
平成20年度第２回横浜市入札等監視委員会の議事概要 

 
   【日  時】平成20年７月17日（木） 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、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）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 

 

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）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 



【議事内容】 

 

 前回の質問事項に対する説明 

 
本市より、前回の入札等監視委員会で質問のあった、次の３事項について説明。 
別紙１「入札参加者の工事費内訳について」 
別紙２「 低制限価格制度適用対象工事の入札状況」 
別紙３「政令指定都市における低入札価格調査制度の適用範囲」 
 
委員：別紙１「入札参加者の工事費内訳について」に関して、 低制限価格未満に該  

当するかどうかは、応札額のトータル金額で判断するのか、それとも応札額の工

事費内訳における各項目の金額ごとに判断するのか。 
 
本市：応札額のトータル金額で判断します。具体的には、予定価格の７０～８５％の

範囲内で、設計金額における直接工事費、共通仮設費及び現場管理費相当額に、

報告事例の工事の場合は５分の１を乗じて得た金額の合計額となります。 
 
委員：低入札調査価格制度対象の工事の場合は、低入札調査の対象となるかどうかは、

どのように判断するのか。 
 
本市：調査基準価格を下回った場合に、低入札価格調査を行うことになりますが、

低価格応札者が見積もった直接工事費と共通仮設費の合計額が本市設計金額の80

％未満である場合又は現場管理費と一般管理費の合計額が本市設計金額の60％未

満である場合には、失格基準に該当することとなり、落札者としないこととして

おります。 
 
委員：別紙２「 低制限価格制度適用対象工事の入札状況」に関して、工事の種類に

よって、 低制限価格未満の応札者が出やすい工事と出にくい工事があるのか。 
 
本市：土木や舗装のような公共工事に限定される工種については、競争が激しく、落

札率も低いため、 低制限価格未満の応札者が出やすい傾向があります。 
 
委員：別紙３「政令指定都市における低入札価格調査制度の適用範囲」に関して、他

の政令指定都市も予定価格の事前公表は行っているのか 
 
本市：すべての政令指定都市が事前公表を実施しておりますが、工事の種類や金額に

よって、事後公表も併用して行っている都市もあります。 
 
委員：国は、予定価格については事後公表としており、地方自治体についても事後公
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表が望ましいとの見解を示しているが、地方自治体において、事後公表への転換

を図ろうという動きはあるのか。 
 
本市：本年６月２５日に国土交通省が発表した調査結果によると、現在、都道府県に

ついては約８割、政令指定都市についてはすべての都市が予定価格の事前公表を

行っているとのことです。 

ただ、予定価格を事前公表することで、事業者が、積算をしないで入札できる

ことにつながるおそれがあるかどうかについては、今後注意深く見極めていきた

いと考えております。 
 

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件のうち低入札価格調査制度対

象案件２件についての審議 

 
本市より、「マリンタワー再生事業改修工事（１工区）」及び「南本牧埋立工事（中

仕切護岸Ｂ－４地盤改良工）」について説明。 
 
委員：これらの案件は、次の理由で抽出された。 
１．「マリンタワー再生事業改修工事（１工区）」 
  入札参加条件をつけた案件であり、また、落札率が100％であるため。 
２．「南本牧埋立工事（中仕切護岸Ｂ－４地盤改良工）」 

入札参加者が１者のみであり、落札率が高いため。 
 

委員：事業者が入札金額を積算するには、相当程度のコストがかかるのか 
 

本市：具体的な金額等はわかりませんが、事業者の話では、時間、労力等かなりのコ

ストがかかるとのことです。 
 
委員：「マリンタワー再生事業改修工事（１工区）」は、入札参加者が１者しかなく、

落札率が１００％であるが、こうした事例はよくあるのか。 

 
本市：頻繁にはありません。しかし、全体的に入札参加者数が減少する傾向があり、

特に建築工事の場合、民間発注の工事も多く行われるので、多くの事業者が、本

市の設計金額が安いと判断すれば、入札参加者が著しく少なく、その結果落札率

も高くなることは十分考えられます。ただ、本市の場合は電子入札なので、入札

に参加しようとする事業者は、他の事業者が入札に参加しているのかどうかを把

握することができません。したがって、落札率１００％という結果をもって、直
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ちに当該入札に問題があるとは考えられません。 
   なお、この案件については、以前に一度入札を実施しましたが不調となり、再

度設計をやりなおして、入札を行った案件です。 
 
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対象

案件２件についての審議 

 
本市より、「マリンタワー再生事業改修工事（２工区）（建築工事）」及び「金沢区

富岡東二丁目地内ほか１か所舗装補修工事（夜間）」について説明。 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出された。 

１．「マリンタワー再生事業改修工事（２工区）（建築工事）」 

  先に審議した「マリンタワー再生事業改修工事（１工区）」に関連した案件であ

るため。 

２．「金沢区富岡東二丁目地内ほか１か所舗装補修工事（夜間）」 

比較的予定価格の低い工事であるが、入札参加者数が多いため。 

 
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についての審議 

本市より、「保土ケ谷区権太坂陸橋伸縮継手補修工事」について説明。 
 
委員：この案件は、特殊な技術を要する工事であるため抽出された。 

 
委員：この案件では、辞退者が１者いるが、こうした場合、今後実施する入札への参

加に関し、何らかの不利益を受けるのか 
 
本市：特に不利益はありません。 

 
委員：辞退届を出す場合の書式等はあるのか。 
 
本市：辞退をする場合は、電子入札システムにおいて、辞退するための操作を行うこ

ととしております。 
 
委員：この案件のような特殊な補修工事とういのは、どのような内容のものか。 
 

 3



本市：耐震のために設置されている陸橋の伸縮継手部分の経年劣化に伴う交換です。 

 

委員：落札した事業者は、当初補修対象となる構造物の工事を施工した事業者の関連

事業者というわけではないのか。 
 
本市：本案件の場合はそうではありません。 
 
委員：説明を了承。 
 

議題Ⅰ-１－(3)  随意契約に係る抽出案件 

本市より、「戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設整備工事（その２）」に

ついて説明。 
 

委員： この案件については、WTO案件の継続工事として随意契約された案件であり、

また、契約の相手方（ＪＶ）の構成員の中に停止措置を受けている事業者がある

ため抽出された。 
 
委員：停止措置中の事業者について、やむを得ない理由があれば、随意契約の相手方

とすることができることとなっているが、競争入札に参加することを認めること

は制度上可能か。 
 
本市： やむを得ない理由とは、他に施工可能な事業者がいないことであると考えられ

ますので、入札を行うことが可能である場合は、施工可能な事業者が複数存在す

ることとなり、やむを得ない理由は存在しないと考えています。 
 
委員： 例えば、公正取引委員会の排除措置命令等によって、複数存在する施工可能な

事業者が、すべて停止措置を受けてしまった場合等は、入札に参加することを可

能とすることに意味があると思うが。 
 
本市： この場合は、発注を延期することで対応しています。ただし、それが必ずしも

適切な対応かどうかについては、議論の余地はあると考えております。 
 
委員：ＪＶを組んで一体的に行う工事で、当該ＪＶの構成員が停止措置を受けた場合

において、当該構成員の施工規模の全体工事規模に占める比重が低い場合は、そ

の部分だけ分割して他の事業者と随意契約を締結したり、停止措置を受けた事業

者を当該ＪＶの構成員から排除して、新たにＪＶを組み直すことはできないのか。 
 
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く、また各構成員が各々発注者に対し

て履行責任を負っています。そのため、停止措置を受けたことのみを理由として、
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発注者側から停止措置を受けた事業者のみを排除することは難しいと考えられ

ます。 
 
委員：説明を了承。 
 
 

議題Ⅰ-２－(1)  入札契約手続の運用状況について 

本市より、２０年度４月から６月までの入札・契約の状況を報告。 
 

委員：総合評価落札決定方式により、 低金額で応札した者以外の事業者が落札者とな

った場合、 低金額で応札した者から苦情等を申し立てられたことはあったか。 
 
本市：現在まで契約部署に対して苦情等を申し立てられたことはありません。技術評価

点を公表するなど、制度の透明性の向上を図っております。 
 
委員：不調となった入札件数が増加しているが、どのような原因が考えられるのか 
 
本市：全国的な傾向ですが、建築や設備工事などに不調が多い傾向があります。主な原          

因としては、公共工事以外に民間発注の工事もあることや、 近における建築資材

の高騰などが考えられます。 
 
委員： 不調となったため、再度入札を行う場合は、どうような手続を経るのか 
 
本市： 設計担当部署で、再度設計金額等の見直しをする場合のほか、小規模で単体で

は事業者の採算に見合わないような工事案件については、他の発注案件との合体

発注を行う場合があります。また、設計が適切で見直しの必要がない場合は、参

加条件を緩和して所在地区分の拡大を行ったり、指名競争入札に切り替える場合

もあります。 
 
委員：２６億３千万円以上の案件が対象となるＷＴＯ案件の契約金額について、平成１

９年度は、２件で約３０億円しかないが、どのような理由によるものか。 
 
本市： 複数年度にわたる継続工事として一般競争入札を実施した案件の、第１期目に

係る契約金額のみが表示されている案件があるためです。 
国等から補助金を受けて実施する継続工事の場合、本来一体として発注すべき

ところ、複数年度に亘る補助金交付が確約されていないため、第１期工事のみ入

札を行い、２期目以降は随意契約とする場合があります。この場合、ＷＴＯ案件

に該当するかどうかは、２期目以降の金額も含めた全体工事金額を基準に決定す

るため、第１期目の契約金額だけで見れば、ＷＴＯ案件の基準額を下回っている

ように見えることがあります。 
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委員：報告を了解。 
 
 

議題Ⅰ-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：報告を了解。 
 

 

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「小雀浄水場１系ろ過池更生工事」について説明。 

 
委員：この案件については、低入札調査を行った案件であるため抽出された。 
 
委員：本案件のように規模の大きくない工事にも、入札参加条件として一定の工事実績

を要求すると、新規参入を困難にするおそれがあるのではないか。 
 
水道： 本案件の工事は非常に専門性が高く、ろ過池の中のろ過砂やろ過砂利をすべて

取り出して洗浄を行ったり、新たに追加する砂の量の調整等が難しいため、入札

参加条件として一定の工事実績を要求しました。また、市内事業者のみでは施工

可能な事業者が少ないと判断されましたので、市内のみならず準市内及び市外の

事業者まで参加条件を広げて入札を実施しました。 
 

委員：調査基準価格の事前公表はしているのか。 
 
水道：調査基準価格については事前公表していません。ただし、契約規程において、予

定価格の１０分の７から１０分の８．５の範囲で調査基準価格を設定する旨定めて

います。事業者としては、これを参考に調査基準価格をある程度予測することは可

能です。 
 
委員：事業者は、入札した金額が、低入札価格調査を受ける金額なのか、あるいは失格

になるおそれがある金額なのかを予測することは可能なのか。 
 
水道：過去の契約実績を参考にして、ある程度は予測可能だと考えられます。 
 

 6



 委員：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件についての審議についての審議 

水道局より「新吉田線口径５００ｍｍ配水管布設替工事（その１）」について説明。 

 
委員：この案件については、入札参加者が１者のみであり、落札率が100％であるため

抽出された。 
 
委員：入札参加者が１者のみであり、落札率が100％という結果は、一度不調になった

案件の再発注といった特別な経緯があるのか、それとも特殊な工事であるのか。 
 
水道：再発注ではありませんし、本件工事は、特に技術的に難しい工事というわけでも

ありません。 
    あくまでも推測ですが、本年度は早期発注により、３月中に入札を実施した案件

数が多かったため、事業者側にとって、参加する入札案件の選択肢が多かったので

はないかと考えられます。 
 
委員：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「道志水源林見学施設整備工事」について説明。 
 
委員：この案件については、工事現場が山梨県であり、工事現場の周辺地域の事業者を

指名した案件であるため抽出された。 
 

 委員：本案件は、山梨県道志村内の（横浜市から見て）市外事業者５者を指名している

が、同村の周辺地域の事業者も指名の対象にできなかったのか。 
 

委員：現場が大変交通の不便な場所にあり、近隣の事業者でないと、工事の調整や緊急

時の対応に支障をきたすおそれがあったため、道志村内の事業者を指名しました。 
 
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 
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水道局より「口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その７）」につい

て説明。 
 
委員：本案件は、市内全域を対象とした契約金額の大きな案件であるため抽出された。 
 
水道：補足いたしますが、本案件は、市内の管工事協同組合を相手方とした随意契約で

すが、平成１６年に横浜市の監査で指摘があり、平成２１年度までに、条件付一般

競争入札に段階的に移行することとしております。したがって、本案件が 後の随

意契約となり、来年度からは全て一般競争入札となります。 
 

委員：本案件は、市内で漏水事故が発生した場合に、緊急復旧を行うことを内容として

いるということであるが、設計は概算で行なっているのか。 
 
水道：過去の漏水事故の発生件数を参考に概算で設計し、履行状況に応じて変更契約を

行います。 
 
委員：中小企業庁が、中小事業者の支援・育成の一環として、官公需適格組合に優先的

に公共工事を発注するよう、全国の地方自治体に要請しているが、こうしたことと

の関係ではどのように考えているのか。 
 
本市：国からの要請は、現状では努力義務に過ぎませんので、どこまで官公需適格組合

に優先度を与えるのか自治体としての判断が難しいところです。通常は契約の相手

方の決定についても入札が可能であれば入札を選択しており、あえて随意契約を選

択するということはありません。 
官公需適格組合の趣旨のひとつには、個々の組合員では施行が難しい工事を、組

合として集まることによって、もう少し大きな事業者と競争できるようになるとい

うことがあります。今回の案件のように、個々の組合員も実際に入札に参加でき、

また、施行も可能である場合には、特に組合そのものを優遇する必要はないと考え

ています。 
なお、すでに入札に切り替えている分においては、組合が一入札参加者として入

札に参加しており、数件受注しております。 
 
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 

水道局より、平成１９年度及び２０年度４月から６月までの入札・契約の状況を報告。 
 
委員：報告を了解。 
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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 

水道局より報告 
 
委員：報告を了解。 
 
 

【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。 
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