
平成20年度第１回横浜市入札等監視委員会の議事概要 

 
   【日  時】平成20年４月25日（金） 午前９時～正午 
   【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、三邊夏雄委員、塩原保委員、 

高荒敏明委員 
 
    【議  題】 
 

Ⅰ  委員長の選出について 

 

Ⅱ 本市 

１ 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        ３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 

２ 報告事項 

（1）入札契約手続の運用状況について 

（2）一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について 

 

Ⅲ 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        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）入札契約手続の運用状況について 
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【議事内容】 

 

議題Ⅰ  委員長の選出について 

 
委員の互選により、村上政博委員を委員長に選出。また、三邊夏雄委員を委員長職務代

理者に指名。 
 
議題Ⅱ-１－(1)  一般競争入札（ＷＴＯ）に係る抽出案件１件についての審議 

 
本市より、「港北処理区新横浜駅前第二幹線下水道整備工事」について説明。 
 
委員：本案件は、今回の審議対象期間における唯一のＷＴＯに係る案件であり、また

低価格での落札であるため、抽出した。 
 

 委員：落札率は何％だったのか。 
 

本市：69.4パーセントです。 
 
委員：この案件は、大規模工事の案件である割には大手建設会社の入札参加者数が少

ないようであるが、停止措置を受けたため、入札に参加できない事業者が多かっ

た等の事情があるのか。 

 
本市：防衛施設庁発注の特定土木・建築工事の入札談合事件や名古屋市営地下鉄土木

工事における入札談合事件に関し、公正取引委員会により排除措置命令等がなさ

れたことに伴い、多くの大手建設事業者に対して独占禁止法違反行為を措置要件

とする停止措置が行われたことが大きく影響しています。 
 
委員：発注時期を多少ずらすことなどにより、入札参加者を増やすことはできなかっ

たのか。 

 

本市：契約担当部局としましては、競争性の確保は念頭に置いておりますが、発注時

期をずらして参加事業者数を確保するという考え方は採っておりません。事業上

の必要性から発注局で発注時期を決定しております。 
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委員：説明を了承。 
 
 
 

議題Ⅱ-１－(2)  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対

象案件１件についての審議 

本市より、「南本牧埋立工事（Ｅ街区地盤改良工）」について説明。 
 
委員：この案件は、低入札価格調査を行った大規模工事案件であるため抽出した。 

 
委員：説明を了承。 

 
 

議題Ⅱ-１－(2)  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対象案

件２件についての審議 

本市より、「いたち川改修工事（その２）」及び「各ふ頭補修工事（１９－５）」に

ついて説明。 
 

委員：「いたち川改修工事（その２）」については、数者が 低制限価格未満の応札

で失格となっているが、 低制限価格が高すぎたのではないか。 
 
委員： 低制限価格算出の元となる予定価格の設定にあたっては、発注者の方で状況

に応じて変更するような余地はないのか。 
 
本市： 低制限価格については、算出式が決まっており、若干乱数を掛ける部分が

あるものの、 終的には予定価格がいくらであるかによって決まってくるもので

す。 
また、積算基準は決まっておりまして、原材料費の単価等は年４回程度見直し

ております。価格の変動により、設計書上の単価が実勢価格と差異を生じる場合

もありますが、現状では基準に従って積算しております。 
 

委員： 「いたち川改修工事（その２）」の案件では、３者が 低制限価格未満で失格

となっているが、積算ミスによるものだったのか、それとも失格となることをあ

らかじめ承知のうえで応札したのか、そのあたりについて何か理由は考えられる

のか。 
 
本市： なぜこのような金額で入札してきたのかは、私どもでは把握しておりませんが、

事業者は、予め公表されている 低制限価格の算出方法を念頭に置きつつ、設計

書に基づき入札金額の積算を行います。予定価格は公表しておりますが、設計書
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の内訳は公表しておりませんので、どのあたりが 低制限価格となるのか事業者

側で見当はつけているとは思いますが、それが読み間違えなのかどうなのかはわ

かりません。 
 
委員： 失格となった事業者は、落札する気がなかったということは考えられるか。 
 
本市： 事業者側でも、 低制限価格をかなり精密に計算できますので、本案件に関し

ては、競争が大変激しく、おそらく、各事業者ともに 低制限価格ぎりぎりの価

格を狙って入札したため、結果として３者も失格者が出たのではないかと推察さ

れます。 

 

委員： 事業者によって、積算内訳の内容はかなり異なっているのか。似たような部

分、大きく違っている部分があるかと思うが、分かれば教えて欲しい。 
 
本市： 各入札参加者の積算内容を細かく分析しておりませんので、印象ということ

になりますが、設計に基づいて各事業者とも積算しておりますのでさほど大きな

差異はなく、また、全く同じ内容でもないというところです。 
 
委員：直接工事費と間接工事費とでは、どちらで差がつきやすいのか。 
 
本市：どちらで差がつきやすいとは一概にいえません。 
 
委員：ある事業の予算を組むときには、予定価格に基づいて予算額を決定するのか。

また、落札額が予算額を下回った差額はどのような扱いになるのか。 
 
本市：予算要求の段階では、詳細な設計はまだ行われてませんので、ある程度の見込

みで予算要求を行います。発注段階になりますと施工内容等を具体的に決定した

うえで詳細な設計を行い、その決まった予算の範囲内で発注することになります。

落札金額が予算額を下回った差額については、非常に厳しい財政状況の中で、優

先順位が若干低く予算の制約上見送っていた他の工事を執行するということもご

ざいます。 
 
委員： 「各ふ頭補修工事（１９－５）」については、応札者が１者しかなかったとの

ことであるが、何か特別な事情があるのか。 
 
 
委員： 産業廃棄物処理業の許可を持っていることを入札参加条件としたことが影響し

ているのか。 
 
委員： ほ装の事業者は、どのくらいの割合で産業廃棄物処理業の許可を持っているの

か 
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本市： 通常の工事案件であれば、請け負った事業者が責任を持って産業廃棄物の処

理事業者に適正な処理を行わせる契約となっているため、産業廃棄物処理業の許

可を持っていることを入札参加条件とはしていません。 
本工事案件は、当該工事によって発生するコンクリートがら等の建設廃材を、

大黒ふ頭の沈下対策工事の嵩上げ用材として再生利用するため、、本市が排出事

業主として、工事事業者に産業廃棄物の収集運搬も請け負わせる必要があり、産

業廃棄物処理業の許可をもっていることを入札参加条件といたしました。なお、

ほ装の登録事業者では、約５割弱が産業廃棄物処理業の許可をもっております。 
 

 
委員： 再生利用の目的が具体的に決まっている場合にも、産業廃棄物処理の許可をも

っている事業者が運搬しなければならないのか。 
 
本市：本件工事において発生するがれき等の廃材は、廃棄物処理法上、「専ら再生利

用を目的とする廃棄物」に当たらないため、産業廃棄物処理業の許可をもってい

る事業者でないと運搬はできない旨、この制度を所管する資源循環局に工事発注

局が確認しております。 
 
委員：説明を了承。 
 

議題Ⅱ-２－(3)  指名競争入札に係る抽出案件 

本市より、「金沢水再生センター管理棟自動火災報知設備改築工事」について説明。 
 

委員： この案件は、一般競争入札で２回不調になった結果、指名競争入札を実施した

案件であるため抽出した。入札が不調となった経緯は、どのようなものか。 
 
本市：１回目の入札は、２者応札がありましたが、そのうちの１者は 低制限価格未

満の金額で応札をしたこと、もう１者は入札参加資格を満たしていなかったこと

により、両者とも失格となりました。また、２回目についても応札者が２者あり

ましたが、いずれの応札者も入札参加資格を満たしていなかったため、両者とも

失格となりました。 
 
委員： 第１回目の入札で、 低制限価格未満の金額で応札を行った事業者は、今回の

指名競争入札において指名を受けているのか。 
 
本市： 今回の落札者ではありませんが、指名は受けています。 
 
委員： この案件においては、辞退者と不参加者がいるが、両者は具体的にどのような

違いがあるのか。 
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本市： 指名を行った後に辞退届の提出があった者が辞退者、指名をしても辞退の申し

出がなく、単に応札してこなかった者が不参加者です。 
 
委員：応札者が１者しかなかったのは、市内事業者に入札参加者を限定したことにも

よるのではないか。 
 
本市：この案件は、それほど特殊な技術が要求される消防施設工事ではないため、市

内事業者でも十分施工可能と判断しました。 
 
委員： この工事案件は、事業者にとって利益率が低いというようなことはないのか。

また、受注に尻込みするような理由があるのか。 
 
本市：利益率は把握できておりません。また、消防施設工事は本市でも発注が少ない

工事ですので、ある程度の数の事業者の参加を見込んでいましたが、結果は１者

応札となりました。 
 
委員：説明を了承。 
 

議題Ⅱ-２－(4)  随意契約に係る抽出案件 

本市より、「港北処理区新羽末広幹線（太尾・駒岡区間）第二工区下水道整備工事（そ

の２）」について説明。 
 
委員： この案件は、過去にＷＴＯに係る案件として一般競争入札を行った大規模工事

の継続工事に係る案件であるため抽出した。 
 
委員：本件工事は、７か年の継続工事であるということで、停止措置期間中の事業者

と随意契約を行った案件であるが、大手事業者なら、他にもシールド工事を行う

技術力をもった事業者はあったのではないのか。 
 
本市：本件工事は、まず、縦坑を掘り、その中でシールド・マシンを組み立てて、シ

ールド工事を行うものです。途中で事業者を変更すると、 初に入れたシールド

・マシンは請負事業者の所有物であることから、これを縦坑から取り出して新し

いマシンを入れなければならず、他にも縦坑の管理等、工事の性質上、安全面、

技術面で重大な問題が生じるため、事業者を途中で替えることは現実的ではあり

ません。 
 
委員： もし、契約した事業者が工事を続行している 中に停止措置を受けた場合は工

事は続行するのか。 
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本市： 落札候補者となった事業者が、落札決定前に停止措置を受けた場合は、その事

業者を契約と相手方としないものとしておりますが、契約締結後に契約相手方の

事業者が停止措置を受けた場合は、当該事業者との契約を解除することはなく、

工事は続行します。 
 
委員： この案件のように特定建設共同企業体（以下「ＪＶ」という。）が請負人であ

り、当該ＪＶを構成する一部の事業者が停止措置を受けた場合、そのＪＶとの契

約は解除しないのか。 
 
本市：ＪＶは各構成事業者間で協定を結んで結成されますが、協定書の中に、特定の

構成事業者を強制的に脱退させる規定がないことや、各構成事業者が各々が発注

者に対して契約責任を負っているため、停止措置を受けたことのみを理由として、

発注者側から契約の解除を行うことは難しいと考えられます。 
 
委員：ＪＶ構成事業者の間で、協定上のトラブルがあったり、一部の事業者が倒産し

たりしたような場合はどうなるのか。 
 
本市：このままの状態では契約を履行できないと考えられる場合は、契約の解除もあ

り得ます。 
ただし、ＪＶは技術力・資本力を結集することのほか、リスク分散の目的もあ

り、構成事業者が何らかの事情で契約の履行が困難となった場合に、残りの構成

事業者のみによる事業の続行を担保できるように構成事業者が連帯して履行責

任を負うことも、ＪＶの重要な利点のひとつと考えています。 
 

委員： 今回の契約金額は、予定価格の何％くらいなのか。 
 
本市： 99.7％です。 

 

委員： 本案件のような、継続工事に係る随意契約の場合は、第１期目の工事に係る一

般競争入札における落札率を、契約金額の予定価格に対する割合として固定する

ようなことはできないのか。 
 
本市： そのような制度は設けておらず、随意契約を行う都度見積書を徴収し、見積額

が予定価格を下回れば契約を締結することとなります。 
 
委員：もしそうであるなら、当初の一般競争入札で落札した事業者が、継続工事につ

いては、予定価格に近い金額で契約できることとならないか。 
 
本市：第１期目の入札において、第１期目の工事内容だけでなく、全体の工事内容を

示したうえで、後続の関連する工事については、随意契約を行うことも併せて公

告しますので、こうした条件も考慮して第１期目に応札していると考えておりま



 7

す。 
 
委員：説明を了承。 

 

 

議題Ⅱ-２－(1)  入札契約手続の運用状況にについて 

本市より、「平成１９年度入札状況」、「平成２０年度に向けた公共事業の入札・契

約制度の見直し内容について」及び「契約事務の窓口の一元化について」報告。 
 

委員： 「平成１９年度入札状況」における、平均落札率はどのように算出するのか 
 
本市： 各工事の入札における落札率を合計してそれを入札案件数で除する、いわゆる

単純平均で算出しています。 
 
 
委員： 「平成２０年度に向けた公共事業の入札・契約制度の見直し内容について」の

中で、 も事業者等への影響が大きいと思われるのはどの項目か。 
 
本市： 過度な低入札を防止し、工事の品質保持や事業者の健全経営を図る目的で行う、

低制限価格及び調査基準価格の引上げであると考えております。 
 
委員： 今回の見直しにより、どの程度の落札率の上昇が見込めるのか。 
 
本市： 低ラインは確実に上がりますが、具体的に落札率がどの程度になるかという

予測は難しいと思われます。なお、予定価格の事前公表については本年度も継続

します。 
 
委員：「低入札」とは、低入札価格調査制度における調査基準価格を下回ることの他に、

低制限価格を下回って失格になった案件も含まれると思うが、その 低制限価

格を下回って失格になった案件はどのくらいあったのか。 
 
本市： 手元に資料がないため、可能であれば、次回の委員会で報告いたします。 
 
委員： 「過度の低入札」について数値的な基準があるのか。 
 
本市： 明確な数値的基準はありませんが、落札率が低いこと自体が直ちに問題である

とは考えておりません。落札率の低かった個々の工事について、工事の質を低下

させ、事業者の経営を圧迫するような現象が発生した場合に問題であると考えて

おります。 
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委員： 今回の見直しにより、 低制限価格率が現行の71.6％から79.6％に引き上げられ

るとのことであるが、具体的にはどのような計算根拠に基づいた数値なのか。 
 
本市： 予定価格の積算金額は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

という４つの費用から構成されていますが、従来は本社経費や利益にあたる一般

管理費をまず除いて、直接工事費の全額、共通仮設費の全額及び現場管理費の５

分の１相当額の合計を 低制限価格としていました。この現場管理費の５分の１

が妥当であるのかどうかを考えた場合に、建築系の工事においては下請経費は直

接工事費に含まれていて減額されていませんが、土木系の工事における現場管理

費については、その中に下請経費を含んでおり、５分の１に減額した場合には必

要経費を賄えず、経営を圧迫する恐れがあるため、土木系の工事については現行

の５分の１から５分の３に引き上げました。その結果として、 低制限価格率が

71.6％から79.6％に上昇する見込みとなったものです。 
 
委員： 一般的には、応札額が基準を下回った場合に一律に失格とする 低制限価格制

度よりも、基準を下回った場合に施工が可能であるか調査を行う低入札価格調査

制度の方が良いとされいるが、横浜市では低入札価格調査制度の対象が狭まって

いる。他の政令指定都市において、どのような状況であるのか知りたい。 
 
本市： 次回の委員会で報告いたします。 
 
委員： 入札ボンド制度を試行するとのことであるが、本格実施の予定はあるのか。 
 
本市： 現時点では、具体的な本格実施の予定は決まっていません。試行の結果、どの

程度の効果があるのかを検証したうえで、本格実施するかどうかについて検討を

行う予定です。 
 
委員：報告を了承。 
 
 

議題Ⅱ-２－(2) 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：報告を了承。 
 

議題Ⅰ-２－(2)  談合情報対応について 

該当なし 
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議題Ⅱ（交通局関係） 

 

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件及び最低制限価格制度適用工事の１件についての審議について

の審議 

交通局より次の２案件について説明。 

「改札口ＩＴＶカメラ設置工事」（低入札価格調査制度対象） 
「高速鉄道４号線川和車両基地周辺道路整備工事」（ 低制限価格制度対象） 
 
委員：「改札口ＩＴＶカメラ設置工事」については、低入札価格調査を行った案件であ

るため抽出した。また、「高速鉄道４号線川和車両基地周辺道路整備工事」につい

ては、 低制限価格と同額の応札額であったため抽出した。 
 
委員： 本市（行政運営調整局）と異なり、交通局の場合は 低制限価格を公表してい

るとのことであるが、なにか理由があるのか。 
 
交通： 交通局の場合は、コストを重視し、事業者に契約額の 低制限価格を予め示す

ことで、契約額を抑制する効果が期待できると判断したためです。 
 
本市： 行政運営調整局の入札においては、 低制限価格を事前公表としていたときに

は、数社が 低制限価格で並んだ結果、くじで落札者が決定された事例が相当数

見受けられたため、 低制限価格については事後公表に変更した経緯があります。 
 また、国においても、 低制限価格の事前公表は望ましくないとする見解を示し

ています。 
    また、すでに本市の報告事項で説明いたしましたが、平成２０年度以降、契約

事務の窓口が行政運営調整局に一元化され、 低制限価格の取扱いについても、

今後はすべて本市（行政運営調整局）の取扱いに統一されることとなりました。 
 
委員： 低制限価格を事前公表していない場合であれば、 低制限価格と同額で落札

しているのは不自然であり、情報漏れ等の競売入札妨害が疑われるところであるが、

交通局では事前公表しているとのことで、その制度の元では 低制限価格と同額で

の入札もあり得るということは理解できた。 
 
本市： 低制限価格を事前公表した場合に、積算をしないで 低制限価格と同額で応

札すれば落札できる可能性が高いということは問題だと考えています。ただし、

実際に積算をしているのか否かの検証は非常に困難です。 
 

 委員：交通局説明を了承。 
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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 
交通局より「新羽駅ホーム上屋ほか鳩除け対策工事」について説明。 

 
 委員：本案件は、交通局において、審議対象期間中における唯一の指名競争入札案件で

あり、落札率が高いため抽出した。 
 
委員：落札率が高いのは、いま説明にあったとおり、条件付一般競争入札で応札者がな

く不調となったことから、事業者にとって落札意欲の少ない工事であったと言える

のか。 
 
本市：そのように思われます。 
 
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 
交通局より「４号線司令電話用ＰＨＳ装置設置工事」について説明。 
 
委員：本案件は、他の一般競争入札に係る工事と関連する工事に係る随意契約案件であ

るため抽出した。 
 

委員：説明を了承。 
 

 
議題Ⅲ-２－(1)  入札契約手続の運用状況について 

交通局より報告 
 
委員：報告を了承。 
 

 
議題Ⅱ-２－(2)  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－(3)  談合情報対応について 
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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。 

 
 

 


