仲においても「売

貝、食付、市負その他の契約Jを ひとまとめに扱

い 契約締結は一般競争入社によることを原則

としている.さ らに、いすれの法律 も「予定価

‖の制限の範囲内で最高又は最低のfu l`を もつ

て申込みをした者を契約のrH■ 方とするJこ と

を原別としている.こ れは 何かを「売Jっ た

り「貸Jし たりする場合は「予定価陥のiJ限の化

陛内で最高の価格J「買Jっ た ,「倍Jし たりす

る場合は「予定hj格 の市」快の範珂内で最 l「 の価

竹Jのオしを入れた者をr」約相手にするという古

十味である。つまり、「売J「貝Jいずれの場合も、

圧または地方公共団体が下限または上限を示す

予定価格を定めた にで、価格の高低だけで契約

加千を,、 める (落オしネ半とする)と いうのが、わ

が回公共契約の大原則である。

研かに、同十が所行しているVl実物を売却す

るだけなら Fi価 怖を 卜限として1と 高価格を■

示 した者に売るのはイま411り であるし ltに 市場

にllJ回 って1■ 1断「 nfが行[=,て おり市うの実勢

価悟も明らかな物品を特六十ろいに 予定価14

を に限として最に価 ■をli示 した者から買うと

いうのは分か りやすい し,ヽ し [声
=:手

や

拙」宣、地質司母下 声々予なとの■■ 主 契約を柿結

してから仕事と始めるものであⅢ 一‖!ご とに

現場午の条件が呆なる―不史力=あ ってもた,とが

コ)に であり 後でjT,い えが回4に な場合が多いぅ

成果物が長期にわた,社会や f4境 に′
iえ る杉響

も大きい.工■や業務の調とについて物『
「悔人

と同じような手法で契約相子を決めていいはす

がない。

このような疑門に答えて、ヤ成 〕F年 に昂 lL法

が1」 定さ,■ た。価格と品FFfが お令的に低 ,■た内

容の契約を行うことにより公共 に■の押i質 を IL

保 しなければならないと規定された.こ の
「 |十

法が平成 26年、今和元年に改正きれた.制定の

経市と改正の音景を振 り送 り さらに今後日指

すべき改すの追わ,について考えたい。

2平 ,

わ力`J●

に大会計よ

されたコそ

くの区では

「上Jの たと

含む多様な

わが 予
171｀

わらツtて、1

ここで、落十

以タトの要ネ |

に右利Jな十F

或争人オLの

どタイヽな入

=二
には に !

価格協争大

早Ⅲは十最もi

なった。こィ

i神 1当 )に 同

やはりわ

会刊法も改!

オけて規定

1'ん で交渉 |

,去 〔は、 FIと

卒|し
lCヽ|は

キを今めて:

吉イとtI」 杓

と同析に交 i

づけられた‐

Tイ iキ の会 :

うしている「

入1し契約 二十

つていなⅢ

〔IJ、 り1,古 j!

言
=E11 2  E
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2平成 17年品確法制定まで

わが国の会1法 は、フランス、イタリア年の

に家会計法に批って明治 22年 (1889年 )に付け定

さイ■た。その後、フランス、イタリアを含む多

くのにでは、法改正が丘ねられ「売Jと は,け に

「買Jの ための公共剖定法を坐備し 交渉方式を

すむ多様な入札契約方式が用意さイ■ている。

わが国が参考にした 1862年 ■国会計法は改

められて、1964年 には公共前道法が制定された。

ここで 落札if年 は最低価格のみとはせず 価幣

以外の要斉を含めて発

'十

者にとって「最も活活hl

に有利Jな十日手と契約してよいとされた。そして、

競争入オしのほかに交渉方式や競争的対話方式な

ど多様な入|し 契約方式がヤ置づけられた。2001

年には 区とナL方公共匝体のi町度が一本化され

価格競争入オしのHL定 は削除されて諸オL基準の原

則は「止もモ清的に有利Jと いう結合評価のみと

なった。これに伴い最大価‖ (わがにの予定nr格

に相当)ti関する規たも 」ヽ除された。

やはりわが日が参考にした 1884年

"多
利国

会計法もPrr正 され、1972年 には 1売 Jと 1貫 Jが

分けて規定された。「買 |については観争入札と

J'ん で交渉方式が規定さ,■ た.2006年 公共剖進

法では、同と地方公)ヽ 団体の仙度が一本化され、

落札 Jl半 は掟低価格のみでなく、価格以タトの要

素を含めて発

'十

者にとって「最も柾市的に布 FIJ

な者と契約 してよいとされた.さ らにフランス

と同様に交渉方式や拡争的対話方式なども位置

づ1)ら ,■ )と 。

西洋の公共前進市J度 は既にこのようにホ変わ

りしているが わかにの会計法 ユL方 向治法の

入十し契約に関する規定は明市以来ど本的に変わ

っていない。わが卜の公共工事の発注にあたっ

ては 「

"治

以来の原,Jを 適用することによる弊
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告が生じないよう、法仕上例外とされている指

名競争入札を事実上原gl適用して、発注者が信

Tgす る7「 設業者と契約するなどの弾力的担用を

約 901=に わたって行っていた。しかし、政界を

をき込んだ平成 5年 のゼネコン汚Fl事十卜が起き

た際に、指名競争人オしが不正の温床であるとの

■し判が起こり、平成 6年度以 r4大規模な工事

に一般擁争入札を会計法等の原民|■Hり に適用す

るようになった。それでも,さ 続さ註合事件が

多/cし たため、そのたさらに一般競争入1し の適

用が拡大された。

当時、筆者が建設省大F官房に勤務 していた

頃、 句夕競争人十しの■人によって 1事 の品質が

確保されにくくなることが懸念され、入オし契約

に関する法制度に品質昨保に関する発注者の責

任が

"と

定されていないのはおかしいとの1表諭が

起 きた.そ こで、平成 8年 9月 にな監を委員長

とする「公共 に事の品質に保等のための行動指

tt校言司委員会Jを 設けて談「nを 深め、十成 10年

2りJに とりまとめた「公共T車の品質推保寺の

ための行動指lJの中で、「,3'十 者には公1に さを

確保しつつ、良質なモノを低rlFな 価格でタイム

リーに訓lfす る芦

“

がある |と して、初めて発

注者責にを公式に定義した。

発,i者責

“

に関するこのような問題意記を同

会議員筋に対して提起 したことが、白民党品に

議述 (公其工■品質‖保に関する議員通坐 i市

1宝 討会長)の 設立に発展 し、 r成 17年に1,1確 法

が議員立法でll定 されることにつながった.甘

景には、調整行力を談なとみなし陀:1に 処する

改正独禁法のll L行 が平成 18年 1月 に追ってい

た章hiが あった。これによって過当抗Ⅲが起き

て公共i事の品質確保が懸なされる事態が生じ

たことから、Ij H冊:法市」定が急がれたのである。

『
1確法は、基本理合として、公共工事の品質
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は「価li及 び品質が結合的に優れた内容の契約

つ`なさオ■ることにより LI【 さオ■なtテ イ■イまならな

いJと Ju定 し、発注者責十Fの机合を初めて法定

化 し、従来の加常競争から結合言T価 落札方式ヘ

ほttす べきとした。さらに、「7Si者 は、ヽ 自ら

発rT関 係■務を,直 LJに 実並することが四1は であ

ると記めるときは ヽ了S注 閉係Ⅲ務の全部又は

一部を行うことができる者の市ヒカと活ナHす るよ

う劣めなければならないJと lHL T~し 従来の入

十し契約制度が前掟としていた「発注者万能主義J

から航却し 技術力が不 十分なys注 者に対 して

は支転が必要であることを明記した。

もしこの品に法を会1法 lL方 由冶法に対す

るJi別 法とすることができれば、公す〔工事の「l

Ttに ついては会計法 lし方向市法によらず品碓

法によるとして ll古キキの前ととは,U体ネ とす

ることができた。 しかし 品碓法を会1法 地

方自お法の特別法とするには三らず、な外とし

て公共工事の人オし契約手続きを規定しているの

は会計法 jL方 白治法である。 illl法 は、公共

工■の入1し 空約には総合調 r落十し方式をlHい る

ことを求めているが 会1法 地方自lH法 の規

定上は結合汗11語十し方式はあくまでも,0外 的に

詔められる方式である。そのため、周上交通省

が祐合計価者なし方式を)Hい るにあたってはゃ会

計法のllt行 令としての性格を有する功令である

予決今 (予算洪算Zび会Pl介 )に 基づきlll務大

工脇話が必要であるゎ

十占碓法の平成 17午 4月 施行を受けて、と上

交通省は、結合評価林札方式を平成 17年度 ド■

刃1に 原則として 3億円以 卜の工中に、` r成 18年

度は

「
HJと して 2忙 円以上の■■に 平成 1941

Ett ttはほほすべての工■に適Tlし た。lL方公

ナ J体についても結合評価拷札方式の導入はTH

んでおり 平成 30年 S月 時点で、|「 追加県及び

指定抑
`市

はすべての団体 市区‖ilも においてに

630%の同体が導入している。

当時、牛ヤ らは 結合評ru落ォし方式へのFト

は lr r全 な競争環境の碑成につながるであろデ

と期待 した.しかし、現実には、過当競争を十

えることができず、改正独禁法がlt行 されたi

成 18午 1月 以作 民十な ll fth14に よるネ|し が,

立つようになった。

このため、同上交通省は、平成 18年 4月 と1_

り]の二度にわたってダンピング防止水を強化し

それによ,訂]査基羊価格を に回る代入札は lt,

したぅしかし、多くの場介に、落1し
/Hは 調査ネ■

lhi`の 直 Lに は,付 く引夕となった。このため、1

)〔事業予算 」ヽ減が続いた‖キHllに は、パイが打古小と

たことに力‖えて工Ⅲ l件 当たりの利益辛が Lf‐

し、業界の成味が続いた。これがIIn千 の建設産|

のコユい手ィ(足のPRT極 につながっている。

また 方で、需要が増大 して労,■金や資|

が高ttす るIt l期 に発注者側の活算が迫性でき1

いような状況が発生すると、入札する者がい■

い「イ(調Jが
'じ

たり、人十しする者がいてもす

ての入|し価杵が予定価作を上恒るような「不落

が発生することになるt特 に、ヤ成 23年 31

11日 の束日本大震災のわ 日 後Fl需 要が拡大

た束北地方において、` r成 23年 r171ら 不前 '

その発生■が急上昇 した.不前 イ(孫 は、十七

価杵による上限拘束というわが卜特有の人十し■

約制度に起対するユと象である.

3平成 26年品確法改正の経緯

平成 17年品 TL法 の 1別 において、法律の北
'

後 3年 を経過した時点で必要に応じて見直しを

行うこととされていたが 平成 21年 9月 に政|

交代となり法改正に向けた大きなIlき は起さ■

０
０ 道踏建設 こ



かったコ平成 24年 1211に 自公政推力`複
"昂

|し て

平工25年 1月 に白民比F冊註とをは日イにし 過正

化姿 (公共 :手契約j・ 司1化委員会 !呼 田投委員

長1の 設世をIIめ 、公共I事契約の適正化を図

るための中,Ⅲ Ⅲ↓な忙ドづけの打よをヒFl」1出 で

十Ⅲたすることを卜|=す こととした.

イ成 25年 1)1に II・ 正化オが建設産業界から

メツを聞いたいには、日本を11半 辿合会 (出 を

il)、 全
「

処F2半 防会 (全処)今日Ⅲ小建設業協

会 (令Ⅲ処)、 と設亡半卑 P町 し体辿合会 (処守辻 )

午いすイ■の」‖ヽから  ヽ予定価格の l ll J句 穴lll

成が要望さ1■ 、7jl「 設ヨンサルタンッ協会 (rJコ

ン協)"ヽ ら,1子 工れの避定方式の所化が求めら

'■

た,予定lu 14の 上限拘 ,こ について、用材名は

同年 5月 の地に化ムにおいて 予定仙i格 は17j約

金れの上限を示し契約令行の通〒に性の半Ⅲ断基半

であ り、サと☆のlL々 な■〕↓を加:供 し1」 政女●の

幼キ的な使用をllt保するために必要であるとの

立場を示した.

迪正化委は 平成 25119月 の会今後、試員立

法で市‖!法の改‖iを H持すこととし 同年 11月

には、「 il鉄改正校|」 プロジェクト,― ム (PT!

ll:昨 信 ll圧 長)き 設 1ナ て、 211に 政止法芸々と

まとめたすこのいは ■界からに限拘束航氏を

よめるデ|は妹 りにがらなくなっていた。米坪と

して上出(lJ束 はJよ 充して十ましいが、そうなると

止|〔 十J限価■や調査基 lr価 作まで加佐されかね

ないと しヽいじしはじめたのではないかと思われ

る.そ の後 米タトからのヒアリンダ+を ホトて

改正条がとりまとめられ、平成 26年 4月 参院本

会註 5月 オ院本会議で全会一致で可,(成立し

6月 に公布 近行された.

この改
「

においては、析キにわたる公共i手

の品質廿保とその担い手のⅢ長刑山|な す成 市

保のため 迪正な利JJを 軒!保てきるよう在iキ 社

遺路産設 2 5

合情勢の変化を勘楽してTL正 本予定価格を設定

することなどが発注者の責Pjと された。予定仰i

杵の上限‖」束廃止には三らなかったが 予定lH

格の に映拘,こ による,1官 をほ和しようとした.

また、+:光 の■性に応じた多析な入札契約方

式の導入 .fllが ■定されたち■11捉案 交渉

方式は

「

もほれた技術犯案を行った者と価14

やllL工 方iよ 牛を交渉し、実TjlF子 を決定する方

式であるぅよ令に初めて「交渉 |が ,■ 定された

ことは大きな塙i進であるが 会「 とやH_方 自市

よに交渉が住ドづ|ナ られたわけではない.交渉

を経て契約Ⅲl手 を増定したのちに会計■や地方

向市法上の肛ま契約の手続きをイ「うことにな

る.ま た jL成相会資本の対しヽ ■plに rす る方

式として、担数のTt類の米子 工Ⅲを一打する

包括発注方式や、ml位 的にれ数の年度にわたっ

て発,十 するれよ年契約方式、さらには複よ社よ

り構成される和1合そのⅢしの事業小が記争に参カロ

すること″`できる方rlがイ立世づけら,■た。

4令和元年品確法改正

平成 26年 ,1に 法改正の■月1に おいて、すとイr後

5年 を日ととして必要にはじ見直しを行うことと

されていたことから 平成 30年 7月 の向民til

rL議

'こ

十

「

本
「

会工)裕会において 次の通■同

会での改正をH指すことが梶柔された`■成 30

年 ll llに 出民党品柿私とが行った米舛ヒアリン

グにおいて、日と辿や今H・ をからは,t告 れ田」二Ⅲ

に対する人|し契約方式について、全をからはnlき

方政■の取 り祉みについて要望があり、とコンれ

からは公共■+か ら公す(事業全作の崩Trに lfへ

の法i」 度雅柿について変.IJが あった。

平成 30年 12月 、自民比掃l Flt試 進は、品に法

の改正作米を担うPT(仕昨信TI F長 )を 開き、

19



，一
．．↓｛、一一ミ

ー

改正■子案を示した.そ して、平成 31年 2月 の

PT会合にて改正案の大筋を」め、今和う七年 6月

に品llL法 改正が成立し、同月公布 llt行 された。

この改正により、災■時の緊急性にはじたlh

七契約など道切な入1し 実約方式の逆択や 慣務

負担行為などの活用による翌年度にわたる工■H

設定、ICTの i市 用今を通じた生I Hiの r」 上など

が担定さ,■、調査や設計などの業務が公共工車

品化法の対象として明碓に位置づけら,■ た.

5今後の課題と展望

品 lf法 のi」 をから二度にわたる改正を准て、

会rjt法  地方自泊法によるわが日4キ右の入札契

約制度にl・Lと する弊害がIHttf度 解消されてき

た。さらなる政
=に

向けて次の2つの評とが考

えらオじる.

ます、予定11格制度に関通して、平成 26年改

正により、在浦社会情勢の変化をF・
lJ案 して市場

の■8年を的十に反映した予定価格を設定する

ことと14L定 したのは、に快Ⅲ束の弊官を緩和す

るものである。しかし 今でも大十しの不詞 不

拷発生の阿題はη,Hしていない。吊要が多い時

には不前 不畜が発生しやす( 逆に市要が少

ない時には最llf Ⅲl快 tr格 や調査基準価倍の直上

に応札価格がはりつくという状況は 今でも発

生 している。さらなる改+を Tlめ るためには、

予定価格の上限拘束制度の見直しと可時に、公

共工■の価格の決まり方を変える必要がある.

すなわら 市負者が発注者による情算|「1格 を折

】!し て しFluゃ 下限近くをおらって落十Lす るとい

う状況を」iし て 末対の方材員全から下市価格、

そしてそれらをいまえて比Fuも った詰負者の実

行予算に基づいてオしを人れて落十しするという価

格決定構造をつくる必要がある。これが、lH問

の技術,H発古欲を高める把全な競争環境をつ く

ることにつなが り、生産性の向上、そして技術

者 ■能者の処遇向上、ひいては担い手確保に

つながると考えられる。

rrに 、得,質確保については、工事だけでなく

事業のな画から調査、設予、そして施工を経て

工事先成後のヤF持官型までのライフサイクル全

体を対象とする必要があると考える。令和元年

改「Fで調査、設計年を広く本法作の対象とした

“
は大きな前・Fである。今後さらに BIM/CIMセ

含め ICTを lirllし つつ、/L面世時を合めて■共

イヽ体の品質き柾lfし 生F●十日

“

上を実現しなけ,t

ばならない。そのためには、事業プロセス↑,H二

わたって発注者 言夕計者 施工者の技1'力 を■

集する仕 llみ づくりが必要であり 発注者のマ |

ジメントカが一層主要になるじしかし、発li者 |

技術者について必要な■1` 経 lL年 の要件がi

めらイ■ていない。発注投 対が担当する車業のi

類や規槙、州[易 度、FJ走方式寺にはじて 発注■

仰に必要な技術力 体‖」を171碓 化し、技術力がア

にする場合には、とさ注ヤはCM方式の活用などこ

より他から主張をiける必要がある。マネジメ,

卜力の柾冶tを 合めて手米全体の品質確保をど■

する観点からよ1町 度が充実することをll作 した

い.

今後、質の高いインフラ推柿を幼率的に進●

るとともに、R質な定設″米 741設 技術を柾千

発展させることが、日本の今後の持続的な成長

を可,ど にすると考えられるじ『 十

“

法が有意fL=

効果をもたらすよう、交渉方式や包格的な発と

方式の拡大のはか 受注者の兄積 りを活用すを

忙算の導入、災害‖キ等の随意契約や指名競争f

iし の活

"J、

発注者の作‖口4柿 などを進めるとを

もに さらに望ましい姿に 1け て昂に法が進イと

することを期待する。
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