
平成19年度第３回横浜市入札等監視委員会の議事概要 

 
   【日  時】平成19年10月24日（水） 午後２時～５時 
   【場  所】関内駅前第二ビル ２階特別会議室 
 
   【出席委員】村上政博委員長、池田陽子委員、三辺夏雄委員、塩原保委員、 

高荒敏明委員 
 
    【議  題】 

Ⅰ 本市 

１ 審議事項 

（1）条件付一般競争入札に係る抽出案件        ４件 

（2）指名競争入札に係る抽出案件           １件 

（3）随意契約に係る抽出案件             １件 

２ 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 

３ その他 

  平成18年度工事に係る入札・契約結果等の概要について 

 

Ⅱ 交通局 

１ 審議事項 

（1）条件付一般競争入札に係る抽出案件        ３件 

（2）随意契約に係る抽出案件             １件 

２ 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 
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【議事内容】 
 
議題Ⅰ（本市関係） 

 

議題Ⅰ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件４件のうち、低入札価格調査制度

適用工事２件についての審議 

本市より次の２案件について続けて説明。 
・「戸塚駅前地区中央土地区画整理事業都市計画道路柏尾戸塚線深礎擁壁築造工事（そ

の３）」 
・｢市道東希望が丘第２２４号線道路改良工事（その４）」（総合評価落札方式） 
 
委員：本件２案件は、次の理由により、各々抽出した。 

「戸塚駅前地区中央土地区画整理事業都市計画道路柏尾戸塚線深礎擁壁築造工事

（その３）」については、停止措置等により、結果的に も入札金額の高い入札

者が落札した案件であるため。 
「市道東希望が丘第２２４号線道路改良工事（その４）」は、総合評価落札方式

により、 低金額で入札した者以外の者が落札しているため。 
 

委員：「戸塚駅前地区中央土地区画整理事業都市計画道路柏尾戸塚線深礎擁壁築造工

事（その３）」の入札で、参加者のうち一者が低入札価格調査で失格となってお

り、その理由が、下請事業者から適切な見積書を徴していなかったことによると

のことであるが、具体的にはどのような状況だったのか。 
 

  本市：下請によらなければ工事の履行が事実上不可能な部分について、下請事業者か

ら徴した見積書を確認できなかったこと及び応札事業者自体に手持ちの資材がな

いにもかかわらず、資材の見積書が確認できなかったことが具体的な理由です。 

 

 委員：｢市道東希望が丘第２２４号線道路改良工事（その４）」について、総合評価落

札方式における、評価項目や評価点数の基準については、どのような方法で設定

を行っているのか。 
 
 本市：適切な評価項目にするため、事前に外部の学識経験者の意見を聴いたうえで設

定しています。 

評価点については、各工事担当局が、実施要領に基づいた評価基準に従って採

点しますが、評価値が適切であるかどうかについては、事後的に専門家の評価を

仰ぐこととしています。 
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 委員：総合評価落札方式に関する評価調書で、空欄になっている項目が複数あるが、

なぜか。 

 
 本市：当該調書は、定型様式を用いており、本件の工事では、性質上対象とならない

評価項目であるためです。 

 

委員：項目によっては、事業者間で評価点に大差がついているものがあるが、評価点

のつけ方はどのようなものなのか。 
 

本市：実際の採点は工事担当局で行っているため、ここで詳細な説明はできませんが、

公告をした段階で具体的な項目を設定し、主観が入らないよう客観的な基準で採

点しており、結果としてこうした差がついたと考えられます。 
 

委員：次回、その採点基準の概要について説明をお願いしたい。 
 
本市：了解しました 

 

委員：説明を了承。 
 

議題Ⅰ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件４件のうち最低制限価格制度適用

工事２件についての審議 

本市より、次の２案件について続けて説明。 
・「南本牧ふ頭ＭＣ－３中仕切護岸建設工事（床掘工）」 
・「霧が丘地区複合施設・地域ケアプラザ整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地

区複合施設・３階整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地区複合施設・コミュニテ

ィハウス整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地区複合施設・防犯防災活動拠点整

備工事（衛生空調設備工事）」 
 
委員：本件２案件は、次の理由により、各々抽出した。 
・「南本牧ふ頭ＭＣ－３中仕切護岸建設工事（床掘工）」については、大型工事の混

合入札で、市内事業者が落札しているため。 
・「霧が丘地区複合施設・地域ケアプラザ整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地

区複合施設・３階整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地区複合施設・コミュニ

ティハウス整備工事（衛生空調設備工事）、霧が丘地区複合施設・防犯防災活動拠

点整備工事（衛生空調設備工事）」については、４件の工事の合併入札であるため。 
 

委員：霧が丘地区複合施設の合併入札において、応札の際に提出する内訳書に不備が

あったため、入札が無効となった事業者が２者あるが、具体的にはどのような不
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備だったのか。また、この不備は事業者の単純な過失によるものなのか。 
 
本市：内訳書中の一部について積算の記載がなく、その部分の積算があったと仮定す

れば、工事金額が実際の応札額より高額になると考えられたため、入札を無効と

したものです。原因については、事業者の過失であると認識しております。 
 
委員：今回、入札が無効とされた事業者は、今回の入札参加が初めてではないはずで

ある。過失というより故意に行った可能性も考えられるのではないか。 
 
本市：あくまでも推測の域を出ませんが、今回の入札は、同一建物にある４施設の衛

生空調設備工事の合併入札という珍しい形態で、全施設共通の設備部分の他、各

々の施設ごとに特有の設備部分があります。そのため、その部分に係る積算を、

過失により見落としてしまった可能性があると考えられます。 
 
委員：具体的な事例を示して、不備のある内訳書が提出されないよう、事業者に対し

何らかの周知は行っているのか。 
 
本市：具体事例までは示していませんが、公告の中では内訳書に不備があった場合は

入札を無効とする旨のお知らせはしています。 
 
委員：無効となった２者には、無効の理由を説明しているのか。 
 
本市：はい、説明しています。 
 
委員：一番札及び二番札の事業者のみが内訳書の不備により無効となるのは不自然で

はないのか。 
 
本市：本市の条件付一般競争入札では、開札後（開札結果通知前）に、 低札の入札

者から内訳書の審査を行います。したがって、一番札、二番札の事業者が無効と

なり、三番札の事業者の内訳書に不備等がないことが確認された時点で、その者

が落札候補者となります。その場合、四番札以降の事業者の内訳書の確認は行い

ませんが、それらの者の中に内訳書に不備のある入札者がいることも考えられま

す。 

 

委員：内訳書は定型様式にはなっていないのか。定型様式なら、事業者側も不備をチ

ェックしやすいと思うが。 
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本市：事業者に定型様式の金抜きの設計書を渡し、それに具体的な積算内訳を記載で

きるようになっていますが、自ら作成した様式で内訳書を提出する事業者もあり

ます。 

 
委員： 低制限価格制度と低入札価格調査制度のどちらが望ましい制度なのか、また

低制限価格や調査基準価格を事前公表すべきかどうかという制度論上の問題は

別にして、特段の問題はないと考える。 
 
委員：説明を了承。 

 

議題Ⅰ-１－(2)  指名競争入札に係る抽出案件１件についての審議、 

・ 本市より、「浦島小学校ほか１校放課後キッズクラブ事業整備工事（建築工事その３）」

について説明。 
 

委員：当該案件は、一般競争入札で応札者がなかったため、当初指定した行政区以外

の事業者で指名競争入札を行った案件であるため抽出した。 
 

委員：当該案件は、２回も入札が不調に終わっているが、不調になることにより予定

価格は変動するのか。 
 
本市：不調により工期が変わる関係上、多少変動する場合もありますが、本件の場合

は、ほとんど変動はありませんでした。 

 
委員：当該案件は、入札辞退者が非常に多いが、何か理由は考えられるのか 
 
本市：あくまでも推測の域を出ませんが、工期が小学校の夏休み期間であり、この期

間は学校行事への支障が少ないため、学校関係の工事が非常に多く発注されます。

そのため、事業者も工事案件を取捨選択して入札に参加するため、場合によって

は当該案件のように、事業者の関心をあまり引かない案件も出てくると考えられ

ます。 
 

委員：説明を了承。 
 

議題Ⅰ-１－(3) 随意契約に係る抽出案件１件についての審議 

本市より、「都市計画道路桂町戸塚遠藤線（小菅ヶ谷・舞岡地区）街路整備工事（そ

の３４）」について説明。 
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委員：当初の工事契約に追加して、新たに随意契約を締結した案件であるため抽出し

た。 
 
委員：当該案件は、別件の工事を行うために作業用地として借り受けていた隣接地を、

土壌を入れ替えて所有者に返還する旨約束していたところ、入れ替えた土壌が返

還後の使用目的（田畑）に適さないことが判明したため、改めて土壌入替えの工

事契約を行ったという説明があったが、そもそも使用目的が当初からわかってい

たのに、なぜこのような事態が生じるのか。 
 
本市：当該土地は、平成９年から借り受けていましたが、平成１３年から、作業用地

としての使用を継続しながら、発生残土により埋め戻しを行ってきました。その

際、埋め戻す土の質については問題となりませんでしたが、作業用地としての使

用を続けていたため、重機等によって土が踏み固められたことにより、返還後の

使用目的に適さない状態になってしまったことによるものです。 
 
委員：随意契約を行った根拠が、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（競争入札

に付することが不利と認められるとき。）とのことであるが、具体的にはどのような理由によ

るものなのか。 

 

本市：土壌入替えを行うための作業エリアで、別件の工事を行っており、他の事業者

が同じ場所で同時に作業を行うことが著しく困難であるため、入札を行っても競

争が成り立たないためです。 
 
委員：本市説明を了承。 

 

議題Ⅰ-２－(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：不正又は不誠実な行為により停止措置を受けている機動警備保障株式会社につ

いては、以前に新聞報道で会社名を目にした記憶があるが、具体的にはどのよう

な違反事実があったのか。 
 
本市：営業部長が右翼団体と共謀して解体事業者を脅迫し、元請けの建設会社に警備

員派遣契約を締結させたとして、強要の疑いで逮捕されたことによるものです。 
 

  委員：すでに停止措置を受けている事業者に対し、新たに別の要件事実に基づいて停

止措置を行う場合、その停止措置期間を、先行の停止措置の停止期間の後に追加

していくような運用は行わないのか。 
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 本市：あくまでも措置要件に該当することとなった時点から停止措置を行うこととし、

現在行われている停止措置期間の後に追加するということにはしていません。 

国土交通省を中心として組織された中央公共工事契約制度連絡協議会において、

指名停止（停止措置）の取扱のモデルが作成されていて、全国的にどこの官公庁

でも、基本的にはこれに沿った取扱をしています。この中で、指名停止中の事業

者に新たな指名停止を行う際には、現在行われている指名停止期間の後に追加す

ることなく、措置要件に該当した時点から指名停止を行うことが規定されていま

す。 

 

  委員：低入札価格調査制度の失格基準については、国土交通省等から一定の算定基準

は示されているのか 

  

 本市：総務省及び国土交通省が、各自治体に対し、連名文書で、具体的な判断基準（例

えば、直接工事費の一定割合に相当する金額等）の設定に努め、当該基準を満た

さない入札を失格とする等、厳格な運用に努めるよう要請しています。各自治体

は、その要請を受けて基準を定めています。 

 

 委員：説明を了承。   

 

議題Ⅰ-２－(2)  談合情報対応について 

該当なし 

 

平成１８年度工事に係る入札・契約結果等の概要について 

本市より説明。 
 
委員：本市説明を了承。 

 
新たな入札契約制度の実施状況について（平成１９年４月から９月まで） 

本市より説明。 
 
委員：本市説明を了承。 

議題Ⅱ（交通局関係） 

 

新たな入札契約制度の実施状況について（平成１９年４月から９月まで） 

交通局より報告。 
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委員：本市報告を了承。 

 

議題Ⅱ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件３件のうち低入札価格調査制度適用

工事の２件についての審議 

交通局より次の２案件について続けて説明。 
・「高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事」 
・「高速鉄道４号線日吉駅昇降機設備工事」 

 
委員：本件２案件は、次の理由により、各々抽出した。 
・「高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事」については、入札参加者が１

者で、落札率が高いため。 
・「高速鉄道４号線日吉駅昇降機設備工事」については、入札参加者全員が同額で応

札し、電子くじ引きにより落札者を決定した案件であるため。 
 
  委員：「高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事」で、落札率が高いことに

ついて、何か考えられる理由はあるのか。 

 
交通：まず、第一の理由として、発注時期が３月であったことに加えて、駅ごとに１

名ずつ専任の管理技術者を配置することを入札参加資格として設定したため、事

業者側において管理技術者の手配が非常に困難だったことが考えられます。地下

鉄４号線については、平成２０年３月に開業する予定であるため、万全の工事体

制を組む必要があり、このような入札参加資格を設定いたしました。 
第２の理由として、駅舎の新築工事であるという性質上、電車の走行の安全を

確保するため、ある一定の幅、高さの範囲内には障害となるような物を置いては

ならないという空間確保の限界の問題（建築限界）があり、そのため、入札参加

資格として駅舎の施工実績まで求めたことが考えられます。 
 

委員：このような工事について、入札参加可能事業者はどのくらい存在するのか。 
 

交通：入札参加条件について、地下鉄駅だけではなく、一般の鉄道駅の建築工事も実

績として認めているので、ＪＲその他大手私鉄の駅舎の施工事業者も含めると、

かなりの数に上ります。 
 
委員：地下鉄４号線の他の駅（８駅）の入札参加状況はどうか。 
 
交通：大手ゼネコンや市内事業者も含め、複数事業者の入札参加があります。ただし、

日吉駅の新築工事については、既存路線である東急東横線の駅に付属させて新築

するため、当該駅の構造を熟知した事業者である東急電鉄（株）に、工事の一部

（土木工事に係る部分）を委託しています。 
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委員：「高速鉄道４号線日吉駅昇降機設備工事」について、国内では、昇降機（エレ

ベーター及びエスカレーター）の製作・設置工事を行う事業者は数が少ないと認

識しているが、この案件では、ほぼすべての対象事業者が入札に参加したと考え

てよいのか。 
また、当該案件については、入札参加者全員（３者）が同額で応札しているが、

何か理由は考えられるのか。 
 

交通：当該工事は、エスカレーターの設置工事ですが、昇降機の製作・設置工事を行

う事業者のなかでも、エスカレーターの製作・設置工事も行う事業者は非常に数

が限られます。本件の入札は、ほぼすべての対象事業者が参加したと考えられま

す。 
また、応札結果の理由についてですが、エスカレーターは、まず事業者の工場

で製作・組み立てが行われ、それを解体して現場に運び、そこで再び組み立てら

れて設置されます。そのため、工事費に占める製作費の割合が９割近くを占め、

金額に差が生じにくく、今回のような応札結果になったと考えられます。 
 
委員：予定価格や調査基準価格は事前公表しているのか。 
 
交通：公表しています。 
 
委員：慶応義塾大学に工事費の一部を受託工事費として負担してもらっているようだ

が、具体的にはどのような理由によるものか 
 
交通：エスカレーターを同大学の敷地内に出られるように設置するため、受益者負担

を求めたものです。 
 

 委員：交通局説明を了承。 

 

 

議題Ⅱ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件３件のうち最低制限価格制度適用工

事の１件についての審議 

・ 交通局より「平成１９年度３号線駅施設等建築修繕工事」について説明。 
 

  委員：当該案件は、施設修繕工事の年間契約であるため抽出した。 
 
 委員：年間契約とは、具体的にどのような契約なのか。 

 

交通：年中無休で稼働する地下鉄駅の利便性を確保するため、床、壁、ガラス、各種案

内板等について、部材の単価・数量、人工（にんく）数等から１年間に見込まれる
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修繕費用を概算で算出し、その間必要が生じたときに随時応急修理を行うことを内

容とする契約です。 
   設計金額は、過去３０年の営業実績における部材の数量や人工数から予定数量を

算出しますが、支払金額は、実際の修繕実績で精算します。 
 

  委員：修繕箇所数が当初の見込みを超えてしまった場合は、どのように対応するのか。 
 

交通：その場合は設計変更により対応します。 
 
委員：交通局説明を了承。 

 

 

議題Ⅱ-１－(2) 随意契約に係る抽出案件１件についての審議 
交通局より「３０００Ａ形車両用補助電源装置改良工事」について説明。 

 
 委員：工事の特殊性を理由とする高額の随意契約であるため抽出した。 

 
委員：予定価格が抽出工事説明書に記載されていないが、予定価格自体は存在するのか。 

 
交通：予定価格は過去の実績単価等を基に算出します。入札の場合と異なり、随意契約

の場合は予定価格を公表していないため、抽出工事説明書には記載されません。 
 
委員：事業者が提出する見積書の金額が、予定価格を下回った場合は、その見積書の金

額で契約するとのことであるが、それでは実質的にその事業者の言い値で契約金額

が決まってしまうのではないか。 
 

交通：実際は、設計金額をかなり厳しく算定するため、事業者の提示する見積金額が予

定価格を超過することが多く、その都度値下げの交渉をしなければならないのが実

情です。 
 
委員：説明を了承。 

 
議題Ⅱ-２－(1)  一般競争参加停止及び指名停止措置の状況について 

該当なし 

 

議題Ⅱ-２－(2)  談合情報対応について 
該当なし 
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【まとめ】 

 抽出した案件について審議を行った結果、入札及び契約手続き等について、特に問題は

ありませんでした。 

 


