
平成19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20年１月25日（金） 午後２時～５時 
   【場  所】関内駅前第一ビル ２０２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）随意契約に係る抽出案件             ２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 

 

Ⅱ 水道局 

１ 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           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 

 

Ⅲ その他 
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【議事内容】 

総合評価落札方式における評価点の採点基準について 

本市より、議題Ⅰ-１－(1) ｢平成１９年度和泉川改修工事」を例にして説明。 
 

委員：「総合評価落札方式実施要領書」は、事前に入札参加事業者に配布されるのか。 

 
本市：工事案件ごとに、技術資料の要求要件及び欠格事由を設定し、公告時に公表し

ています。 
 
委員：評価項目の採点の仕方については、具体的にどのように行っているのか。 

 

本市：採点の仕方は大きく分けて２通りありまして、事業者から提出された書類を、

各工事担当局の内部委員会で確認・評価して評価点を付けるやり方と、各工事担

当課で評価して採点した評価点を局の内部委員会に報告をして、了承を得るやり

方があります。 
 

委員：外部の人間が採点をしているのではないということか。 
 

本市：採点自体は内部で行っております。 
 
委員：評価結果については、提出事業者に周知されるのか。 
 

 本市：各事業者の評価点は、ホームページ上に公開されます。そして評価点数自体に

疑義があれば、問い合わせに応じます。ただし、どのような事項を記載すれば評

価点が上がるのかといったような、具体的な内容までは公表していません。 
 

 

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。 
・｢平成１９年度和泉川改修工事」（総合評価落札方式試行対象案件） 
・｢象の鼻防波堤復元工事」（同上） 
 
委員：本件２案件は、いずれも総合評価落札方式試行対象案件であり、前者は応札者

が多く競争が激しいのに対して、後者は対照的に、応札者が１者（ＪＶ）のみで、

落札率も高いため、抽出した。 
 

 委員：｢象の鼻防波堤復元工事」については、応札者が１者しかないが、総合評価落札
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方式による必要はなかったのではないか。 
 

  本市：この工事は、評価項目として、「施工上配慮すべき事項」「安全管理に留意す

べき事項」を設定しております。 
具体的には「施工上配慮すべき事項」として、石積の復元を限られた工期の中

でいかに効率的に施工できるか、また、「安全管理に留意すべき事項」としては、

この工事は作業船を用いての海上工事ですが、近隣で複数の工事が錯綜し、また

当該水域への入口が狭く、他の作業船の航行の支障になるおそれもあるため、効

率的かつ安全に工事を遂行できるよう、十分配慮する必要があり、技術提案を求

める必要があるため、総合評価落札方式の対象といたしました。 
 

 委員：ＰＦＩの場合は、事業者が応募するための採点基準が、かなり詳しく公表され

ているが、総合評価落札方式の場合は、例えば、事業者は「安全管理に留意すべ

き事項」としか分からないのか。もっと具体的な内容について詳しく公表してい

るのか。 

 
 本市：実施要領書に技術資料の要求要件として必要な項目を示し、「施工上配慮すべ

き事項」とは「復元のための効率的な石積等施工方法について」、「安全管理に

留意すべき事項」とは「内水域への入口が狭いことによる輻輳する他工事船舶等

との安全確保について」といった様に、各項目についての説明を記載しています。   
 

委員：説明では、採点するに当たって、着眼点を何項目か設定し、そこに言及してい

る数が多ければ採点が高くなるとのことであったが、技術提案自体の優劣の判断

はしないのか。 
 

本市：適切か不適切かの判断はしますが、適切であれば、その提案自体についての優

劣は判断しません。もっとも、本市が想定していなかったような優れた提案があ

った場合は、プラスの評価をします。 
 
委員：工事によっては、参加し易い、あるいは反対に、参加し難い工事というものが

あるのではないか。｢象の鼻防波堤復元工事」などは、こうしたタイプの工事なの

で、応札者が１者しかないのではないのか。 

 

本市：この案件について見ると、参加可能な事業者が４０数者ありますが、そのうち、

３０者以上が停止措置を受けています。こうしたことも応札者が少なかった要因

の一つとして考えられます。 
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委員：｢象の鼻防波堤復元工事」については、落札率が非常に高いが、なにか考えら

れる理由はあるか。 
 
本市：一般競争入札なので、私どもでは理由は把握できませんが、総合評価落札方式

ですので、価格のみの競争ではなく、優秀な技術提案をすれば、比較的高い価格

でも落札できる可能性があります。このことも多少影響していると思われます。 

 

委員：入札参加者が１者で入札価格が高くても、落札者とするのか。 
 
本市：予定価格の範囲内であれば落札者となります。 

 

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。 
・「金沢水再生センター分離液処理施設管廊築造工事」 
・「栄処理区飯島川第二雨水幹線下水道整備工事」 
 
委員：本件２案件は、いずれも、入札参加条件として具体的な施工実績を求めた案件

のうち、全般的に落札額が低く、僅差ではあるが 低制限価格よりも低い価格で

入札したことによる失格者もいるため、抽出した。 
 
委員： 低制限価格は、事前公表から事後公表に運用を変更したのか。 
 

本市：はい、17年度に運用を変更しております。 
 
委員：説明を了承。 
 
 

議題Ⅰ-１－(2)  随意契約に係る抽出案件２件についての審議 

本市より、「新横浜公園日産スタジアム陸上競技場フィールド改修工事」及び「港北

水再生センター北側第２系列水処理電気設備工事」について説明。 
 

委員：「新横浜公園日産スタジアム陸上競技場フィールド改修工事」については、停

止措置中の事業者との随意契約の案件であるため、「港北水再生センター北側第

２系列水処理電気設備工事」については、契約金額が高額の随意契約案件である

ため、抽出した。 
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委員：「新横浜公園日産スタジアム陸上競技場フィールド改修工事」については、停

止措置中の事業者との随意契約とのことであるが、こうした事例はよくあるのか。 
 
本市： 市民サービスを、停滞することなく継続的に提供していくため、やむを得ない

場合に限られますので、件数としては少ないです。 

 

本市： 少し詳しく説明いたしますと、本案件のような停止措置中の事業者と随意契約

を結ぶという事例は、単発の工事についてはそれほど多くありませんが、継続工

事については一定程度あります。 
継続工事とは、元々は一体として発注すべき工事であるものを、国等からの補

助金の制度上、複数年度に亘る補助金交付の確約がない場合に、分割して発注す

る工事のことで、初年度は入札を行いますが、２年度目以降は随意契約を行うこ

とが 初から予定されています。このような工事案件で、契約相手の事業者が停

止措置を受けた場合は、元々は一体で発注すべき工事であることや、工事を止め

ると現場の保全が難しいこと等から、随意契約を締結する場合があります。 
 
委員： 随意契約の理由の一つとして、契約相手の事業者の停止措置期間の終了後に発

注を行うと、当該スタジアムで行われる競技の記録の公認に必要な、日本陸上競

技連盟による検定更新が、平成２０年度末までに受けられず、競技者に多大な影

響が生ずることが挙げられているが、継続的な市民サービスの提供の維持という

視点から見ると、少しずれがあるのではないか。 

 

本市： 競技者には、市内の学校の生徒も含まれるため、こうした人たちの競技記録が

公認記録として認定されないのは、大きな影響だと思われます。 

 

委員：かなり高額の発注金額であるが、 初から入札を行うことはできなかったのか。 

 
本市：日本陸上競技連盟によると、同一素材で補修を行わないと、競技場の箇所によ

って反発力などの競技条件が異なってしまい、競技の公平性が確保できなくなる

恐れがあるため、必ず同じ素材を使用して補修を行うことを検定更新の条件とし

ています。その素材を使用している事業者が、本案件の契約相手方の事業者１者

しか存在しなかったため、やむを得ず随意契約を締結いたしました。 
 
委員：今の説明によれば、随意契約の理由としては、発注を急ぐ必要があるという理

由よりは、使用する素材の代替性がないということの方が主要な理由なのではな

いか。 

 

本市：既設のレーンの素材と異なる素材であっても、全面同じ素材で張り替えれば、
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競技場の箇所によって競技条件が異なることもないので、検定更新の条件は満た

すと考えられます。その場合は、使用する素材の代替性は認められるので、入札

を行うことができますが、全面張替えとなると多額の費用がかかるため、今回に

つきましては、部分的な補修に留めたものです。 
 
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：独占禁止法違反行為を措置要件とする停止措置は、具体的にどの時点で停止措

置を行うのか。 

 
本市：改正前の独占禁止法に基づく排除勧告がなされた場合は、対象となった事業者

が勧告を応諾した場合に停止措置を行っております。応諾しない場合は、審判手

続きに入りますが、その途中で被審人が排除勧告を受け入れたことにより同意審

決がなされた時点又は審判手続が終了して審判審決がなされた時点で停止措置を

行っております。 
独占禁止法の改正後は、行政処分である排除措置命令及び課徴金納付命令のい

ずれか又は双方がなされた場合は、その処分が行われた時点で停止措置の要件に

該当します。 
 

 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 

 

 

議題Ⅱ（水道局関係） 

 

議題Ⅱ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件２件のうち低入札価格調査制度適用

工事の１件についての審議 

水道局より「鶴ヶ峰幹線口径１０００ｍｍ送水管新設工事（その１）」について説明。 
 

委員：本案件は、発注金額が高額である工事だが、入札参加資格が細かく設定されて

いるため、その参加資格の設定の仕方をお聞きしたく、抽出した。 
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  委員：本案件のように、共同企業体の入札参加資格を設定する場合、どのような基準

があるのか。 

 
水道：「横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱」等で、技術的難易度が高

い大規模工事（予定価格が５億円以上）については、リスク分散等の必要性も高

いため、技術力結集型の共同企業体であることを、入札参加資格とすることがで

きることとなっています。 
 

 委員：水道局説明を了承。 

 

議題Ⅱ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件２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 

・ 水道局より「工業用水道 元宮二丁目口径３００ｍｍ配水管布設替工事」について説

明。 
 
  委員：当該案件は、入札参加者が１者のみで、落札率が１００％であるため抽出した。 

 
  委員：本案件に限らず、全般的に入札参加資格を細かく設定し、実績も求めている案件

が散見されるが、新規事業者の参入についてはどのような配慮をしているのか。 
 

  委員：入札参加者が１者のみということについて、何か特別な理由があったのか。 

 

水道： あくまでも推測の域を出ませんが、本案件は下半期に発注された工事であるた

め、すでに上半期からの工事を受注してしまっている事業者が多く、技術者等の

配置が可能な事業者が少なかったことが、大きな理由として考えられます。 
なお、本案件については、ごく一般的な上水道工事で、特別な入札参加資格を

付しているわけではありません。 
 

  委員： 本案件では、入札参加可能な対象事業者は何者程度あるのか。 
 

水道：約１７０者あります。 
 
委員：結果として入札参加者が少ないことはあり得ると思うが、１者しか入札参加者が

なかったような場合は、入札のやり直しを行うことも検討してよいのではないか。 

 

委員：そのような取扱いを行っている自治体もあると聞いている。 
 

委員：参加者数だけで調整することにも問題がある。数を揃えるために、形だけの入札

参加者数が増える恐れもある。 
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本市：ここで、行政運営調整局の状況を説明させていただきます。条件付一般競争入札

の場合においても、入札参加者数は減少している状況にあります。 
また、比較的低めの応札金額で、一定数の入札参加者がいる案件でも、しばしば、

予定価格近くの金額で応札する事業者がいることがあります。ここからは推測にな

りますが、予定価格近くの金額で応札すると、当然ながら落札できる可能性は低い

のですが、それを承知の上で、運良く他の事業者が参加してこなかった場合に落札

できればよいと考えている事業者もいるのではないかと思われます。 
   なお、制度について補足させていただきますと、本市では、入札参加者が１者で

あった場合の取扱いとして、一般競争入札の場合は成立、指名競争入札の場合は原

則不成立としています。一般競争入札の場合は入札参加者を広く募っておりますの

で、個々の入札者は他の入札者がいるかどうかを知らずに入札することとなり、そ

の時点で競争性が保たれているため、入札参加者が１者であっても適正に入札が成

立するということが通説となっております。それに対し、指名競争入札の場合は、

入札に参加する対象事業者が限られていることから、一般競争入札に比べて競争性

が確保されにくいということもあり、入札参加者が１者しかいない場合は原則不成

立として取り扱っています。この取扱いは水道局においても同じです。 
 
委員：このような案件については、今後も注視していく必要がある。 
 
委員：１者入札については、横浜市において多いのか、全国的に見ても傾向は同じなの

か。 
 
水道：全国的な傾向については把握しておりません。 
 
委員：入札制度改革が遅れている自治体等においては、落札するつもりはなくても、参

加者数を揃えるため、形だけ参加するシステムがまだ残っているとも聞いている。

逆に言えば、参加者が１者や２者しかいないということは、ある意味では競争がな

された結果であるととらえることもできる。真剣に落札することを目指している事

業者のみが参加するため、参加者数が少ないのだとも言えるのではないか。 
  
委員：水道局説明を了承。 

 

 

議題Ⅱ-１－(2) 指名競争入札に係る抽出案件１件についての審議 
水道局より「導水路第三水路橋コンクリートはく離補修工事」について説明。 

 
 委員：特殊な工事であるということで、指名事業者数が少ないため抽出した。 

 
委員：本案件では、特殊な工事であるため、指名事業者数が２者のみであるとのことで

あるが、具体的にはどのような特殊性があったのか。 
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水道： 本案件は、導水路水路橋のコンクリートはく離補修工事ですが、水路橋のコン

クリートがはく離をすると、大きな漏水事故につながる恐れがあるため、ポリマー

セメント乾式吹付け工法という、強度の高い特殊な工法で施工する必要がありまし

た。この工法は、日本コンクリート補修・補強協会の会員となっている事業者しか

材料を入手することができないため、本市登録事業者の中から当該協会の会員とな

っている事業者を指名いたしました。 
 
委員：説明を了承。 
 
 

議題Ⅱ-１－(3) 随意契約に係る抽出案件１件についての審議 
水道局より「第二戸塚高区線口径８００ｍｍ配水管撤去工事」について説明。 
 
委員：本案件は、交差点立体化工事に付随して、道路管理者である国土交通省からの監

督処分による配水管の撤去工事の随意契約であるが、随意契約の妥当性について、

もう一度検証するため抽出した。 
 

委員：道路工事を施工している事業者と連絡・協議を密にする体制を整えれば、入札に

よって別の事業者が施工することも可能なのではないか。 
 

水道：本案件の工事は、交通量の非常に多い幹線道路の交差点部分における配水管撤去

工事であるため、現場管理を行うための細かい調整が多く、それが円滑に進められ

なかった場合は、大規模な交通渋滞を引き起こすなど、極めて甚大な影響が生ずる

と考えられるため、適切な現場管理、工程管理が確保できる道路本体の施工事業者

と随意契約を行いました。 
 

委員：本案件の契約事業者は停止措置期間中だったのではと思うが。 

 

水道：本事業者が停止措置を受けたのは、本案件の契約の締結後であり、停止措置によ

って既に締結した契約が影響を受けることはありません。 
 

委員：本案件は、国土交通省からの依頼で行われたとのことであるが、こうした依頼が

あることは、かなり以前から予測できたのではないか。 

 

水道：国土交通省による当該交差点立体化工事に関連して、本案件の工事依頼があるこ

と自体は予測しておりましたが、その依頼の時期や具体的な依頼内容については、

当該工事の進捗状況によって決まる流動的な部分が多く、予測することは困難でし

た。 
 
委員：説明を了承。 
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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 

水道局より報告。 
 
委員：本市報告を了承。 

 
 

議題Ⅱ-２－(2)  談合情報対応について 
該当なし 

 

 

【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。 

 
 


