
平成 年度第２回横浜市入札等監視委員会の議事概要17

【日 時】

平成 年８月２日（火） 午後２時 分～午後４時 分17 00 25

【場 所】

関内駅前第二ビル ２階 特別会議室

【出席委員】

會田努委員長、小川佳子委員、腰原常雄委員、三辺夏雄委員、村上政博委員

【議 題】

Ⅰ 本市

１ 入札及び契約手続の運用状況について

２ 審議事項

（ ） 条件付一般競争入札に係る抽出案件 ３件1
（ ） 指名競争入札に係る抽出案件 ２件2
（ ） 随意契約に係る抽出案件 １件3

３ 報告事項

（ ） 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について1
（ ） 談合情報対応について2

Ⅱ 水道局

１ 入札及び契約手続の運用状況について

２ 審議事項

（ ） 条件付一般競争入札に係る抽出案件 ２件1
（ ） 指名競争入札に係る抽出案件 ２件2
（ ） 随意契約に係る抽出案件 １件3

３ 報告事項

（ ） 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について1

４ 年度入札・契約制度の見直しについて17

Ⅲ その他



【議事内容 （ 、事：事務局）】 委：委員

委：始まる前に提案したい、議題資料は先に送付されているので、事務局からの説明は

なるべく簡潔にして議論を充実したほうがよい。

委：説明は、ポイントを絞ってということですね。

議題Ⅰ（本市関係）

議題Ⅰ １ 入札及び契約手続の運用状況について-
・平成 年 月までの状況を報告17 7

議題Ⅰ １ ( )条件付一般競争入札に係る抽出案件- - 1
「 （ ）」・ 本牧ふ頭ＢＣ突堤間電気設備工事 その１６ ＢＣ－１３照明鉄塔電気設備工ほか

について説明。

委：今回の対象工種では、全部で何者あったのか。

事：細目の登録があるもので 数者です。60
委：そのうち 者が応じたということか。22
事：はい、そうです。

・ 中和田小学校耐震補強その他工事（建築工事 「駒林小学校耐震補強工事」の２「 ）」、

件を一括して説明。

委：似たような工事を選んでいるので対照しやすいが、結果的には違う入札経過となっ

ている。

委：中和田小の方は、約 者の参加資格企業があったにもかかわらず、応札したのは50
６者。数が少ないのは、なにか考えられる理由があるのか。

事：理由についてはわかりませんが、いわゆる夏休み工事につきましては、同じような

工事がかなりの数一緒に出るため、業者の方で選んで応札したのではないかと考えら

れます。

委：逆に応札者数が６者程度でしかないなら、応札する企業数を増やすべきではという

考え方もありうるが、ただ駒林小の方では 者の応札であるのを見ると、工事によ13
るバラツキと考えざるを得ないですかね。

委：中和田小は「耐震補強その他工事（建築工事 、駒林では「耐震補強工事」とな）」

っているが、両者の違いはなにか。

事： その他工事」とは、耐震補強工事の他に電気工事や設備工事が発注されていると「

いうことです。

委：駒林の方はなかったということか。

事：耐震補強工事が中心の工事として発注されたものです。

委：それぞれ、個性のある入札結果となっているのではないか。

事：中和田小の建築工事の場合ですと、予定価格で１億２千万円近くで、Ｂランクでは

上限に近いクラスです。施工技術としても鉄骨ブレースを か所設置するなど技術33
的難度も高いものですので、業者のレベルの問題もあります。他方駒林小は、予定価

格で６千４百万円ほどですので、Ｂランクの中程度の案件でそれなりに対応できる業

者もおり、参加の出来る業者数は多くなると考えています。落札率についていえば、



競争相手の数ということが、落札率の差になっているのではないかと考えられます。

委：入札参加者が多ければ、落札率が下がる傾向にあるのか。

事：たまたま今回はそういう結果になっているが、参加のできる企業数がポイントでは

ないかと考えます。そういった意味では指名競争入札で制限するよりは、参加条件を

設定して参加できる者が参加していく方が、制度として透明性を確保できると考えま

す。

。 。委：Ｂランクの学校耐震工事はいくつあったのか また参加した企業は何者あったのか

事：同時期には９件発注していました。入札参加数が極端に低いものもあります。たと

87.68 70えば、寺尾中学校耐震補強工事では３者で、落札率では ％でした。延べだと

者位になるが、ブロック分けだと調べてみないと分かりません。参加条件で区域を分

けていますが、同一区域の同様の工事に、複数手を上げている者もおります。

委：区域分けはどのように行うのか。

事：当該発注工事の行政区ごとに、あらかじめ割り振っています。この時期の建築Ｂは

南北２地域にしています。

議題Ⅰ ２ ( )指名競争入札に係る抽出案件- - 2
・ 旭土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４ 「金沢土木管内道「 ）」、

路整備工事（その２ 」の２件を一括して説明。）

委：前年度までは 者としていたが、今年度から 者としており、その中で落札率の20 15
高いのと低いのを抽出してみました。旭区の方は ％で、金沢区は ％という73 94.46

、 。結果であり 辞退者についてはこれぐらいいるのかなというような印象がありました

委：辞退する会社については、どのように理解すればよいのか。

事：旭区の方ですが、辞退した会社は６者ありまして、その内２者が地元旭区で、その

他４社が他区となっています。金沢区では、地元で辞退した者はいません。全て他区

の業者でした。この工事は緊急性を必要とする工事で、比較 地理的に地元あるいして

は、隣接しても比較的工事区に近い業者が多いです。あとは管内ものや金額的に低い

土木Ｃランクの工事は年度当初には比較的に契約が多いので、業者の方も選んで、無

理をしない応札をしていると思われます。

委：それでもこれだけ落札率が違うのはどうしてなのか。

事：落札率については、区によってかなりばらつきがあります。資料の入札方式別発注

工事総括表・一覧表をご覧いただきますと、傾向として旭区の方が競争が激しいこと

が見られます。

委：旭区は談合でやられたからね。

委：工事業者の区ごとの組織や業界団体はなにかあるのか。

事：まず横浜建設業協会があります。各区に支部組織がありますが、全ての登録業者が

加入しているわけではありません。もう一つは、工事業者の区会 連絡会と言いますか

。 、 。があります やはり地元密着型の工事ですので 他区からの参加は難しいと思えます

委：工事に緊急対応を要する工事とは、すぐに工事にかからなければならないのか。

事：連絡があればすぐに出動するような工事です。道路に穴があいて、すぐに修復が必

要となるような工事です。



委：緊急対応するのに入札をするんですか。

事：年度当初にそういう工事の対応ができる業者とあらかじめ契約します。

委：その工事金額はどのように決定するのか。

、 、事：過去の実績統計があり １回の工事に出動して何平米を修復するというのを推定し

算出して契約しています。概算契約ということではなく、工事予定額が無くなるまで

執行することになります。

委：予定工事に満たなかった場合にはどうするのか。

事：減額にします。ただ、年度末でない場合で工事が少なかった場合には、工期の延長

ということもあります。年度末の場合には、工期延長ができませんので減額になりま

す。

議題Ⅰ ２ ( )随意契約に係る抽出案件- - 3
・ 金沢水再生センター熱源空調設備修理工事」について説明。「

委：このような補修工事というのは、メーカーまたは系列会社しかできないのか。

事：同じような工事はあるが、大抵自分の会社のノウハウを使っており、基本的には使

っている技術が違ってきます。エレベーターなどでも昇降機としては同じでも、使用

している技術が各社で違ってきます。

委：技術というか会社ごとの交換部品の互換性がないんです。共通の部品が簡単に入手

できればいいんですが。あとは、制御するコンピューターやソフトウェアーなども違

っていると対応できない。

議題Ⅰ ３ ( )一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について- - 1
・事務局より報告。

委：資料に㈱松村組の経営不振とあるが、結構大きい会社だがどのような状況なのか。

事：これについては大阪地裁に民事再生法を申請したということで、指名停止措置を行

いました。

委：資料に契約違反等とあるが、どういった違反なのか。

事：工事の途中で、契約の解除を申し出たケースです。

議題Ⅰ ３ ( )談合情報対応について- - 2
・事務局より報告。

議題Ⅱ（水道局関係）

議題Ⅱ １入札及び契約手続の運用状況について-
・平成 年度末及び平成 年度６月までの状況について報告。16 17

議題Ⅱ ２ ( )条件付一般競争入札に係る抽出案件について- - 1
㎜配水管新設工事 ㎜配水管新設工・ 和泉町ほか４か所 「奈良町 ～「 」、ÿ ÿ100 100 300

の２件を一括して説明。事」



委：和泉町の件では入札参加者が８者だが、想定した参加可能業者はどれくらいか。

事：この件については、Ｂランクですので、 者程度です。100
委：奈良町の方はどうか。

事：奈良町については、 者程度です。220
委：分母に比べて、ずいぶん入札参加者が少ないが。

事：和泉町及び奈良町の案件とも地域分けをしていないので分母は大きくなっていま

す。和泉町については、入札参加者８者中、泉区の業者が３者、隣接する瀬谷区の業

者が２者となっており、実際に入札を希望した業者が地元中心となったと考えられま

す。

委：奈良町の方も同じ傾向にあるのか。

事：上水道Ｃランクは、 万円から 万円の間の工事が一般競争となります。2,500 3,500
分母からすると入札参加者は少ないですが、この件はＣランクの一般競争入札で初め

ての案件ということもあり、昨年の一般競争入札参加者の平均よりもやや多めです。

委：奈良町の案件で、秋葉建設工業とロッキー建設の無効の理由はなにか。

事：水道局用の入札書を用意してこなかったためで、様式上の誤りで失格となったもの

です。

委： 万円以上で条件付一般入札を行うという説明だったが、奈良町の 万円2,500 2,300
台でも対象となるのか。

事： 万円は税抜き価格です。税込みでは 万円以上であるため、一般競争入2,300 2,500
札の対象となります。

委：奈良町の方は工事現場に近い区を中心とした業者が参加しているのか。

事：奈良町については、区にバラツキがありますが、一番札の業者は青葉区（当該区）

です。全体に北部方面の業者が中心といえます。

委：地元業者だとやりやすい条件があるのか。

事：低入札調査の際の業者の話によりますと資材置場が近くにあること、地域の実情等

を具体的に理解していることなどから、施工を希望する案件であり、価格的にも企業

努力ができる案件であるとのことです。

委：従前の指名入札では、指名 者を工事の実施する区を中心に選定していたのか。20
事：Ｃランクにつきましては、 区を９区にまとめ、南北に地域分けし、それぞれの18

ローテーションで 者ずつ指名していました。20
委：指名から条件付一般に変わっても、和泉町の方は従前の傾向が見られるが、奈良町

の方は範囲が広がったということか。

事：奈良町は多少広がっています。また水道局では４つの配水管理所があり、そこが発

注する工事には、配水管理所の管轄区域に所在地がある業者が参加する傾向がありま

す。

委：今の話は、従前の区割の域を超えているのか、南と北に分けていたものが多少異な

るのか。

事：多少変わります。

委：和泉町の落札者㈱眞和も工事区内の業者だが、奈良町の方が地元業者で安くなる条

件があるというなら、和泉町も同じようになるのではないかという気がするのですけ



どね。

委：奈良町の方はたまたま現場に近かかったんでしょう。

委：大規模な工事と違って、こういう工事の業者は、数千万円の内でやっていかなけれ

ばならないので大変でしょう。

議題Ⅱ ２ ( )指名競争入札に係る抽出案件- - 2
「 」、「 」・ 中田東一丁目 ～ 工事 前田町 工事ÿ ÿ100 300 400㎜配水管新設 ㎜不断水弁設置

の２件を一括して説明。

委：ローテーション表について、よくわからなかったので泉区中田東一丁目の事例で説

明をお願いする。

事：前の案件の菅田町の工事が 番目の業者で終わっていますので、本件工事につい62
ては 番から 番までの業者となります。当該区業者はこの中で 番の３者63 84 65,69,81
ありますが、 者指名のうち６者を当該区指名する必要がありますので、当該区指20
名ローテーション表の泉区の業者の中から今回は 番から 番の３者を合わせて指97 99
名することとして合計で６者を当該区として指名します。

委：資料の網目がかかっている、実績待ちというのはどういうことか。

、 、事：上水道に業者登録しているが 実際 ｍｍ以上の管の布設工事の実績がないため100
指名を保留している業者です。下請等で実績ができた段階で指名していきます。

委：業者リストの順番はなにを基準に設定しているのか。

事：登録業者を所在地で南北に分け、ある数値をもとに順番を決めています。例えば評

点順にすると、業者の並びの予想がついてしまう場合があるので、採用出来ません。

また、順番はローテーションの組替を行い、業者が固定しないようにしています。

委：水道局の工事では、緊急工事とか、業者に特に協力してもらわなければ緊急対応出

来ない工事等はないのか。

事：今回取りあげた工事は、一般の布設替え計画に基づいて行う工事ですが、破裂が起

きた場合は年間契約で漏水修理業者に契約しています。

委：指名のランク付けをするのに、特に協力していただいた業者を優利に扱うなどの待

遇はないのか。

事：夜間緊急出動時や災害時などに、そういうものはありません。

委：非常災害時の復旧や協力業者に対して入札時に加点する制度はないか。

事：指名では行っていませんが、 年度から一般競争入札において、災害協力業者名17
簿に載っている業者のみを対象とした一般競争入札を実施しています。

委：災害時に特別な機械を出したり、復旧に協力してくれる業者に対しては、市として

公然と出していいと思う。特典が制度的にあってしかるべきだと思う。

議題Ⅱ ２ ( )随意契約に係る抽出案件- - 3
・ 工事及び 」につ「配水管等（ ㎜以下）漏水修理 配水管（ ㎜以下）切り回し工事ÿ ÿ150 50

いて説明。

委：これは年契約となっているが、この金額の精算はどのようにしているのか

事：破裂工事が発生した場合実際かかった額を算定し、月締めで支払をしています。年



間で契約の範囲内に収まれば、精算行為の中で収めますが、契約金額を超える場合は

追加の契約等で対処しています。

委：当然この金額が掛からない年もあるのか。

事：あります。ただし、毎年 くらいは執行されています。98%
委：この管工事協同組合というのは、組合の加入率は何パーセントくらいか。

事：管で登録のある業者の内でどのくらいの加入率なのかということでよろしいでしょ

うか。調査して、後日報告します。

委：官公需適格組合とかあって中小企業庁が指導あるいは認定しているようだ。

委：協同組合は協同組合であるのだが、それにプラス上乗せで中小企業向けのお墨付が

されているようだ。

委：独禁法上問題ないんですかね。一つしかない協同組合に一括発注して、組合員でな

い業者は参加できない。

委：協同組合というのは、元々小さな業者が集まって大きな業者に対抗するシステムな

わけですから、正当に機能していれば問題ないわけです。

委：加入率が気になりますね。少数の企業しか加入していなのにその協同組合と一括契

約してしまうのはどうかということです。

事：正確な数字を出して報告します。

議題Ⅱ ３ ( )一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について- - 1
・事務局より報告。

議題Ⅱ ４ 年度入札・契約制度の見直しについて- 17
・事務局より説明。

委：調査基準価格、 低制限価格につきまして入札後に公表することに改めることつい

、 、 。ては 前回の委員会で申し上げましたとおり 情報公開の観点から非常に疑問がある

前回の議事録には私の発言があったのですが、ただ言っているだけになっているの

で、今回の議事録では情報公開請求からの観点で非常に強い異論があったことを残し

てほしい。

委：先生のおっしゃるのは、一つの政策として簡単に事前公表したり事後公表にしたり

システムを変更することが非常に問題であるということですか。

委：いいえそういうことではなく、今までアクセスできていた情報です。それが条例等

によらないでいきなり遮断されるということ自体が問題である。

おそらく、この方が合理的な制度改革なんだろうと思いますがね。

議題Ⅲ その他

・審議件数の増加について

事務局の説明を了承



【意見具申】 今回は特段の意見具申はありませんでした。

追記： 水道局審議事項３随意契約に係る抽出案件の質疑応答において、当日説明できな

かった横浜市管工事協同組合の加入率は、８３．６％です。


