土木計画学研究・講演集，CD-ROM, 48，2013 (forthcomming)

公益に資する適切な公共調達
制度に関する研究
山川
1学生会員

貴大1・神田

佑亮2・藤井

聡3

京都大学大学院 工学研究科(〒615-8540京都府京都市西京区京都大学桂4)
E-mail:yamakawa@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp

2正会員

京都大学准教授 工学研究科(〒615-8540京都府京都市西京区京都大学桂4)
E-mail:kanda@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
3正会員 京都大学教授 工学研究科(〒615-8540京都府京都市西京区京都大学桂4)
E-mail:fujii@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp

社会資本整備の最も重要な使命は「国民の命と暮らしを守る」ことであり，自然災害に見舞われるリス
クが高い我が国において，社会資本整備のみならず，防災及び経済発展の担い手として，土木建設業が，
社会にとって非常に重要な役割を果たしてきた．近年，業界の疲弊と工事品質の悪化が懸念され，これを
受けて，公共工事の受発注制度である「公共調達制度」の適正化の必要性が盛んに議論されている．
本研究では，我が国の公共調達に関わる歴史変遷を追うことによって，土木建設業がその役割を適切に
発現するためには，公共工事の調達制度において，「適切な工事品質の確保」や｢業界の維持・育成｣等が，
十分に考慮されたものでなければならないことが明らかとなった．その上で，従来よりも特に「地域に必
要な建設力の維持」に配慮した調達方式を提案し，今後の公共調達制度の基本的な在り方を示した．

Key Words : 公共調達制度，工事品質，地域建設力，談合

正行為の防止である．近年では，2005年に価格と品質の総合
的な評価によって最も優れたものを調達するということを理念
とする「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行さ
れ，その後国の直轄工事において，総合評価方式による一
般競争入札が導入された．その後，同方式の適用拡充が進
み，2010年度においては，国土交通省発注全工事の99.2%
で適用されているほか3)，地方自治体発注工事でも適用が進
んでいる4)．
しかしながら，その運用をめぐってはこれまで様々な問題
点が指摘され続け，そのたびに発注機関が対処してきが一
向に根本的な解決には至っていない．
近年，入札契約に関する情報の公開が進んだことも相まっ
て，公共調達制度に関する研究が多く為されている．伊藤5)
は総合評価方式が原則的に導入されてから数年後に，同方
式が採用されるに至った経緯を示したうえで，ダンピング受注
排除のために，今後検討する必要がある課題を挙げている．
また，金子6)らは同方式に係る入札情報を統計分析すること
で，入札における競争状況を把握し，入札参加者による技術
提案における技術点に差がつきにくくなっていることを明らか
にし，現行の総合評価方式において技術評価が優位に働い
ていないことを問題点として指摘した．これらの実態分析に対
して，高木7)らは，技術提案評価の項目を優位に機能させる
ために，新たな評価方式を提案している．また，高瀬ら8)は地

1. 研究の背景と目的
社会資本整備の最も重要な使命は「国民の命と暮らしを守
る」ことであり，自然災害に見舞われるリスクが高い我が国に
おいて，社会資本整備のみならず，防災及び経済発展の担
い手として，土木建設業が非常に重要な役割を果たしてきた
1)
．しかしながら，近年，公共工事の入札市場では，闇雲な低
入札(ダンピング)の発生をはじめとした様々な弊害により，建
設業界全体が厳しい状況を迎えている2)．さらに，施工費等の
切り詰めによる粗悪工事による悪質な成果品が社会に提供さ
れることにより，将来，社会全体が甚大な不利益を被ることが
危惧される．一方で特に地域社会にとって，建設業者が果た
す地域維持の役割は極めて大きく，そのような業者の経営悪
化・倒産により，地域防災力の低下，そして今後来り得る大災
害発生の際に甚大な影響を及ぼし得ることは推察するに難く
ない．そのため，受注者と価格を決定するシステムである公
共調達制度は，良質なインフラを適正価格で提供できるもの
であるだけではなく，建設市場の特殊性，また，供給者である
建設業が担う役割を考慮しなければならない．
これまで，公共調達制度の設計にあたっては，長きにわた
って議論され，制度の改正が進められてきた．主な論点は次
の二つの側面でえあった．一つは，競争入札を原則とする中
での工事品質の確保であり，もう一つは談合に代表される不
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方の実情を考慮した独自の総合評価方式について，その実
態と効果について統計分析を行い，受注業者決定に際する
企業評価において，地域要件と施工実績が大きく影響してい
ることを示した．
したがって，本方式の行き詰まりに直面しているとも言える
現在，総合評価方式が目指していた適切な公共調達につい
て，再考する必要があると言えよう．
加えて「談合」の存在も公共調達制度を論じる上では極め
て重要である．「談合は悪である」という認識が主流でありなが
らも，現在でもなお談合事件が度々取り立たされていることを
考慮すると，その意味について十分に考察した上で，この問
題について議論する必要がある．
そこで本研究では，現在原則採用されている総合評価方
式一般競争入札を，制度設計に際しての出発点とするので
はなく，談合行為を含め，入札契約制度の変遷を追うことで，
「公共調達において根本的に何が重要視されてきたのか」を
明らかにすることから始める．そして，これらの観点から，現行
制度及び現在提案されている制度案を鑑み，適切な公共調
達制度を考察する上での示唆とし，これらを踏まえて，今後の
公共調達制度の在り方について提言・提案を行うこととする．

で指名競争が採用された．発注者・受注者とも不良業者の参
入を嫌ったためである．
しかしながら，その後も不良・不適格業者の参入やダンピン
グの弊害は依然として続いた．
こうした弊害を排除する必要性が高まっていき，健全な業
者による談合が徐々に行わることとなった．同時に，業者間の
話し合いを確保するための強制力として，談合屋の必要性も
高まっていった．しかしながら，当時の談合には問題点も多か
った．まず談合金にあずかろうという目的で，入札・談合に参
加し，実際には十分な施工能力を持たないいわゆる看板業
者が多発した．また，落札予定者が入札参加者及び談合屋
に支払う談合金が多額であればあるほど，実際の施工費を切
り詰めなければならないことで，再び赤字受注による手抜き工
事の発生が危ぶまれ，品質低下が懸念された．
このような弊害を伴いつつ，その後も談合屋の横行と一定
のルールによる調整により入札談合は維持されていった．司
法判決と談合罪制定により社会問題として取り上げられつつ
も，談合を決定的に違法とする事態はほとんど起きなかった．

(2)工業組合法適用による企業統制・配給体制の確立
第一次大戦後の国内産業の衰退と輸出貿易の激減を受
け，工業組合法が 1925 年に公布された．その目的は「同手
2. 我が国の公共調達制度の歴史変遷
工業者が団結して共同の利益を増進し，自殺的競争をなくす
ことによって，油種貿易上の弊害をなくすこと」であった．その
(1)一般競争入札方式を原則とする明治会計法の制定
会計法が 1889 年に制定，翌年に施行され，全ての工事は 後，戦時色が強まっていき，更なる生産性向上が求められて
原則競争入札に付されることとなった．近代国家として形式的 いくにつれて，同法による企業統制力はより強化されるよう
合理性の確保が必要とされたことが同法の制定に至った背 度々改正が為された．さらに戦時体制下では，工業品の配給
景であった．明治初期の貧困な財政の中で，政商と言われた 機関として，組合が指定されたことにより，大小問わずほとん
特定の民間有力資本との提携関係を産業政策の軸とし，殖 どの企業が組合によって統制された．その一方で，組合によ
産興業の発展に大きく貢献したが，ここにきて政府会計の透 る統制力乱用を防ぐため，行政官庁からの組合への統制力
明性を欧米先進国に伍して形の上で示す必要があった．近 (具体的には，組合の人事に関する決定権のほか，検査や罰
代国家の基礎的条件として，公共の事業に対する支出行為 則処分等)も徐々に強められていった．
1940 年，建設業界も工業組合法が適用されることとなった．
が公正な手続きのものである必要があり，憲法制定を基本に，
政府は組合に建設用諸資材の配給統制の役割を期待し，業
近代的法体系を急速に整備しようという気風があった．
また，予定価格を作成し，契約額の上限(払下契約におい 界も長年問題視されてきた不適格業者の参入によるダンピン
ては下限)とすると規定された．これは，当時は政府直営工事 グの規制を含めて実現することに大きな意義を見出していた．
が多く，工事費用の積算能力を十分に有していたことが背景 こうして，組合が中小企業も含め，業界が組織化することによ
り，物資の配給や工事請負の斡旋を行うことができることとな
であったと考えられる．
会計法制定に伴う一般競争入札方式は政府の発注方法 った．つまり，組合によって仕事量の分配等が決定されつつ，
を大幅に変えるものであった．その後，新規小企業が乱立し， 談合屋等，それまでの談合による弊害を取り締まりも整備する
それまで土木請負業を支えてきた日本土木会社をはじめとす ことによって，「公による配給統制」が確立された．
こうして，長年問題視されてきたダンピングや，不適格業者
る大企業は経営危機に陥った．加えて新規参入した不良業
の入札参入の弊害が是正されるとともに，戦時体制が強化さ
者による闇雲な安値受注が発生し，粗悪工事のみならず入
札妨害や複数業者の共謀による価格のつり上げ等の弊害が れる中，物資供給の安定化が図られ，業界の統制の為に組
多発した．これらの弊害は，朝鮮・清国との緊張から日清戦争 合がその役割を担っていた．また，政府もその必要性を認め
につながる過程での軍事需要の増加により建設投資が増加 ていた節がうかがい知れる．
したことが一因であった．
(3)戦後の公共調達制度の変遷
こうした状況を改善する方策として，1900 年に勅令によって
戦後の公共調達制度は，明治時代の無秩序な状態へと戻
指名競争入札方式制度が導入，1921 年には会計法が大幅 り，そして明治から昭和初期にかけての進歩の過程を再び歩
に改正され，一般競争入札方式の例外として，指名競争入 むことになった．戦後の入札契約制度の運用にあたっては，
札方式と随意契約が明文化されるに至ったが，実際には一 GHQ の指示により鉄道工事を中心に，原則的に一般競争入
般競争入札方式はほとんど実施されず，ほとんどの公共工事 札方式が適用されたが，実質的には指名競争入札方式制度
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が徐々に採用されていった．しかしその後，戦後の復旧に伴
う建設投資が増加し，再びダンピング入札等の混乱が生じ，
これと並行して，1946 年から 1950 年にかけて，戦前の談合組
織が復活し始めた．これらと前後して 1947 年に公正取引委
員会が発足し，その後入札制度の合理化が徐々に進められ
ていった．1961 年には，会計法が一部改正され，極端な安値
受注を規制するために低入札価格調査制度が規定されたが．
2000 年代に入るまで同制度が適用されることはほとんどなか
った．これは実際にはほとんどの案件で指名競争入札を採用
していたことと，業界の自主的な調整によって，ダンピングが
未然に抑制されていたためだと考えられる．実際，1960 年代
頃までは，談合事件が取り立たされても，司法もその有用性
を認める判決を下すこともしばしばあった．このころ，業界でも
談合における秩序を守るため，第三者や談合金，接待等の
行為を排除していたと言われている．しかしその後，1960 年
代に入ると，それまで実質的にほとんど取り締まられることが
なかった入札談合行為に独占禁止法が適用されるようになり，
談合事件が数多く摘発された．1981 年の静岡事件をきっかけ
に，業者による不透明な調整行為と指名競争入札制度を問
題視する声が高まっていった．さらに米国からの建設市場開
放の圧力も相まって，指名入札から一般競争入札方式へと
転換する気運が高まった．こうして，談合による受注調整の秩
序が危ぶまれたこと，また談合を取り仕切る業者(仕切役)が固
定化してきたことによって，特に官側と協調しながら，談合は
官僚政治と業界自治が補完し合うような形で行われるようにな
った．一方，政治家は公共工事の決定に際して大きな影響
力をもつため，このような談合構造に介入しやすくなる．こうし
て，それまで「業界自治」のために談合に，いわゆる「天の声」
の影響が及ぶようになり，政・官が絡んだ「官製談合」へと変
化していった．これらを受けて，政府は 1994 年，国直轄の大
規模工事について一般競争入札方式を本格採用し，その後，
対象工事が徐々に広げられ，ほとんどの公共工事において
同方式が採用されることとなった．しかしながら，その後も談合
事件がしばしば社会問題化し，また，それまで発注者による
入札参加業者の指名によって担保されていた「品質」をいか
に確保していくかが問題視されてきた．これを受けて，価格と
品質を総合的に勘案し，落札者を決定する「総合評価方式」
がその打開案として導入され，2005 年には国直轄工事で全
面的に採用され，その後同方式の適用拡大が進んだ．総合
評価方式全面的採用という大きな方針転換が進められる中，
当時多発していた談合事件摘発を受けて，2005 年，大手ゼ
ネコンが「談合決別宣言」を発表した．これに加えて，政府に
よる公共事業予算の激減が，業者による熾烈な受注競争に
拍車をかけ，安値受注が多発した．その後，著しい低入札の
発生件数は減少したが，同方式については，その他にも様々
な問題点が現在に至るまで指摘され，修正が重ねられている．

3. 公共調達制度の機能と役割
(1) これまでの公共調達制度が果たしてきた機能
我が国における公共調達については，明治２２年に制定さ
れた会計法によってその基礎が定められ，法律上では価格
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競争による入札契約によって調達されることを原則とした上で，
実際の運用方法にあたっては社会情勢や建設業界の実情を
反映し，さらに建設市場が抱える問題に対応するための修正
を重ね続けたきた．公共調達制度の歴史変遷を概観すると，
これまでの公共調達制度が果たそうとしてきた役割を読み取
ることができる．
公共調達制度は主として，以下に示す8点をその趣旨とし，
改訂が重ねられてきたこと，加えてこれら8つの機能が十分に
働かず，適切な調達が危ぶまれた時，これらの機能を補完す
ることを意図して，談合が執り行われてきたことが既往文献や
資料等より示唆される．
第一に，工事は一品固有の受注生産であるので，各々の
工事固有の「適正価格」がある．そのため極端な低価格入札
(ダンピング)の多発により，受注価格が低下し，施工費にその
しわ寄せが及び，工事品質を貶めることが懸念される．この問
題は公共調達制度において最も配慮されるべき事項である．
歴史的にも，ダンピングの防止は受発注者双方にとって，100
年以上続く古くからの関心事であった．入札契約制度では，
過去に大きく三度(明治会計法制定直後，終戦直後の鉄道
工事，1992年の日米構造会議後)，競争性の高い一般競争
入札方式を原則採用したが，いずれの時も採用直後からダン
ピングが発生し，指名競争入札方式等の運用により，ダンピ
ングの防止を図ってきた．また，業者による談合行為も，過当
競争によるダンピングの発生と，適正な工事品質を確保する
ための業者側の工夫でもあった．政府もダンピングの問題性
を認め，随意契約の適用範囲の拡大等により競争性の抑制，
そして工事品質の確保に努めてきた．近年でも，この問題を
危惧する声が多々あげられており，各発注機関で様々な防
止策の適用が試みられている9)．
第二に，国民の税金を主な財源として，公共工事が執行さ
れていることを考慮すると，契約金額が工事の「適正価格」を
大幅に超過してはならない．特に，入札契約制度の歴史に
おいて，不正な談合行為等の横行による工事受注価格の不
当なつり上げが懸念され続けてきた．このような問題に対応す
るため，我が国の会計法では各々工事について予定価格が
発注者により定められ，それを入札の上限価格とすることが原
則とされている．しかしながら，予定価格は数カ月から一年前
の実勢価格を反映した積算価格であり，ダンピングが頻発し
ている状況下では，予定価格が過剰に低く見積もられ，工事
の適正な施工費を下回ることを危惧する声もある9)．
第三に，調達に際する過剰な事務量の発生は，発注が迅
速に完了できないことによる発注のタイミングの遅れをもたら
す．そのしわ寄せは工期の遅れへと影響するのに加え，書類
や提案書の作成等，受発注者ともに多大な労力やコストを強
いる．工事受注量が低迷している現状では，このような調達
事務の増大も経営を圧迫していると指摘されている．さらに，
これが工事施工費へのしわ寄せを招き，工事品質悪化へと
つながることも危惧される．会計法が度々修正されてきた理由
の一つに，一般競争入札方式における多大な発注事務量の
発生への対応もあった．したがって入札契約手続きにおける
事務負担を軽減することも重要である．
第四に，適切な工事履行能力をもたない業者による受注を

防ぐために，不良不適格業者を入札契約段階で排除する必
要がある．歴史的には，談合はこれを排除するための，業者
による自主的な防衛手段であったと考えられる．また，指名競
争入札方式は，発注者の判断によって，こういった業者を入
札から排除することを目的として導入され，戦後の経営事項
審査制度導入をはじめとした入札参加資格審査の整備も，こ
れを目的としていた．
第五に，各々の工事が適切に評価され，その実績が以降
の受注機会確保につながることは，建設業者が優秀な工事
を継続的に履行するための有効なインセンティブとして機能
し得る．既往の入札契約制度の変遷を振り返ると，入札参加
資格の審査項目や総合評価方式の評価項目として成績表
点や表彰等が位置づけられている．談合においても，過去の
施工実績が受注業者選定における重要な要素とされていた．
第六に，地域社会の安全と安心を守るためには，一定量
の「地域建設力」が維持されなければならない．地方の事情
に精通した建設業者は，災害対応等の突発的な需要に対し
て常時適切に対応できること，また，建設業が経済に極めて
多大な影響を及ぼし，特に地方部においてこの傾向が強い
こと，さらに，当該地区の社会的・自然的要件へより配慮でき
ることにより，より質の高い工事を行え得ることを考慮すると地
域に一定数の建設業者が適当に存在することが重要である．
業界は古くからこの必要性を認識しており，入札契約制度
で制定される前から，一定地域内の業者による談合によって，
将来の受注をある程度保証することにより，これを担保してい
た．現在の入札契約制度においては，「地域要件」が，落札
者選定における要素の一つとして規定されており，「等級区
分」によって，小規模業者の受注機会確保が図られている．
第七に能力のある優良な業者にとって，入札参加の機会
は広く保たれるべきである．優良な入札参加者間の競争を促
すことにより，より高品質な公共工事の調達が可能となる．業
者による新たな技術開発や工夫は，受注機会に適切に反映
されるべきである．一般競争入札方式導入を主とする競争性
向上策が講じられてきた背景には，この基本的な認識がある．
第八に，調達制度に係る手続き全体を通して，関係者によ
る口利きや賄賂等の行為が起こってはならず，また，制度自
体は，それらの行為が発生しにくいようなものでなければなら
ない．これらの不正行為は，受注業者や価格の決定に影響
を与えることによって，適切な工事履行を妨げ得る．歴史的に
は，談合に伴ってこういった不正行為が横行することが取り上
げられ，「談合は悪」という認識の下，これを取り締まるために，
刑法談合罪の制定や，独占禁止法の運用強化が為されてき
た．戦後は業界においても，第三者の介入や，談合金の授
受を禁止することで，談合内での不正行為を排除することが
試みられてきた．近年では，公共調達における不透明な契約
状況を是正しようと，随意契約においても，より合理的な方法
へと修正されている10)
(2) 談合事件から見る公共調達制度が果たすべき機能
談合が事実上頻繁に行われてきたことは，歴史が物語って
いる．しかし当然ながら，その方法の公然の明確な規定はな
く，また具体的な内容も乏しい．本稿でこれまで行ってきた，
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各調達方式に関する評価と同様の方法でその是非を考察す
るのは難しく，ここでは，2012年10月に発覚した高知県内談合
事件を例として，談合が公共調達制度において果たそうとし
てきた機能を考察する．
まず反ダンピングの面では，本事件で課徴金の対象となっ
た談合認定工事50件の平均落札率は95.53%であったのに対
し，その他の非対象工事175件の平均落札率は94.10%であっ
た11)．談合によって落札率の上昇が見られることから，ダンピ
ングが是正されていたことと見ることができる．ただ，予定価格
以下の範囲内で工事が受注されていること，また平均落札率
の差がわずか1%強であることを踏まえると，談合による受注
価格が「不当に高い」と一概に見なすことはできない．
次に，談合により果たそうとしていた機能について，高知県
談合防止対策検討委員会によって実施された談合に参加し
た業者に対するヒアリング調査の結果より考察する12)．ヒアリン
グ結果によると，談合に至った理由として，業者の切迫した経
営状況を読むとることができるとともに，適切な工事施工によ
る工事品質の確保のために談合に参加していたことも窺い知
れる．また，談合の方法は，世話役であった三業者の指示に
よって，入札参加者の入札価格等が事前に決定されていたと
いう供述13)から，通常の総合評価方式競争入札に比べて，入
札参加者の事務手間量は少なかったことが推察される．
併せて，談合に参加していたとされる業者の工事成績につ
いて調べてみると，今回の談合事件に関与したとされ，県から
指名停止措置を受けた業者37社の内，25社が四国地方整備
局の発注した一般土木工事において工事成績優良業者とし
て位置づけられている14),15)．この工事成績ランキングにおいて
高知県内の業者を抜粋してみると，ランクインした全38社の内
25社が談合に参加していたとされる業者であった．施工実績
が受注者決定に適切に反映されていたかどうかについては
一概には言えないものの，談合に参加していた業者の工事
成績は優良であったという事実は否めない．
以上のように，談合に参加していた業者の内，相当程度
(約7割)の業者が工事成績優良な業者であったことから，不良
不適格業者が排除され，業者の施工実績が勘案された上で，
適切に受注者選定が為されていた可能性が示唆される．また，
国土交通省の調査報告書13)によると，談合に至った背景とし
て，公共事業削減に伴う厳しい経営状況や，発注機関側にも
談合を助長しやすい状況があったことを色濃く反映した供述
が見受けられる中，高知県の地域性として，毎年台風や豪雨
等の自然災害が多いことによって，地域社会における建設業
の役割は極めて大きい点，また，建設業が県の産業基盤の
多くを担っている点が挙げられていることも着目すべきである．
この点，談合によって「『地域に必要な』建設業者の存続」が
図られていたことがうかがえる．
以上，直近の重大な談合事件であった高知県内談合事件
に関する分析・考察を踏まえると，談合行為がいわゆる一般
的に認識されているような「不正な利益を得るための悪質な
行為」とは必ずしも言えず，むしろ地域社会の維持責任を担う
建設業の存続を通じて，公益に資することをその目的として
いたことが，少なからず示唆されたといえよう．このことから，公
共調達制度における談合には，「良質な場合」と「悪質な場合」

が存在してきたと考えることができる．良質な談合とは，「公益
確保の視点から，競争入札によるダンピングの発生や，不良
不適格業者の参入などを防ぎ，工事の適切な品質を確保す
るために，第三者への利益誘導行為を排除した，業者間の
自主的な手段によって，当該工事特性や業者の施工実績，
その他事情を総合的に勘案し，入札前に入札参加者の入札
金額等を調整し，受注価格や受注業者を決定する行為」と定
義づけることができる．他方，悪質な談合とは，「入札前に入
札参加業者，発注機関職員，または，それ以外の第三者も
含めた関係者が，入札に際して不当に利益を得る目的をもっ
て，入札前に各入札参加者の入札金額等を調整し，受注者
と受注価格をあらかじめ決定する，公益を著しく害する行為」
とする．この定義に基づくと，「良質な談合」はダンピングや不
良不適格業者の排除を目的としつつ，業者の施工実績や能
力，地域性等の事情を総合的に考慮しつつ，不当な金銭の
授受等を伴わない方法で，業者間で仕事を配分するというこ
とができる．これが適切に実行されるのであれば，発注者が
上限値として予定価格を設定している限り，受注者選定に際
して受注価格が不当に高くなることはなく，関係者にとって事
務負担も過剰となることは無いと考えられる．

反映される(同⑤,⑥)ことによって，優良な業者が安定的に仕
事を獲得できるようになれば，その企業は若い技術者等の人
材育成や技術開発へ，積極的に投資を行うようになる．
また，公共調達制度において，当該地域に必要な地域建
設力が適切に維持・確保されることを考慮する(同⑥)と，地域
に根差した建設業者による「地域の事情に応じたきめ細やか
な対応」が為されるだけでなく，「災害時の適切な復旧対応等」
が可能となる．さらに，平時においても建設業は，特に地方に
とって，大規模な「地域雇用を創出」している．
最後に，公共調達制度はシステム全体を通して，「公正な
競争環境」である必要がある．これには，制度において，優良
業者の参入機会が十分に確保され(同⑦)，入札契約手続き
に際して，不正行為の発生防止する(同⑧)ための措置が十
分に担保されていることが重要である．
以上より，既述の8つの機能を有した公共調達制度は，
個々の工事について，品質が適切に確保され，またそれが
適正価格で調達されることに加えて，優良な建設業者が安定
的に工事を受注できることによって，「適正価格による良質な
インフラの継続的提供」を社会へもたらす．さらに，一定数の
地域建設業者が存続し，平時及び災害時において，適切な
対応を行い，その上，地域雇用の創出といった，総合的な
「地域コミュニティの維持継続」効果をもたらす．そして，これら
全体が公正な競争環境の下で達成されることによって，工事
調達手続きの客観性及び適切性に関する，「国民からの更な
る理解を獲得」できるのである．

(3) 公共調達制度に求められる機能と役割
以上より，建設業が良質なインフラ提供をはじめとするその
社会的役割を適切に発現するためには，制度において以下
の8機能が十分に担保されていることが重要であるといえよう．
① ダンピングの防止
② 不当に高い入札価格の排除
③ 契約手続きの軽微な事務負担
④ 不良不適格業者の排除
⑤ 施工実績の適切な考慮
⑥ 必要な地域建設供給力の維持・確保
⑦ 優良業者の参入機会の確保
⑧ 口利き・賄賂等の不正行為の防止
まず，これら8つの機能全てについて，須らく言えることは，
「適切な工事品質確保」に大きく寄与するということである．過
剰に安い価格での入札(表1の①)や，不当に高い価格で入
札(同②)，十分な工事施工能力を有さない業者による受注を
防止する(同④)ことによって，悪質な工事履行の可能性を低
減できる．一方，工事予定地区についての精通度や，過去の
工事実績が適切に評価する(同⑤,⑥)ことによって，工事を適
切に履行できる業者を選定できる．このためには，口利きや
賄賂等の不正行為は，当該工事にとっての最適業者や価格
の選定を妨げ得るので，こういった不正行為を排除する(同
⑧)ことは，適正品質の工事履行につながる．同時に，優良な
業者にとっては入札参加のための窓口を確保する(同⑦)こと
で，より能力の高い業者による工事施工のために必要であり，
入札契約手続きに際する事務コストを適当量に抑える(同③)
ことで，受注業者の施工費確保につながり，契約後の適切な
工事履行に寄与する．
また，ダンピングが防止され(同①)，業者によって価格が不
当に吊り上げられることなく(同②)，契約に際する事務手間も
適当な量(同③)であれば，「適正価格での契約」が為される．
さらに，悪質な業者が排除され(同④)，かつ工事地区に関
する精通度や，過去の工事成績が受注機会確保に適切に

4. 現在提案されている公共調達制度の評価
では，既存の調達方式及び，現在試行または提案されて
いる方式は，これまでに整理した公共調達制度に求められる
機能や役割を満たしているのだろうか．前節で示した 8 つの
機能が考慮されている程度を評価の軸として，表 1 に示す 7
つの調達方式を評価・考察する．評価の観点を表 2 に示すよ
うな視点から，評価の対象とする入札契約制度の内容を精査
した上で，A（機能確保可能）～C（機能確保困難）の３段階で
評価した．
①ダンピングの防止
ダンピングの防止については，各々の方式において，「ダ
ンピング防止策」が適切に機能しているかどうかについて，発
注者による積算が妥当であるということを前提とし，国土交通
省発注工事の平均落札率の高低を参考にして，考察する．
2004 年度から 2012 年度における国土交通省発注工事につ
いて，各発注方式の契約件数と平均落札率を見る16),17),18)．
平均落札率(2011 年度)は指名競争入札方式では 89.3%，
一般競争入札方式(ほぼ全てで総合評価方式採用)では
90.2%と，両方式において，ダンピングが発生していることが懸
念される．しかしながら，指名競争入札方式のほうが平均落
札率が高く，ダンピング防止効果が若干高いと言える．一括
審査型による総合評価方式と，FIDIC 契約約款に準ずる第三
者技術者活用方式による総合評価方式については，現在試
行中であり適用件数も少ないが，前者では 88.7%．後者では
86.2%と両者とも落札率の上昇がみられないことを鑑みると，
5

ダンピング防止機能が適切に作用していないと考えられる．
今年度から各地整で順次試行導入され，2013 度にかけて本
格的に採用が見込まれている19)総合評価方式の二極化案に
ついては，本稿執筆時点で試行工事の落札率が公表されて
いないため，同様の方法で比較検証することはできないが，
技術提案を必要としない案件を定めたことにより，それらにつ
いては従来よりも施工実績が大きく評価されることにより，価格
競争の是正が期待できる．また技術的工夫の余地が大きい
案件については，技術提案の評価点を従来以上に有意に働
かせる評価方法を採用することによって，価格による過当競
争状態を是正することで，ダンピングによる受注可能性を低
減できると考えられる．また，入札ボンドを導入することによる
効果については，適用案件について，導入前後で落札率が
大幅に上昇している．これは，入札ボンド導入促進策を含め，
2006 年に国交省が実施した「緊急公共工事品質確保対策」
による結果であるという指摘もあるが20)，低入札を繰り返す業
者にはボンドが発行され得ないという入札ボンドの機能を考
えると，ダンピング防止に少なくとも一定の効果を果たしてい
ると考えられる．一方，純粋な競争入札によらない方式である
地域維持型 JV については，落札率による定量的な検証は
できないが，ダンピングによる工事品質悪化を背景として導入
されたことを考慮すると，総合評価方式を主とする他の方式よ
りも，低価格受注が抑制されていることは想像に難くない．
② 不当に高い入札価格の排除
上述の公共工事における予定価格は，「標準的な施工費」
であり，これを入札の上限価格として，厳格に位置付けている．
よって予定価格の定義上，それ以下で価格が決定する限り，
たとえ落札率 100%に近い価格で受注されることになったとし
ても，発注者にとって「不当に高く」はならないと見なせる．
よって「不当に高い入札価格が排除」されているかどうかは，
各方式において，予定価格またはそれに準ずるものによって，
契約に際する上限価格が設定されているかを見ることとすると，
競争入札を基本とする方式全てに対して当てはまる．また地
域維持型 JV(随意契約)に付する場合でも，会計法を基本と
する入札契約である限り予定価格が設定されるため上限制
約は存在するが，価格決定に際する関係者の裁量権が比較
的大きく，その他の方式よりも価格上昇の懸念が若干大きい
といえる．
③契約手続きの軽微な事務負担
契約手続きに際する事務負担量の評価においては，各々
の方式での入札契約において，受発注者が負担すべき事務
の数を判断の材料として評価した21),22),23),24),25)．
これをみると，現行の総合評価方式は一般競争入札と比
較して技術提案・資格審査・評価のプロセスを経る必要があり，
多くの事務手続きを要する．総合評価方式を基本とし，追加
的に試行・提案されているものについては，一括審査型では，
二件目以降の技術提案審査を省略できるため事務負担は若
干軽減されるものの，FIDIC 契約約款に準ずる第三者技術者
活用方式では，工事の監督・検査等を担当する第三者技術
者の調達が別途必要となり，入札契約に係る事務負担はさら
に増加する．ただ，従来では工事履行中に発注者が行って
いた業務の一部を第三者技術者が担うため，施工事業全体
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表 1 既存調達方式及び，試行・提案されている方式等
調達方式・制度案
a) 指名競争入札方式
b0) 総合評価方式（現行）
b1) 総合評価方式（一括審査型）

提案・実施主体
既存
既存
一部国土交通省
地方整備局で試行
b2) 総合評価方式（FIDIC 契約約款に準ず 欧米諸国
る第三者業者活用方式）
3
b ) 総合評価方式（入札ボンドの導入）
国土交通省
c) 二段階選抜方式技術提案評価型及び 国土交通省
施工能力評価型による二極化
d) 地域維持型 JV
全国建設業協会・
国土交通省

表 2 評価の観点
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

機能・役割
ダンピングの防止
不当に高い
入札価格の排除
契約手続きの
軽微な事務負担
不良不適格
業者の排除
施工実績の
適切な考慮
必要な地域建設
供給力の維持・確保
優良業者の
参入機会の確保
口利き・賄賂等の
不正行為の防止

評価の観点
平均落札率を比較
契約に際する何らかの上限価格が
設定されているか
選定・契約手続きに際する事務負担
量（手続きの段階数等）
技術力や履行確実性の低い業者を
排除できる可能性
施工計画・技術提案・履行可能性を
考慮した選定の可能性
工事地域の精通度・貢献度等を考
慮した選定の可能性
施工経験・表彰等，技術や品質を有
する受注者選定の可能性
発注者の裁量権の大小

を通してみると，発注者の事務負担は軽減する．
入札ボンドの導入については，現行の総合評価方式に追
加して，ボンドの申請・提出・審査を要するものの，基本的に
はボンドの有無を確認するのみであるため，過剰な負担には
ならないであろう．同様に総合評価方式の二極化案について
は，工事内容に応じて，技術提案書の作成・審査が不要とな
り，施工能力評価型での事務負担軽減が期待される．また，
技術提案評価型でも，二段階選抜方式を採用するで受発注
者双方の事務コスト削減につながる．一方，地域維持型 JV
は主に随意契約によるため，受発注者双方にとって，競争入
札に係る手続きよりも事務負担は小さいと考えられる．
④ 不良不適格業者の排除
公共調達制度において，不良不適格業者問題は簡単に
いえば，適切な工事施工能力をもたない業者(不良不適格業
者)の入札参入，工事受注により，工事不履行または，粗悪工
事が発生し，悪質な成果品が提供される危険性が高いことで
ある．その対策には，悪質な業者を入札前に排除することが
有効である．したがってここでは，受注希望業者にとって入札
に参加するまでに通過すべき審査の数を参照し評価する．
指名競争入札方式では，通常指名型の場合，指名基準の
み，公募型の場合，それに加えて技術提案書の審査がある．
一方，現行の総合評価方式では，指名競争入札方式よりも
多くの審査項目が用意されている．簡易型では，入参加資
格・技術提案と施工計画・過去の施工実績についての審査
があり，標準型，高度技術型においては，技術提案がより詳

細に審査され，技術提案の改善等を求め，場合によっては，
「受注者と対話」を行う．これは総合評価の二極化案について
も同様である．また，一括審査型・FIDIC 契約約款に準ずる第
三者技術者活用方式においても，受注希望業者が通るべき
審査は同じである．一方，入札ボンドを導入すると，ボンドを
発行する金融機関等による財務上の審査もパスする必要が
ある．地域維持型 JV を構成する業者の資格要件は，主に，
当該地域内における工事施工実績やその他の地域精通度・
貢献度に関する項目のみであるが，JV を構成するためには，
代表業者による認可だけでなく，参加業者間の相互了承が
必要であるため，JV 内の不良不適格業者を排除しようとする
作用は自然に発生していると考えられる．
⑤ 施工実績の適切な考慮
過去の施工実績が次回の受注機会確保のために，適切に
作用しているかどうかについても，入札契約手続きにおいて，
施工実績を評価する項目がどの程度設定されているかを見
ることとする．また，技術提案に関する発注者のヒアリングによ
って，書面上では判断できないような施工経験を，より詳細か
つ的確に問うことができるので，その実施の有無も評価の対
象とする．地域維持型 JV については中央建設業審議会の
資料を参考にした26)．
指名競争入札方式では，最終的な落札者の決定は最低
価格入札によるものの，指名基準として，過去の施工実績を
問う項目を設定し，入札参加の段階で，施工実績を考慮する．
森本ら27)によると，同方式において落札企業の過去の当該工
事地域における被指名実績が，工事成績評定に対して有意
に働いていることが統計的に示されている．つまり簡単にいえ
ば，現在の工事を頑張ることが，次回以降の指名そして，受
注拡大に繋がるという好循環を形成していると考えられる．一
方，現行の総合評価方式は入札参加資格審査で問うだけで
なく，最終的な落札者決定のための総合評価において，施
工実績を評価している(一括審査型・FIDIC 契約約款に準ず
る第三者技術者活用方式・総合評価方式の二極化案につい
ても同様)．さらに，入札ボンドを導入すると，過去の経験や成
績がボンド発行のための｢与信枠｣に反映されるので，長期的
には効果を発揮する．一方，地域維持型 JV については，構
成要件として当該地域での元請け施工経験の有無が規定さ
れているのみである．
⑥ 必要な地域建設力の維持・確保
工事地域内の地元建設業者の受注機会確保に配慮した
措置として，指名競争入札方式の指名基準や，総合評価方
式の項目において，「地域内に本店・支店・営業所を設置」
「当該地域内での施工経験」「地域の精通度や，ボランティア
活動・災害対応等による貢献度」等を地域要件として評価し
ている．しかしながら，評価全体に対するウエイトは非常に限
定的であり，その上，地域での実績や貢献度に関する評価
方法については曖昧な点が多く，実質的に差がつかなくなる
という事態が起こりやすいと考えられる．一方，地域維持型 JV
については，構成要件として，地元業者を優先する事項を明
示したうえで，実際の選定に関しては，企業体に一任すること
としている．同 JV が，「地域の維持管理に不可欠な事業につ
き，地域の建設企業が継続的な協業関係を確保することによ
7

り，その実施体制を安定確保するために結成される」28)という
性格を有する限り，「必要な地域建設力の維持・確保」のため
に，適切に機能すると考えられる．
⑦ 優良業者の参入機会の確保
適切な施工能力を有する業者が入札に参加し，受注でき
る機会を確保するために，競争参加の窓口がどれほど広く開
かれているかによる．総合評価方式では，参加要件として施
工実績等が規定されており，また，総合評価段階においても，
型によっては施工実績が大きく評価されるものの，入札参加
を大きく妨げるものではない(一括審査型・FIDIC 契約約款に
準ずる第三者技術者活用方式・総合評価方式の二極化案に
ついても同様)．その上，適用される型によっては，技術提案
が大きく評価されることによって，施工経験が少ない業者でも，
受注できる可能性は担保されている．しかしながら，指名競争
入札では，指名基準として過去の施工経験等が大きく評価さ
れ，経験の少ない業者は指名されない弊害もある．
⑧口利き・賄賂等の不正行為の防止
各方式で発注者などが有する，落札者決定に係る裁量権
が大きいと，口利き・賄賂等の不正行為が起きる可能性が高
いということができる．指名競争入札方式については，指名に
際して発注者の裁量権が大きく働く可能性が問題視されてき
た．地域維持型JVについても，一括して請け負う複数の工事
案件の割り振りは，JVに一任されるので，業者間の口利き等
が発生しやすい環境であることは否めない．また，現行の総
合評価方式においても，特に技術提案の評価に関しては，
発注者の判断によるところがある一方，施工実績や地域要件
に係る評価については，客観性の高い方法で実施されるの
で，落札者選定に際する透明性はある程度確保されていると
いえる．また，入札ボンド発行に際しては，第三者である金融
機関が，入札企業の財務状況を審査し，ボンドを発行するの
で，受発注者間の共謀が比較的起こりにくいといえる．
以上より各入札契約方式を評価した結果を表3に示す．

5. 望ましい公共調達制度に向けた提案
これまでの考察を踏まえて，今後の公共調達制度の在り方
について提案を行うこととする．
建設業者が請け負う工事は多岐に及び，一口に建設工事
表 3 各調達方式についての評価
評価の観点

入札契約方式

指名競争入札
現行の総合評価方式
一括審査型
FIDIC契約約款に準
ずる第三者技術者
活用方式
入札ボンド導入
二段階選抜方式技術提案評価型
及び施工能力評価型による総合評
価方式の二極化
技術提案評価型
施工能力評価型
地域維持型JV

契約手続
必要な地
不良不
不当に高
施工実績
優良業者
ダンピン
域建設供
きの軽微
適格業者 の適切な
の参入機
い入札価
給力の維
グの防止
な事務負
会の確保
格の排除
の排除
考慮
持・確保
担

口利き・賄
賂等の不
正行為の
防止

B A B B B B C
C
B A C A A B A
B
B※ A※ C+ A※ A※ B※ A※ B※
B※ A※ C+ A※ A+ B※ A※ B※
A

A※ C※ A+ A+ B※ A※ B※

B+ A

B+ A-

A-

A
B
A

B
AA

B B
A+ B
B A

A
A
B

A
B
B

B

B+

A-

A
B
B

B
A
B

※は現行の総合評価方式と同じ

といえども，道路・河川補修等の日常的な維持管理業務から，
大規模構造物建設業務等，その規模について幅がある一方，
高度な専門技術を特に要する工事もある．このように多種多
様な建設工事全てを同一の方式で調達することは，不適切
であると考えるのが自然であり，それぞれの工事内容に応じ
て適切な発注形式を採用することが求められるといえる．その
ように考えると，個々の土木建設工事にはそれぞれ施工難度
が存在し，それに応じて，適切な工事品質を確保するために
求められる施工業者は異なってくる．
そこで，本稿ではまず，工事の技術的難度と規模によって，
土木建設工事を4つのカテゴリーに大別し，それぞれ毎に適
切な公共調達制度を考えることとする．なお，「技術的難度」
は主に工法上の理由などによる施工の難しさを指し，国土交
通省が定める工事技術的難易度評価実施基準29)を参考とし，
「規模」は事業全体の管理に必要なマネジメント力等を含め
た施工の難しさを指し，同じく国土交通省が定める，一般土
木・建築工事等級区分を参考にC,D等級(予定価格～3億円)
を小規模とし，A,B等級(予定価格3億円～)を大規模とすると
いった方法が考えられる．以下，4つのカテゴリーに応じた公
共調達制度を提案する(図4)．
まず，難度の高い工事については，各々の工事に適した
業者を選定できる方式によって調達することが望ましいため，
特に技術的工夫の余地が大きい工事発注に際しては，技術
提案評価を重視することで，健全な技術競争環境の創造を
図ることとする．一方，大規模工事については，規模が大きく
なるほど，工事品質を適切に確保しつつ施工を行うことができ
る建設業者は限られてくるため，「大規模工事の施工経験」が
請負業者選定上，最も重要な要素であると言える．そのうえで，
複数の業者間の施工実績が同等であれば，「工事予定地区
について精通度」を重視することなどして，適宜，地元業者へ
の受注機会確保を図ることが望ましい．具体的には，高技術
難度・小規模工事では，技術提案評価の配点比率を高め，
低技術難度・大規模工事では，施工実績や表彰等による配
点比率を高めた総合評価方式を採用することで，当該工事
の受注者選定に必要な項目を評価しつつ，入札価格によっ
て決定する．技術的難度が高い大規模工事については，発
注件数が少なく，また，施工可能な業者もある程度大規模の
業者に限られ，技術力に優れた大規模業者を選定することが
望ましい．加えて，工事仕様について不定要素が多く，工事
期間中でも発注者の意図が工事及び成果品へ，適切に反映
されるように配慮が必要である．したがって，発注方式につい
ては，受注希望業者に，高度な技術提案を求め，それらを適
切に評価し，かつ提案された内容を適切な履行確保にも配
慮した，多様なプロポーザル方式を採用することを提案する．
このためには，入札価格のウエイトを下げ，技術提案に関す
る受発注者間の積極的対話の実施等，適当量の事務手間と
コストをかけて業者の技術力を詳細に審査・評価して，個々
の案件に対して，適切な契約形態をとらなければならない．
他方，施工難度の低い工事については，施工可能な建設
業者はきわめて多い．そのため，適切な工事品質を確保する
ために必要な要素を十分に担保しつつ，優良な地元業者の
受注機会確保に配慮することとする．これにより各々の地域

に必要な地域建設力の維持・確保を図る．実際に運用する
方法として，例えば現在試行導入が進められている「地域維
持型JV」のような，複数案件の工事を当該地域の共同企業体
(JV)や組合等の組織へ一括して発注する随意契約(公募型
プロポーザル)方式を提案する．契約期間については従来の
単年度のみならず，適宜，複数年等の長期契約を結ぶことと
する．また，個々の工事担当者と請負価格については業者の
施工実績や工事特性，地域貢献度や経営状態等を総合的
に勘案して，組織の代表業者を定め，共同体・組合等組織内
で，任意の方法によって決定する．ただし，「良質なインフラを
適切な価格で提供する」という，これまで発注者が担ってきた
責任を本方式では窓口となる「業界組織」も負う必要があり，
そのために受注組織が組織内の業者によって履行された工
事の品質に対して，その管理責任を負う関係の構築を目的と
した，種々の施策を新たに講じる必要がある．具体的には以
下に示す四つが考えられる．
第一に，組織が請け負う個々の工事品質を確保するため，
工事期間中及び施工後の品質を検査する第三者機関を設
置する．これにより，発注者-受注組織間，受注組織-担当業
者間の共謀による工事品質に関わる不正行為を防止し，客
観的な品質証明が可能となる．
第二に，仲介役である業界組織による適切な受注者選定
がなされるために，受注組織が組織内の業者によって履行さ
れた工事の品質に対してその管理責任を負う関係を形成す
る．例えば，成果品の欠陥等の工事不良が発覚した場合に
は，契約期間の短縮や，契約金の減額，または次回以降の
受注に際して不利になるペナルティー等を設ける．一方，組
織による工事案件の分配及び個々の工事成績によって，発
注者が業界組織のマネジメント能力を評価・表彰し，高評価
の場合には，次回以降の契約に有利な条件として付与するこ
とする．これによって，個々の工事成績が組織全体の評価に
影響するので，工事が適切に履行されなかった場合には，組
織内における当該業者の評価が下がり，次回以降の工事の
配分に不利になるという作用が自然に働くと考えられ，これが
担当業者の品質確保に対するインセンティブにつながる．
第三に，本方式による契約関係の透明性向上を図るため，
受注組織のマネジメント力の評価・表彰，また当該組織が受
注し，担当業者が施工した個々の工事成績等の情報を公開
することが必要である．
第四に，受注対象となる業界組織が本方式の目的をしっ
小

低

技
術
的
難
度

高

工事規模

共同企業体・組合等の
組織へ，複数の工事案
件を，複数年契約として
一括随意契約

大

総合評価方式
（施工実績重視）

総合評価方式
技術提案を最優先に
考慮した，
（技術提案評価重視，
二段階選抜方式，）
多様な契約方式

図4 本論文で提案する公共調達制度
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かりと理解しておく必要がある．このため発注者は「地域維持
のために必要な地域建設力を確保する」という本方式の目的
を，建設組合等業界組織への倫理教育を実施する必要があ
る．これによって，賄賂や口利きを伴った悪質な談合がもつ
弊害が発生することを未然に防ぐ．
以上のような体制が整えられるのであれば，この契約方式
によって，入札契約手続きに際する発注者の事務負担が大
幅に軽減されるだけでなく，受注する業者組織にとっても，従
来採算性が低かった案件で適正利益が得られる可能性が高
まることに加え，組織内で，仕事量について長期的な見通し
が立てられることによって，経営の安定化が期待できる．また，
工事担当業者の選定を業者側に一任することによって，当該
地域の業界事情に応じて，仕事を配分することができ，地域
に根差した地元業者の存続にもつながる．これは歴史的に談
合が果たしてきた機能を代替するものとして捉えることができ
る．その上，元々採算性の低い工事案件がほとんどであるた
め，賄賂等の不正行為が発生しにくいと考えられる．

6. 本研究のまとめ
本論文では社会資本整備の最も重要な使命である「国民
の命と暮らしを守る」という観点から，我が国の公共調達制度
が果たすべき機能や役割について，これまでの公共調達制
度の歴史的変遷に加え，談合が公共調達に果たしてきた役
割にも着目し，基本的な在り方を示した．加えてそれらの用件
を具備する入札契約制度を提案した．
その結果，主として次のような３つの知見が得られた．第一
に，公共調達制度を巡る議論の歴史的変遷から，公共調達
制度にはダンピングの防止等の価格面，不良不適格業者の
排除等の品質面，必要な地域建設供給力の維持・確保等の
地域活力や防災面など，８つの機能や役割が必要であること
を明らかにした．第二には，「必要悪」と言われてきた談合で
あるが，上記に示したような公共調達制度の役割を果たし，
私利私欲のためではない「良質」な談合が行われ，公共調達
制度では対応しきれない機能的補完を行い，公益に資してき
たという点である．そして第三には，今後の公共調達制度の
基本的な在り方として，施工難度の低い工事については，地
域社会の安全と安心を守るために，各々の地域に求められる
地元建設業者への安定的な受注機会確保に配慮した発注
方式を採用することによって，地域社会維持の担い手確保を
図りつつ，難度の高い工事に関しては，各々の品質確保のた
めに，適切な施工業者の選定と，適正価格での契約が為さ
れるように，十分に配慮した調達方式をとることを提案したうえ
で，低難度の工事発注に際しては，より具体的な提案として，
当該地域の業界組織等と複数案件について一括長期契約
を結ぶ方式を提案した．
本提案の実現に向けては，法改正，さらには公共調達に
対する国民の一般的な通念への説明等，様々なプロセスを
経ていく必要があろう．しかしながら我が国建設業の市場は
一品生産が多く，完全な標準化が困難であるという市場の特
性，加えて規模の大小を問わず災害リスクに面しているという
我が国独自の特殊性，建設業が地域に根ざしており，地域の
活力には地元建設業が不可欠であるという点を念頭に置きな
9

がら，公共調達制度が「国民の命と暮らしを守る」という社会
資本整備の本質的な目的をできるだけ早期かつ効果的に達
成するためのものであるということが正しく認識され，自律的な
成長システムとして形成されることを願う．
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