
平成17年度第４回横浜市入札等監視委員会の議事概要 
 
 
【日  時】 
  平成18年1月23日（月） 午後２時00分～午後４時50分 
 
【場  所】 
  関内中央ビル（公社側） 10階 10-２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 再苦情処理について 

２ 入札及び契約手続の運用状況について 

３ 審議事項 
（1） 一般競争入札に係る抽出案件            １件 
（2） 条件付一般競争入札に係る抽出案件      ４件 
（3） 指名競争入札に係る抽出案件         １件 
（4） 随意契約に係る抽出案件           １件 
４ 報告事項 
（1） 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について  
（2） 談合情報対応について  

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

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

 
 
Ⅲ その他 

 

 

 



【議事内容】 
議題Ⅰ（本市関係） 

議題Ⅰ-１再苦情処理について 

・再苦情申立者から、再苦情の趣旨を説明。 

・本市から、再苦情申立に対する見解等を説明。 

 

委員長：今の市の説明の中で確認をしておきたいことがある。 

ひとつは、１７年度災害協力業者数が結果として減少している理由は、

財政局が認定基準を変更したものではなく、横浜建設業協会他１団体と

横浜市との協定に基いて自主結成している「横浜建設業防災作業隊」か

ら外れたことによるものということになるのか。 
本 市：その通りである。 
委員長：もう一点だが、再苦情申立書の前段について、これは、昨年 10 月以

降に発注を拡大した 2,500 万円未満の工事は土木のＣランクが対象であ

るとすると、本件申立者は土木Ａランクであるから、直接自分の会社の

利害には関係していないとの理解でいいのか。 

本 市：その通りである。 
委員長：そうすると、１７年度の災害協力業者数が結果として減少しているこ

とについては、当入札等監視委員会の権限外の事項ということになろう

かと思う。 

また、申立書前段の記載内容は、申立者の直接自己の利害にかかわら

ないことであるということで、本件再苦情申立書に係る処理の対象外と

いうことになろうかと思う。 

この点について、各委員のご意見をお伺いしたい。 

委 員：申立者の訴えは、災害協力業者数が減少しており、特に、泉区ではか

なり減少しているが、昨年までは、名簿に載っていた者がなんの予告な

しに減らされたとのことだと思うが、なぜこうなったのか。 
本 市：自主組織なので、減った原因については、直接把握していない。防災

作業隊の名簿は、横建協の防災作業隊の隊長と各土木事務所の長と協議

して決めることになっている。その結果を総務局の危機管理対策室をと

おして内容把握している。 
委員長：再苦情の申立が二段階に分かれている。まず、前段部分がこの委員会

の審議対象になるのかというのがひとつ、直接自己の利害に関係しない

ことについての、再苦情の申立対象となるかという論点がひとつ。 
もう一つは、災害協力業者として認定されるという、その認定業務が

財政局の所管事務なのかどうか。入札等監視委員会の権限は、財政局の

行う入札業務の適正さを監視するという役割を与えられているものなの

だから、財政局が認定したものでない、つまり別部局の認定をそのまま

採用せざるを得ないような仕組みのものは監視委員会の対象ではないの

ではというのが、もう一つの論点である。 
 



委 員：Ｃランクのことは、申立者に関係ないことであるということと、申立

者が名簿に載っていないのは、それは他のところが決めているというこ

とは分かるが形式的すぎるのではないかと思う。 
委 員：前段は、入り口で却下ということになる。 
各委員：そのとおりである。 
委 員：申立者は、横建協、神奈川県建設業協会横浜支部の入会者でなければ

名簿に登載されないということが、おかしいのではないかと主張してい

るが、これについては、何らかの形で言うべきではないか。 
本 市：泉区の場合は、横建協の会員でない者が外れたということだが、他区

を見ると横建協の会員でなくても入っている区もあるし、入っていない

区もある。それ以外に、前年度の実際に緊急工事をした場合には、会員

でなかろうが認定はしているので、必ずしも業界団体に入っていること

が、災害協力業者名簿に登載される前提ではないと思う。 
委 員：緊急工事は、災害がなければ入れないのだから、申立者は納得しない

と思う。公平さの意味において、何か考えないといけないと思う。 
委 員：監視委員会の権限から逸脱して、ここがおかしいので、例えば是正す

るように勧告文を出すということは難しいのではないかと思う。申立者

の主張が全て正しいとしたら、傍論で、かなり問題があるのではという

示唆程度かと思う。 
委員長：大分議論がつまって来たので、先ほどの本市の説明を、基本にして、

出た疑問な点を傍論として付け加える形でまとめられるかどうか検討

させてもらう。 
    委員長一任でまとめさせてもらい、回答することでよろしいか。 
各委員：了承 
 

議題Ⅰ-２入札及び契約手続の運用状況について 
・本市より平成17年度12月までの新たな入札・契約制度の状況を報告。 
委員：今の報告のなかで、低入札案件の割合が２４．７％、約四分の一だが、

これについての問題点は何かあるのか。 

本市：16年度の低入札全体の平均は、３８．６％あったので、それに比べれば

やや低くなっている。今年度は、昨年の10月から低入札に係る運用の見直

しを行った。 

その結果というわけではないが、11月以降20％台の推移できている。ただ、

依然として一部の工種、特に造園などはかなり高い発生率で低入札の案件が

増えている。全体としても２４．７％では、高水準で推移している状況であ

るという理解をしている。 

委員：昨年も議論したと思うが、この低入札の調査の体制や実態というのはど

うなのか。 

本市：低入札制度における対応ということで、調査の体制は大変重要であると

認識している。実態としては、まず入札後すみやかに提出された内訳書に

もとづいて、失格基準に該当するか否かを契約第一課の方で確認をする。 



   次に失格基準に該当しない場合には、調査に必要な資料を 低価格で入

札した業者に求めて、その提出された資料に基づいて工事担当課において

内容を精査し、工事費の内訳書とか、労務者の具体的確保等を確認する。

その後、工事担当課と契約部と総務局公共事業調査課と合わせてヒアリン

グを行う。結果は工事担当局から連絡が入るが、その報告において、契約

締結の相手方とする場合には契約部で契約の手続に入る。また、契約の相

手方としない場合には、低入札価格調査委員会に諮っている。 

   このような調査を行うので、入札から落札決定まで、だいたい３週間位

かかるのがかなり多くある。特に工期の短い少額工事等については、なか

なか適切な工期が確保出来ないとの意見が、工事担当局から、 近は数多

く聞こえてきている。 

委員：適切な工事期間が確保出来ないのか。 

本市：調査期間がかかるので、思った時期に発注をしても工事着手するのに時

間がかかる、なかなか工期が適正に取れないということがある。 

委員：調査にかかる時間というのは、誰がやってもというか、熟練した担当者

がやっても同じという事か。 

本市：一応３週間近くかかってしまう状況である。当該工事について、施工出

来るかという確認の調査を行うので、時間がかかっている。 

   ヒアリングも10日位で終わるが、履行の確認が出来る状況と言えないと、

時間がかかってしまう。平均で20日前後、長いものですと３カ月強位かか

ったものもある。 

委員：工期がずれると何か問題があるのか。 

本市：予算の関係があるので、少なくても工期は年度末でいったん切れる。そ

ういう後ろの工期の期限が切られている工事については、思わぬところで

調査に時間がかかってしまうと、どうしても着工が遅くなってしまう。ト

ータルの工期がかなり厳しくなってしまう。 

委員：低入札もいろいろ問題があるようだが、何か改良する方法があれば、財

政局も改善を検討するように。 

 

議題Ⅰ-３-(1)一般競争入札に係る抽出案件１件 
・本市より「金沢水再生センター分離液処理施設反応タンク築造工事」につい

て説明。 
 説明を了承。 
 
議題Ⅰ-３-(2)条件付一般競争入札に係る抽出案件４件の内２件 
・本市より「南部処理区大岡右岸幹線（第１工区）下水道整備工事」及び「金

沢水再生センター汚泥焼却１号炉電気設備工事」について続けて説明。 
委員：２番目の案件は、今公正取引委員会で談合の調査がでている案件なのか。 

本市：本件と全く同じということではないが、それに類する工事である。 

委員：これも随意契約が予定されているのか。 

 



本市：汚泥焼却炉本体の設計をしながら進めており、ある程度設計がまとまっ

た段階で一部の電気工事を発注しているが、後段の本体部分の設計が終わ

った段階で次の電気工事を発注することになり、この場合は、随意契約を

行うことになる。 

 
議題Ⅰ-３-(2)条件付一般競争入札に係る抽出案件４件の内、次の２件 
・本市より「臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋梁地盤改良工その

３）」及び「北部第二水再生センター第３・４系列返送濃度計等改良工事」

について続けて説明。 
委員：入札参加者が１者とは、どういうことか。 
委員：私も同様な考えで、抽出案件とした。 

委員：落札業者は、この分野で非常に強い理由があるのか。 

本市：特にはない。 
委員：２番目の案件は、入札可能対象業者数はどのくらいと考えていたのか。 
本市：実はコリンズでも把握出来ないので、可能者数は把握していないが、従

来の指名競争入札では、計装設備工事は市内５者、準市内業者３者を指名

しており、対象業者数は多くない。 

議題Ⅰ-３-(3)指名競争入札に係る抽出案件１件 
・本市より「新羽ポンプ場ろ過水揚水設備修理工事」について説明。 
 説明を了承。 
 
議題Ⅰ-３-(4)随意契約に係る抽出案件１件 
・本市より「神奈川処理区保土ヶ谷区上星川地区下水道再整備工事（その２）」

について説明。 
委員：この会社は、米国の会社なのか、日本法人なのか。 
本市：日本法人である。 
委員：実際工事をやる場合は、この会社の日本社員を使ってやっているのか。

どちらかの会社に仕事をまかせてやらせているのか。 
本市：日本法人で建設業の許可、そして経営事項審査をきちんと受けている。

日本法人の社員が、技術者として配置されている。 

委員：こういうのは、随意契約でやる方が当然安く発注出来るのでしょうかね。 

本市：当然同じ場所で工事を行うので、仮設費等がいらないわけで、そういっ

た経費部分については、それに基づいた設計がなされるので、その部分が

安くなる。 

 

議題Ⅰ-４-(1)一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について 
・本市より報告。 
委員：本件資料の表頁３行目の業者は経営不振で、H17.10.6から経営状態が安

定したと認められるまで停止とあり、同じ者が競争入札妨害又は談合行為

で停止とある。これはどういうことか。 
本市：事由が異なれば同一会社でも再度停止を行う。 



委員：今回は公取の勧告を応諾したことによるもので、６カ月となっているが、

国発注と日本道路公団発注の２件あるが、それは、併せて６カ月というこ

とか。 

本市：告発された場合は、その時点で停止をかける。 
委員：それで、今回は応諾したので、もう一回かけるということか。 
本市：国土交通省と道路公団双方に関係のある業者は、どちらか一方で告発さ

れた場合には、告発時点で停止措置を行っているが、停止措置を行ってい

ない案件で排除勧告を受け、応諾した場合には、再度指名停止措置を行っ

た。 

 

議題Ⅰ-４-(2)談合情報対応について 
・本市より報告。 
報告を了承。 

 

 

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 
・水道局より平成17年度９月までの新たな入札・契約制度の状況を報告。 
 報告を了承。 
 
議題Ⅱ-２-(1)条件付一般競争入札に係る抽出案件２件 
・水道局より「工業用水道 星川三丁目Ø400㎜配水管布設替工事」及び「矢指

ポンプ設備新設工事（その２）〔電気設備〕」について続けて説明。 
委員：２番目の案件は、この後に随意契約がでるのか。 
水道：この工事に継続してやるというものはない。 
委員：後のメンテナンス工事というのは、魅力あるのでしょうね。 
水道：決定した業者を調査した際のことだが、どちらかと言うと監視盤、制御

盤は得意分野の工事業者である。条件とした、配電盤については、横浜市

の実績はなく、他都市の配電盤の実績を持っていた。今回特にこの仕事を

取りたいとの意向が強かった。 

委員：１番目の案件は、一般競争入札までやって、参加事業者が１者しか入札

に参加しなくて、それが予定価格に限りなく近い、制度上はなかなかこれ

以上出来ないのだが、仕方がないのでしょうね。 

 
三辺夏雄委員は、議題Ⅱ-２-(1)審議終了後、所用のため退席。 
 
議題Ⅱ-２-(2)指名競争入札に係る抽出案件２件 
・水道局より「工業用水道 森一丁目 Ø800～900 ㎜配水管補強工事」及び「三

保配水池ポンプ場屋上防水工事」について続けて説明。 
委員：１番目の案件について、辞退した入札てんまつの7番から20番までは、何

か共通性があるのか。 



水道：この工業用水道については、今のように辞退が多いことから、発注課に

おいて調べたところ、一つには工業用水道は、インチ管としいう破裂しや

すい管の布設替えが多いということ。また、布設替する時には、相手企業

の都合によって断水期間が変更されたりすることが非常に多くて、業者が

与えられた工期の中で、工期が厳しくなることがあるということ等、同じ

上水道の工事を選ぶなら工業用水道を遠慮する傾向がある。 

 

議題Ⅱ-２-(3)随意契約に係る抽出案件１件 
・水道局より「上永谷配水池Ø1350㎜送水管新設工事（その５）」について説明。 
 説明を了承。 

 
議題Ⅱ-３報告事項 
議題Ⅱ-３-(1)一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について 
・水道局より説明。 
委員：なぜ落札後に辞退するのか。 
水道：この時は両方とも、予定していた下請けが配置出来なかったことによる

ものである。１行目の業者は、上水道のＢ、２行目の業者は、管のＢで、

比較的中小業者である。 

 
議題Ⅱ-３-(2)談合情報対応について 
・水道局より報告。 
報告を了承。 

 
議題Ⅲ その他 

１ 提案 

・委員長より、２年間の活動報告の取りまとめ及び提言について提案。 

 委員長の提案を了承。 

 

２ 本市関係 再苦情処理について（続き） 

委 員：再苦情の件だが、災害協力業者として協力したいのだが入れない、入

札に参加できないのはおかしいのではないか、との申し立てに対して、

委員会としてこのまま何もないというわけにはいかないのでは。 
委員長：議論の一つとしてそう意見が出たことは、記録にとどめておくことと

する。 
委員長：事前に事務局から、苦情に対する説明は行っている。そのうえでの再

苦情となっている。権限の問題として議論していくと、どこまでそれに

及べるかということになってしまう。 
委 員：監視委員会として、入札・契約を公正に行うために、考えてとか、こ

うしたらという意見を言っても良いのではないか。 
委 員：今日の申立人の事実が、裏付ける証拠がどうなのか、気になるところ

である。 



本 市：認定の事実について、16 年度と 17 年度が変わっているかどうかにつ

いてだが、災害協力業者ということで、本市と協定を結んでいる業者名

を、市内部とは言え権限がある総務局から一覧でもらっている状況を踏

まえて、災害協力業者名簿という把握をしている。 
委 員：横建協他１団体との協定に基づく業者しか名簿に載らないことが問題

だと言っている。今まで載っていた名簿に入れなくなっている。 
本 市：我々が優先発注として付ける条件は、あくまで災害協力者名簿に登載

があることという条件を付けている。今回は条件付ではなくて、その認

定に、災害協力業者としての認定行為に間違いがあるのではという主張

です。 
委 員：団体に入っていないと名簿に載らないのは、問題なのではと言ってい

る。団体に入っていなくても災害時には協力する意志があるのなら名簿

に登載して良いのではないか。 
本 市：協力者名簿に登載されるかどうかというのは、そういうルートともう

一つは、１年間の実績ですよね。 
委 員：１年間災害がないと載らない、協力したくても協力出来ない。 
本 市：協力体制を取っている業者について、各土木事務所等から認定して上

がってきている。 
委 員：泉区の場合は、土木事務所から７者しか上がってきていない。 
   協力業者としては、ふさわしくないという判定をしているということか。 
委 員：泉区の場合、16、17 年度で減った理由、認定されなくなった理由はな

んなのか。 
本 市：地域での防災作業隊のメンバーを認定するが、災害が起きた場合の緊

急連絡や待機体制を整えるのだが、それのメンバーではないという理解

である。 
委員長： 終的にある程度皆さんの意見を踏まえ、まとめたいと思う。 
 

 
 
【意見具申】 

今回は特段の意見具申はありませんでした。 

 

 

 


