
平成21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21年７月27日（月） 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（条件付）に係る抽出案件      ８件       

(2）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】 
 

 
議題Ⅰ-１－(1)  条件付一般競争入札に係る抽出案件８件についての審議 

 
本市より、「北部処理区北綱島第二幹線下水道整備工事（その11）」及び「平成21年

度軌道整備及びその他工事」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．「北部処理区北綱島第二幹線下水道整備工事（その11）」 

  全者 低制限価格を下回り、不調となった案件の再入札案件であるため。 

２．「平成21年度軌道整備及びその他工事」 

専門的な技術を必要とする工事であるため、入札参加資格を準市内事業者にまで

広げて入札を行ったが、入札参加者が１者しかなかったため。 

 

委員：「北部処理区北綱島第二幹線下水道整備工事（その11）」については、全者

低制限価格を下回ったことにより不調となった前回の入札においても、本案件の

入札参加者と同じ者が参加したのか。 

 

本市：不調となった前回の入札では５ＪＶ が参加しましたが、本案件においては、こ

のうちの４ＪＶが参加しています。ただし、その中で構成員が異なっているＪＶ

があります。 

 

委員：この前回の入札について、５者もの入札参加者があれば、入札金額が 低制限

価格を上回る入札者があってもおかしくないと思うが、不調となったことについ

て、何か特別な事情があったのか。 

 

本市：本案件のような大型工事の入札の場合、各参加者とも、 低制限価格に近い金

額を目指して入札する傾向があります。今回は、各入札参加者が 低制限価格の

予測を誤ったか、あるいは、 低制限価格を設定する算出の過程で、プラス・マ

イナス0.5％の範囲で乱数をかけますが、今回は乱数がたまたま高めの数値であっ

たため、 低制限価格が高目に設定されたことにより、結果として全者が 低制

限価格を下回ったのではないかと推察されます。 

 

委員：不調となった前回の入札では、各入札参加者の入札金額は、 低制限価格と、

どの程度の差があったのか。 

 

本市：この入札については、 低制限価格が約６億4,670万円で、 低制限価格に も

近い金額で入札した入札参加者の入札金額が約６億4,658万円ですから、その者の

入札金額と 低制限価格との金額差は約10万円であり、 低制限価格の0.1％未満

の範囲の金額差でした。一方、入札金額が も低かった入札参加者の入札額は約

６億4,200万円でしたが、こちらも 低制限価格の１％未満の金額差でした。 
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委員：ちなみに、この不調となった前回の入札において、 も 低制限価格に近い金

額で入札したのは、本案件の入札参加者の中のどの参加者だったのか。 

 

本市：本案件の落札者となったＪＶの第二構成員の事業者が、不調となった前回の入

札において も 低制限価格に近い金額で入札したＪＶの第二構成員でした。た

だし、その時は、第２回目の入札結果である本案件とは、代表構成員が異なって

おりました。 

 

委員：入札参加者は、全者 低制限価格を下回って不調になった場合には、このこと

を知り得るのか。 

 

本市：入札参加者には、不調となった旨を通知します。また、 終的にはホーム・ペ

ージでその旨を公開するので、入札参加者だけではなく、誰でも落札状況を確認

できるようになっています。 

 

委員：全者 低制限価格を下回って不調となった場合、再発注した場合には、 低制

限価格を変更するのか。 

 

本市：不調となった場合でも開札後に 低制限価格が公表されるので、再発注におい

ては、若干設計を変えて 低制限価格を変更します。本案件については、 低制

限価格が約40万円上がっています。 

 

委員：不調となった前回の入札において、 低制限価格に も近い金額で入札したＪ

Ｖの代表構成員であった者は、本案件の入札には参加していないが、その時の第

二構成員となっていた事業者は落札者となっている。本案件の工事は、第二構成

員となる事業者にとって魅力的だったのか。 

 

本市：推測になりますが、本案件に関しては、管径4000ミリ以上の土圧式推進工の実

績を持っている事業者自体が少ないので、こうした実績を作る目的もあり、落札

したいと考えている事業者が多いのではないかと考えられます。 

 

委員：予定価格が高すぎたともいえるのではないか。 

 

本市：予定価格については、原則として標準分掛、標準単価に基づいて積算しており

ます。その基準自体が妥当なのかどうかという議論もあるかとは思われますが、

本市としては、予定価格は適正な価格であると考えております。 

 

委員：この案件は予定価格を事前公表しているのか。 

 

本市：はい、事前公表しています。 

 

委員 ：説明を了承。 
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引き続き、本市より、「北部処理区千若末広線整備工事」及び「戸塚駅西口第１地区

第二種市街地再開発事業公共施設整備工事（建築工事）」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．「北部処理区千若末広線整備工事」 

市内事業者３者によるJVを対象とした予定価格の大きい案件であるため。 

２．「戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業公共施設整備工事（建築工事）」 

予定価格が大きい案件であり、入札参加者も多いため。 

 

委員：これら２案件については、多くの入札参加者の入札金額が 低制限価格近辺に

集中し、わずかの金額差で 低制限価格を下回ったり、２番札以下となっている

事業者が複数あり、半ばくじ引き状態になっているような印象を受ける。これで

いいのかということは考えてみる必要はあると思う。 

 

委員：しかし、こうした問題は、横浜市に限らないと思う。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、「動物愛護センター（仮称）新築工事（電気設備工事）」及び

「磯子区洋光台二丁目地内ほか１か所舗装補修工事」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．「動物愛護センター（仮称）新築工事（電気設備工事）」 

予定価格の事後公表試行案件で、各入札参加者の入札金額が予定価格近辺から

低制限価格近辺まで幅広く分布しているため。 

２．「磯子区洋光台二丁目地内ほか１か所舗装補修工事」 

予定価格の事後公表試行案件で、入札金額が予定価格近辺に比較的集中している

ため。 

 

委員：予定価格の事後公表を試行したことにより、低価格入札との関連性について、

何らかの傾向等は現れているのか。 

 

本市：現在のところ、傾向と言うほどのものは見えておりません。 

工事は、発注時期、施工場所、同時に同種の工事が何本くらい発注されるか等

さまざまな要因によって、事業者の受注意欲は大きく変わるといわれています。 

したがって、数件程度工事案件を比較しても、これらの条件が均一ではないの

で、入札金額の分布の傾向等については、各工事案件の個別性が強く反映されま

す。また、工種によって積算構造が違うので、それによる差も出てくると考えら

ます。 

        今回は、たまたま、入札金額の分布等についてまったく相反する傾向を示した
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２つの案件が抽出されていますが、低価格入札との関連性を検証するためには、

もっと試行件数を増やすことによって、統計的な分析ができるような状況にした

いと考えています。現時点では、まだ試行件数が少ないので 一定の傾向を把握

するのは困難です。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、「みなとみらい４号線架道橋架替工事」及び「戸塚事務所管内 

口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事」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．「みなとみらい４号線架道橋架替工事」 

入札参加資格を準市内事業者にまで広げて入札を行なったにも関わらず、入札参

加者が１者のみの案件であるため。 

２．「戸塚事務所管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事」 

官公需適格組合が落札者となった案件であるため。 

 

委員：「みなとみらい４号線架道橋架替工事」は、入札参加者が１者しかないが、本

案件の落札者が特別に条件が有利だったなどといった事情はなかったか。 

 

本市：鋼構造は事業者数が少ない工種で、本案件でも参加資格を満たす事業者は11者、

そのうち市内事業者は４者しかいないため、このような結果になったと考えられ

ます。 

 

委員：本案件は、鋼材重量26トン以上の鋼製橋架替工事の施工実績があることが入札

参加資格となっているが、本案件の工事の参加資格を満たす対象事業者のうち、

鋼材重量44トンの架道橋架替工事を請け負うことができる市内事業者が４者だっ

たのか、それとも26トン以上の架道橋架替工事の施工実績がある市内事業者が４

者だったのか。 

 

本市：本案件は鋼材重量44トンの架道橋の架替工事なので、鋼材重量がその６割相当

である26トンの架道橋架替工事の施工実績があることを入札参加条件として設定

をしています。したがって、鋼材重量26トンの架道橋架替工事の施工実績がある

市内事業者が４者あるということです。  

 

委員：今回入札参加者が１者のみだったことについて、他に何か問題があったとは考

えらないか。 

 

本市：本市としては、本案件において、入札条件等に何か問題があったという認識は

もっておりません。 

 

委員：この案件は、公告日が平成21年３月24日となっているが、平成20年度の工事な
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のか。 

 

本市：予算上は21年度の工事です。 

 

委員：この入札案件の落札者は市内事業者か。 

 

本市：はい、市内事業者です。 

この案件のように都心部における工事の場合は、一般に安全管理の面で施工が

難しいといわれています。蛇足ですが、安全管理が困難な工事の代表例は鉄道関

係の工事で、中でも地下鉄関係の工事は専門性が高くさらに施工可能な事業者が

限定される傾向にあります。 

   この案件も、もともと施工可能な事業者が少ないうえに、施工場所が西区の紅

葉坂を下りきった場所にある、旧東急東横線の陸橋を架け替える工事で、隣にＪ

Ｒの線路も通っている等、安全管理上の問題もあるため、入札参加者が１者しか

なかったのだと考えられます。 

 

委員：「戸塚事務所管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事」のような工事につ

いては、地元の中小企業を保護する目的で、官公需的適格組合に対象を限定して

随意契約とすることは制度上できないのか。 

 

本市：過去には、こうした工事については随意契約を行なっていましたが、平成16年

度に監査委員から、競争入札とすべきであるとの指摘があり、以降、順次競争入

札に切り替えてきました。本年度はその 終年度にあたり、全面的に競争入札に

切り替わりました。 

 

委員： 近は、地域の中小企業を政策的に保護するべきであるという声も強い。この

案件のような工事の場合、官公需適格組合が落札できず、同組合員以外の事業者

が落札することが多いのか。 

 

本市：本年度の実績では、この種の工事をすでに８本発注しており、そのうち５本は

官公需適格組合が、他の３本は同組合員以外の事業者が落札しています。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 
 
 

議題Ⅰ-１－(2)  随意契約に係る２件抽出案件 

本市より、「南部水再生センター水処理施設（第四期）築造工事（その２）」及び「港

北水再生センター南側第３系列水処理電気設備工事（その２）」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．「南部水再生センター水処理施設（第四期）築造工事（その２）」 
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停止措置を受けている事業者を構成員とするＪＶとの随意契約案件であるため。 

２．「港北水再生センター南側第３系列水処理電気設備工事（その２）」 

当初の設備設置工事を行なった事業者と締結した、当該設備のメンテナンス工事

に係る随意契約案件であるため。 
 

委員：「南部水再生センター水処理施設（第四期）築造工事（その２）」の案件は、

契約の相手方の事業者がＪＶであるが、本来ＪＶは、特定の構成員に事業の遂行

に支障をきたす問題が発生した場合に、他の構成員で当該事業の遂行をフォロー

できるようにする、いわゆるリスク分散も目的の一つであると思う。本案件の場

合、ある構成員が停止措置を受けたのであれば、その構成員を当該ＪＶから除外

する方法もあるのではないか。 
 

委員：この案件の場合、停止措置を受けた事業者が代表構成員であるので、当該ＪＶ

から除外するのは難しいのではないか。 

 

委員：この案件は、継続工事の第２期目の工事に係る随意契約案件とのことであるが、

第１期目の工事と第３期工事の予定価格はどのくらいなのか。 
 
本市：第３期目の工事は発注されておりませんので予定価格はまだ決まっていません

が、第１期目の工事についてはＷＴＯの案件として一般競争入札により請負事業

者を決定しており、予定価格は約19億6,390万円です。入札参加者は５ＪＶで、そ

のうち１ＪＶが、低入札価格調査の結果、失格基準を下回り失格となっています。

なお、本件随意契約の相手方となったＪＶも調査基準価格を下回り、低入札価格

調査を行なったうえで契約した経緯があります。 

 
委員：この案件の契約相手となったＪＶの各構成員の契約金額が全体の契約金額に占

める割合はどうなっているのか。 

 

本市：具体的な割合は、今手もとに資料がありませんが、代表構成員の出資比率が

も高いというルールになっています。 

  

委員：このＪＶの代表構成員以外の事業者２者は、横浜市を地盤とした会社なのか。 

 

本市：１者は準市内事業者で、もう１者は市内事業者です。 

 

委員：代表構成員は全国規模の大手事業者であるから、その事業者を停止措置を受け

たことのみをもって、直ちにＪＶの構成員から除くのは、工事遂行の確保上困難

だと思う。むしろ、この案件の場合、これだけ経営規模の差がある事業者でＪＶ

を組ませる必要があるのかという問題を感じる。このＪＶにおける代表構成員と

他の構成員との関係は、ＪＶというよりむしろ、下請関係に近いのではないか。 

 

委員：このＪＶの代表構成員に対する停止措置が、工事の遂行に何か支障を生じさせ

る恐れがあるような事由に基づくものではなく、一般的な法令違反事件に基づく
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ものであることから、当該ＪＶと随意契約を締結したことが直ちに不適切である

とまではいえないと考えられる。 

 

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、「発注者別評価点（主観点）を用いたインセンティブ発注の試行について」

説明。 

 

委員：当該制度の試行は21年度から開始しているのか。 

 

本市：平成21年度の４月から試行しています。 

 

委員：当該制度の試行の主な目的は何か。 

 

本市：近年、事業者の数が変わらない一方で、工事の発注件数や金額が減少している

状況が続いています。横浜市としては、優れた工事事業者に優先的に工事を発注

していきたいと考えており、こうした事業者を適正に評価する手法として、発注

者別評価点を入札参加条件として設定するインセンティブ発注を試行していると

ころです。 

  

委員 ：説明を了承。 

 

本市より、「20年度工事に係る入札・契約結果等の概要について」及び「平成21年

度における公共工事の入札･契約制度について」報告。 

引き続き、「工事の入札における 低制限価格及び調査基準価格の見直しについて」

説明。 

 

委員：「 低制限価格及び調査基準価格の見直しについて」の説明の中にあった、「一

般管理費」とは具体的にどのようなものか 

 

本市：これは、どの工事の積算においても共通している項目ですが、工事事業者の本

店、支店等に係る経費及び利益相当分などが一般管理費に相当します。 

   低制限価格の計算過程で、直接工事費は、工事に直接かかる経費なので、95

％と比較的高い比率が乗じられます。一方、一般管理費等は、企業努力によりあ

る程度圧縮可能なので、直接工事費より低い比率が乗じられます。 

 

委員：見直し後の 低制限価格の計算方法によれば、 低制限価格の予定価格に対す

る割合の上限が、見直し前の85％から90％に引き上げられるということであるが、

これによって、相当数の入札案件において、落札率が現在の平均落札率である85
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％程度から90％程度に上がると予想されるのか。 

 

本市：今回の見直しに伴い、予定価格に対する 低制限価格の設定率である「 低制

限価格率」の平均を試算しておりますが、見直し前の基準では、全工種共通で、

約80％強が 低制限価格率の平均数値になっています。これが、今回の見直しに

より約2.5％上昇すると試算しておりますので、83％程度が平均の 低制限価格率

になると予想しております。具体的な入札金額については、個々の入札参加者の

考え方によりますが、あくまでも90％は 低制限価格率の上限ということですの

で、見直しによる試算平均数値を考えれば、予定価格に対して84％くらいでも落

札者となることが可能ということになります。 

 

委員： 低制限価格は、事業者側でもかなり正確に積算できるのか。 

 

本市：工種等によって、多少の違いはありますが、積算基準はかなり統一されていま

すし、 低制限価格を求める計算式自体は公表していますので、積算はある程度

可能であると考えております。 

 

委員：次回もしくは次々回あたりに、予定価格の算出方法の説明をお願いできないか。 

 

本市：了解しました。 

 

委員：「20年度工事に係る入札・契約結果等の概要について」の説明において、平成

19年度から平成20年度にかけて、全体の平均落札率が、84.9％から85.5％と、わ

ずかではあるが上昇しているが、このことについては、何らかの要因があったと

評価できるのか。 

 

本市：全体的に見れば、急激な上昇に転じたというより、長期に亘って下落してきた

ものが下げ止まったのではないかと受け止めております。 

昨年度に 低制限価格の算出方法について、土木系工事の現場管理費を５分の

１から５分の３に上げており、それによる土木系工事に係る 低制限価格の上昇

も要因のひとつではあると思います。しかし、もともと土木系の工事の入札は、

比較的落札率が低い傾向があります。 

他方、建築系の工事等の入札については、必ずしも低い落札率になるとは限り

ません。例えば昨年途中までは、民間のマンション建設の需要が好調でしたので、

かなり落札率が高い事例もありました。そのため、 低制限価格の算出方法を変

更しても、それが落札率に直接反映されるとは限りません。 

 

委員 ：説明及び報告を了承。 

 

 
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３月～平成21年５月措置分に係る「一般競争参加停止及び指名停
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止等措置の状況」について説明。 

 

委員 説明を了承。 

 

 

【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。 

 
 

 


