
平成21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21年10月27日（火） 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、三邊夏雄委員、塩原保委員、高荒敏明委員 
 
【議  題】 
 

Ⅰ 本市 

１ 審議事項 

(1）一般競争入札（ＷＴＯ）に係る抽出案件      ２件 

(2）一般競争入札（条件付）に係る抽出案件      ５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             ２件 

２ 報告事項 

(1）入札及び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 
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【議事内容】 
 

 
工事価格の積算方法について 

 

本市より、前回の委員会で質問のあった、工事価格の積算方法についてについて説明。 

 

委員：工事価格の内訳である、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

の工事価格に占める割合は、各々大体どのくらいなのか。 

 
本市：工事の種類によって多少異なりますが、直接工事費が60%から70%程度、共通仮

設費が10%以内、現場管理費が10～20%程度、一般管理費については10%以内という

いのが大体の傾向です。 

 
委員：工事価格を積算する過程で、数量にかける単価の数値は何を根拠としているの

か。 

 

本市：国で定めた単価を参考にして単価を定めています。これにつきましては、公表

もしております。 
 
委員：横浜市において入札制度の改革等を行なってから、平均落札率が下がっており、

全国的にも平均落札率が下がっているようである。この単価は、いわゆる実勢価

格をベースに設定されるのだと思うが、このような場合には、単価もそれを反映

して下げるのか。 

 

本市：例えば、土木工事の場合は、年４回、資材の単価の見直しをしております。も

っとも、見直し後の単価を実際の工事価格に反映させるまでには、どうしても数

ヶ月くらいタイムラグが生じてしまいますが、資材の場合は、年４回単価の見直

を行うことにより、できる限りきめ細かく工事価格に反映させるようにしており

ます。 
 
委員：工事価格の内訳ごとに、単価が毎年継続的に下がっているから、平均落札率が

下がっているのかとも考えられるが、両者の間に特に関連性があるというわけで

はないのか。 

 

本市：落札率の低下と単価の変動の関連性については把握しておりませんが、例えば

昨年は、鉄鋼関係の資材単価が非常に高騰し、それに伴い、国の場合も同様でし

たが、設計単価を引き上げた経緯があります。また、ただいまのご質問とは直接

関係することではありませんが、昨年度から、特定の建設資材価格の高騰を踏ま

え、請負代金額の変更を円滑に行えるよう、工事請負契約約款の単品スライド条

項について運用基準を定めて、特定の資材の価格が急激に上昇した場合において

は、契約途中であっても、契約金額を増額変更し、 終支払時に清算する制度の
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運用も開始しておりまして、それを適用して契約金額を増額変更している事例も

あります。 
 

委員：平均落札率が85%くらいにまで下がってきているのは、事業者が材料費相当分を

値引きして積算するというより、むしろ現場管理費や一般管理費を減額すること

により、工事価格を安く積算していると考えてよいのか。 

 

本市：横浜市では、入札時に、事業者に積算内訳書を提出させており、ごく一部の案

件については実際にどのくらいの工事費用がかかったかについて調査を行う場合

もありますが、通常は、実際に資材業者に支払った金額や現場労働者に支払った

賃金の金額等については把握しておりませんので、工事価格の積算過程において

どの費用をどのくらい減額したのかはわかりません。 

 

 
委員：国が定めている建設資材の単価は、告示等で公表されているのか。 
 
本市 ：労務者単価については、国土交通省が「公共工事設計労務単価」として定めて

おり、本市についても、その単価を準用しております。公表の形式については、

資料がないので、すぐにはわかりませんが、一般的に周知される形で公表されて

います。 
 
委員 ：説明を了承。 
 

 
議題Ⅰ-１－(1)  一般競争入札（ＷＴＯ）に係る抽出案件２件についての審議 

 

本市より、「星川雨水調整池築造工事」及び「南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処

分場（仮称）建設工事（その７・地盤改良工）」の２件について説明。 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１．「星川雨水調整池築造工事」 

  発注件数の少ないＷＴＯによる契約案件であるため。 

２．「南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その７・地盤改

良工）」 

発注件数の少ないＷＴＯによる契約案件であり、かつ入札参加者が１者のみであ

るため。 

 

委員：本２件の説明において、入札参加資格を満たすＪＶの数が示されたが、ＪＶは

事業者の組み合わせが流動的に変わるので、具体的に入札参加が可能なＪＶ数を

想定するのは困難なのではないのか。 

 

本市：ＪＶの組み合わせ自体はわかりませんが、例えば、本案件のような構成員数３

者のＪＶを対象とする入札において、本市が把握している資格要件を満たす事業
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者数が30者あったと仮定すると、その中から３者の事業者によるＪＶが、 大10

者は想定できるため、その数を参加可能なＪＶの数として説明しています。 

 

委員：「南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その７・地盤

改良工）」において落札者となったＪＶの構成員の中に、大手の建設事業者２者

が含まれているが、ＪＶの名称で一番目に記載された事業者が代表構成員なのか。 

 

本市：はい、そうです。 

 

委員：これだけ大きな工事の入札になぜ１ＪＶしか参加しなかったのか。 

 

委員：確かに、「星川雨水調整池築造工事」の方は、低入札価格調査が行なわれた経

緯があるが、他にも大手建設事業者が構成員となっているＪＶの参加があったの

に対し、この案件の場合は、なぜ１ＪＶしか参加しなかったのか。 

 

本市：「南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その７・地盤

改良工）」で入札参加者が少なかった理由のひとつとして、この工事は、日本に

数隻しかないような特殊な作業船を用いて、かなり深い場所の地盤改良を行なう

ため、実際に落札しても、作業船が手配できないと工事を行えなくなることから、

作業船を確実に確保することができる事業者でないと参加が困難だったことが推

測はされます。 

 

委員 ：説明を了承。 
 

 

 
議題Ⅰ-１－(2)  一般競争入札（条件付）に係る抽出案件５件についての審議 

 
本市より、一般競争入札（条件付）に係る抽出案件５件のうち、次の３件について説

明。 

１．「中区錦町地内舗装補修工事（その２）」 

２．「金沢高等学校耐震補強その他工事（建築工事）」 

３．「左近山第一小学校耐震補強その他工事」 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１．「中区錦町地内舗装補修工事（その２）」 

入札参加者が多く、かつ低入札価格調査を行なった案件であり、また、いわゆる

「逆転」の現象も生じているため。 

２．「金沢高等学校耐震補強その他工事（建築工事）」 

予定価格の事後公表試行対象案件であるため。 

３．「左近山第一小学校耐震補強その他工事」 

２．の予定価格の事後公表試行対象案件と工事内容が類似した案件であるため。 

 

委員：「中区錦町地内舗装補修工事（その２）」について、総合評価落札方式による
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入札を行った理由を説明してほしい。 
 
本市： この工事は、南本牧ふ頭の近隣の道路の舗装補修工事で、当該道路はコンテ

ナ等の重量物を積んだ港湾関係の車両の通行が非常に多く通行します。こうした

状況の下、本件工事は、埠頭内の道路の場合ような強度の高いコンクリート舗装

ではなく、アスファルト舗装による補修工事であり、入札参加事業者の技術的要

素を重視する必要があったため、総合評価落札方式の対象といたしました。 

 

委員：総合評価による技術評価点等は公開されているが、それによって入札に参加し

た事業者が社会的な不利益を被るおそれはないのか。 
 

本市：総合評価落札方式の場合は、契約締結後に評価点を公表するという条件で入札

を行なっております。本案件の場合ではありませんが、総合評価においては、事

業者に技術提案を求めたり、工事の計画を提出してもらう場合があります。この

場合、提出された提案や計画の評価点については公表いたしますが、提案や計画

の内容までは公表しておりません。 

本件の評価項目で見た場合、例えば、工事成績評定点の実績やＩＳＯの認証の

取得状況等の、ある程度一般的な情報として外部に公表されているものが主要な

部分を占めておりますので、こうしたものについて公表することは評価の透明性

という観点から必要なものと考えております。 

 
委員：確かに評価点に関し事業者から苦情が出された場合、発注者が、評価点の根拠

を客観的に説明できるようにしなければならないという問題はあるが、実際には、

例えば市の優良工事業者であるとか、災害協力業者であるということ等が評価の

決め手になっているような印象を受ける。こうした実態からみて、評価点を公表

しても差し支えないと考えられる。 
 
委員：他の２案件の落札率はどのくらいか。 
 
本市：「左近山第一小学校耐震補強その他工事」が84.80%、「金沢高等学校耐震補強

その他工事（建築工事）」が85.32％です。 

少し補足してご説明いたしますが、予定価格に対する 低制限価格の割合は、

「左近山第一小学校耐震補強その他工事」が84.60％、「金沢高等学校耐震補強そ

の他工事（建築工事）」が84.89％で、「左近山第一小学校耐震補強その他工事」

の方が若干低めになっております。 

また、落札金額の 低制限価格に対する割合は、「左近山第一小学校耐震補強

その他工事」の場合は100.21、それに対して「金沢高等学校耐震補強その他工事

（建築工事）」では100.51となっており、どちらの案件も落札金額が 低制限価

格に非常に近い金額になっております。後者の案件は予定価格の事後公表試行案

件ですが、本２件を比較した場合、この割合は両者ほとんど差がありません。 

 

委員：本２件はともに耐震補強工事であるが、この種の工事は難易度の高い工事なの

か。 
 



 5

本市：工事内容にさほどの特殊性はなく、難易度も高くありません。また、この種の

工事は、学校の夏休み前の時期に多数発注されるので、過去の事例も豊富にある

ため、事業者にとって工事価格の積算も困難ではありません。 
 
本市：若干補足しますと、横浜市では、学校の耐震工事をかなり先駆的に行なってき

ましたが、通常、学校の建物は、形状や機能が画一的であるため、補修工事など

において工事内容がパターン化されている部分が多く、多くの建設事業者が同じ

ような工事を何度も経験しております。したがって、工事価格の積算においても

単価の変動を見落とすようなことをしない限り、積算ミスを犯す可能性は低いと

考えられます。 
 
委員 ：説明を了承。 
 
引き続き、本市より、「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その８）」

及び「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その６）」について説明。 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１．「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その８）」 

発注件数の少ない、技術修得型JVを対象とした案件であるため。 

２．「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その６）」 

入札参加者が１者のみとなった特殊な工事内容の案件であるため。 

 

委員：「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その６）」の工種は「さ

く井」といって、非常に特殊な工事ということであるが、どのような特殊性があ

るのか。 

 

 

本市：工事自体は井戸を掘る工事ですが、横浜市の公共工事として発注されるのが極

めて稀な工種であり、工事自体の特殊性というよりは、発注件数が著しく少ない

という意味で特殊であるということです。 
 
委員：「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その８）」）は、ＪＶを

対象とした案件であるが、１者だけ単独で入札して無効になっている事業者があ

る。本案件はＪＶを対象とした入札であることが公告されているはずだと思うが、

どのような事情があったのか。 
 
本市：この事業者は、当初からＪＶを組んで入札に参加する意思はあり、ＪＶ協定書

の提出もあったのですが、入札において、ＪＶ名で入札しなければならないとこ

ろ、誤って単独企業名で入札してしまったために無効となりました。 
 
委員：「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その８）」に関連するこ

とであるが、入札参加資格として技術修得型ＪＶが対象となるか、技術力結集型

ＪＶが対象となるかは、どのような基準で判定されるのか。 
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本市：例えば、先程、一般競争入札（ＷＴＯ）に係る抽出案件としてご説明した「星

川雨水調整池築造工事」のような工事は、技術的難易度が非常に高く、規模の小

さな市内事業者がＪＶの代表構成員となって工事を行なうことが困難です。この

ような場合は技術力結集型ＪＶを対象とする場合が多いのですが、技術修得型Ｊ

Ｖを対象とすべきか技術力結集型ＪＶを対象とすべきかについての明確な判断基

準を設定することは難しく、個別の案件ごとに発注課と協議し、具体的な状況を

確認しながら判断をいたします。 
 
委員 ：説明を了承。 

 

 
議題Ⅰ-１－(3)  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、「太田小学校耐震補強その他工事（衛生設備工事）」について説明。 
 

委員 ：この案件は、入札が不調となり、工事時期に制約があるということで、指名競

争入札により再発注を行なった案件であるという理由で抽出した。 

 

委員：本案件は、一般競争入札（条件付）が不調となり、早急に入札する必要があっ

ために指名競争入札とした事情があるとのことであるが、55者の事業者を指名し

ており、やや指名事業者数が多すぎるような印象を受ける。例えば20者から30者

程度に指名事業者数を絞り込むようなことは制度上困難なのか。 

 

本市：指名競争入札においては指名事業者数は概ね50者を標準としております。 

特に本案件の場合は、一般競争入札（条件付）の開札を行ったときに入札参加

者がなかったこともあり、敢えて指名事業者数を絞るということは考えておりま

せんでした。なお、一般競争入札（条件付）で公告した際も、入札参加資格を満

たす事業者が57者ありました。 
 

本市：「横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱」では、原則として一般競争入札

（条件付）を行なわなければならないところ、特殊な工事で指名競争入札を行う

場合は、指名事業者数は10～15者とされております。しかし、選定し得る事業者

が少数である場合や早急に契約を締結しなければならない場合についてはその限

りではないというただし書きの規定があります。前者の場合は、10～15者も選定

対象となる事業者がない場合の規定なので、もっと少ない事業者数を指名するこ

ととなります。一方後者の場合については、要綱上の明記はありませんが、一般

競争入札（条件付）の対象事業者数の範囲を概ね50者とする運用を行っているこ

とと、早急に契約するために不調をなるべく避ける必要があることを踏まえて、

一般競争入札（条件付）で設定されている対象事業者数に近い概ね50者を運用上

指名しております。 

 

委員：一般競争入札で不調となり、次に指名競争入札を行う場合は、必ず指名を受け

た事業者のうち、いずれかの事業者が落札しなければならないか。本案件では、

指名を受けたいずれの事業者も受注する意思がないのではないのか。 
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本市：指名を受けても、事業者には、入札参加義務はありません。一般競争入札で不

調となった場合の指名競争入札は、指名事業者の受注意欲があまり高くないと考

えられるため、本市の方から直接事業者に発注情報を提供して入札参加を促すと

いうものです。 
 
委員：不調は、様々な条件が重なって生じると考えられるが、この工事の難易度が高

いために事業者が受注を敬遠したような事情はなかったか。 

 

本市：この工事は、難易度の高い工事ではありません。むしろ、この種の工事は、夏

休み前の時期に同時に多数発注されますが、一方、事業者側の技術者の人数には

限りがあるので、ある程度案件を取捨選択して、事業者にとって条件の有利な工

事案件の入札のみに参加する傾向があります。こうした状況においては、どうし

ても不調となる案件が出てきてしまう傾向があります。 
 
委員 ：例えば、本案件の工事は、同種工事の通常の規模より小規模であるとか、工事

価格が割高又は割安であるといった個別の事情はあるのか。 

 

本市：この種の工事は、定型的な工事ですので、内容も契約金額の傾向もほぼ一定し

ています。 
 
本市：工事の規模についてですが、あくまでも一般論ですが、特に建築系は、職人や

下請事業者の手配が大変で、特に学校の建築系工事のように、規模が小さくても

こうした手間のかかる工事は、敬遠される傾向にあります。そのため、不調とな

る案件が一時的に多数発生した場合には、２ないし３校分の建築系工事の案件を

合併して再発注すると、落札に至ることも、過去の事例としてはございます。 

 

委員 ：説明を了承。 
 
 

議題Ⅰ-１－(4)  随意契約に係る２件抽出案件 

本市より、「神奈川処理区帷子川右岸雨水幹線下水道整備工事（その２）」及び「北

部第一水再生センター主ポンプ（４・８号機）設備等電気設備工事」について説明。 
 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 
１．「神奈川処理区帷子川右岸雨水幹線下水道整備工事（その２）」 

構成員に停止措置中の事業者を含むＪＶと随意契約を行なった案件であるため。 
２．「北部第一水再生センター主ポンプ（４・８号機）設備等電気設備工事」 

契約金額の大きな、設備製造メーカーとの随意契約案件であるため。 
 

委員：「神奈川処理区帷子川右岸雨水幹線下水道整備工事（その２）」は継続工事の

２期目ということであるが、随意契約とした理由が、「競争入札に付することが

不利と認められるとき」（地方自治法施行令第167条の２第１項第６号）となって

いる。これは、具体的にはどのような理由なのか。 

 



 8

本市：主な理由としては、２期目以降の工事も、１期目の工事の施行事業者が管理し

ていた山留壁の変位の計測数値等を管理しながら工事を進めていく必要があり、

２期目以降の工事において、１期目の工事の施工事業者以外の事業者にその管理

を行わせた場合、より多くの工事費用を要してしまうという事情があることが挙

げられます。 

 

本市：補足しますと、国、特に国土交通省の場合は、補助金の交付期間がある程度区

切られています。したがって、国で認めている補助金の交付期間に対応して、本

市としても工期を分けて契約せざるを得ません。本案件のように、いったん工事

が始まると途中から別の代替事業者に施工させることが困難な場合は、継続工事

として、第１期目の入札の際に、事業者側に第２期目以降は随意契約を行うこと

を明示します。これらは一体の工事なので、長期間の補助金交付期間が認められ

るのであれば、その期間の債務負担行為として予算化したうえで、工事全体につ

いて入札を行うのが望ましいのですが、行政の単年度予算主義や国の補助金の交

付制度等との関係から、こうしたことが困難なのが実情です。 

 

委員：今の説明は法制度等に関連するものであるが、本案件のようなシールド工事の

場合は、いったん工事が始まると、途中から他の事業者が前の事業者の使ってい

た機械を撤去して新たな機械を据え付けて作業を進めることは、実際上不可能で

あることが前提にあると考えてよいのか。 

 

委員：シールド工事の場合、工区を区分すれば、途中から他の事業者が他の工区を施

工することは可能ですが、一つの工区を途中から他の事業者に施工させるのは、

安全管理面等の問題から不可能であると考えられます。 

 

本市：「公共工事における随意契約のガイドライン中央公共工事契約制度運用連絡協

議会モデル」(5）においても、「前工事に引き続き施工される工事で、前工事の

施工者に施工させた場合は、工事の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施

行が確保できる等有利と認められる場合」は、Ⅲ「競争に付することが不利な場

合」として、随意契約によることができるとされております。 

 

委員：２期目以降の工事を随意契約とすることは、事業者にとっては有利なのだろう

が、そのことにより、適正な工事価格の確保が困難となるのではないか。 

 

本市：確かに、事業者は、第１期工事の入札において低額の金額で落札し、第２期目

以降の工事に係る随意契約では予定価格に近い金額で契約しようとしてくる傾向

があります。 

 

委員：各種システムのメンテナンスなども、そうした傾向が強いと思う。 

 

本市：国が、もっと長期にわたる補助金交付期間を認めてくれれば、先程ご説明いた

しましたように、その期間の債務負担行為として予算化したうえで、競争入札を

行うのことができるのですが、それができないのは、こうした制度面の問題に起

因するところが大きいと考えております。 
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委員 ：説明を了承。 
 

 
議題Ⅰ-２－(1) 入札契約手続の運用状況等について 

 

本市より、平成２１年度契約に係る入札実施状況（９月末まで）について報告。 

 

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、平成21年６月から同年８月の措置分に係る「一般競争参加停止及び指名停      

止等措置の状況」について報告。 

 

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。 

 
 

 


