
平成21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22年１月29日（金） 午後２時～５時 

【場  所】関内中央ビル（公社側）５Ｂ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）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)  一般競争入札（条件付）に係る抽出案件８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８件のうち、まず、「牛久保配水

池耐震補強工事」及び「港南台１号及び２号配水池耐震補強工事」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「牛久保配水池耐震補強工事」 

金額の大きな案件で、かつ発注事例の少ない標準型による総合評価落札方式

の案件であり、また、失格基準の問題について評価が難しい案件であるため。 

２「港南台１号及び２号配水池耐震補強工事」 

１の抽出案件と同種の工事で、通常の最低制限価格制度対象の一般競争入札

案件であるため 

 

委員：「牛久保配水池耐震補強工事」において、評価値が最高だった事業者を失格と

する根拠となった、「横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱」第４条

第１項(4)について説明してもらえないか。 

 

本市：低入札価格調査制度対象の工事の入札において、低入札価格調査を行った結

果、入札参加者が提出した工事費内訳書の、直接工事費と共通仮設費の合計額

が本市設計金額の80％未満であるか、現場管理費と一般管理費の合計額が、本

市設計金額の60％未満であるかの、いずれかに該当した場合は、当該条項の、

いわゆる失格基準に該当し、落札者となることができなくなります。 

 

委員：この案件は、標準型の総合評価落札札方式による入札案件であるが、同額の最

低価格で入札した２者のうち、総合評価による技術評価点の高い事業者の方が

失格基準に該当して失格になっている。制度上このような結果になってもやむ

を得ないともいえるが、両者とも入札金額が同額なのに、より優れた工事を行

うことができると評価された事業者の方が落札者となれず、失格となったのは

不自然な印象を受ける。また、本件のような標準型の総合評価落札札方式は、

簡易型や特別簡易型による総合評価落札方式と異なり、当該工事における技術

内容等について、かなり詳細な検討を加えて評価を行なっているため、入札金

額が同額であれば、技術評価点を優先させて落札者を決定する方が適切なので

ないかとも思える。 

 

委員：確かに、それはよく理解できる。仮にこれが民間企業発注の工事ならば、こ

のような場合は、総合評価による技術評価点の高い事業者の方を落札者とした

と思う。 

 

委員：この案件において失格となった事業者は、失格の根拠となった「横浜市工事請

負契約に係る低入札価格取扱要綱」について知っているのか。この要綱は公表

されているのか。 
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本市：この要綱はホームページでも公表されております。本件において失格となった

事業者は市内の大手の工事事業者でもあり、この要綱における失格基準につい

ては十分承知していたはずだと思います。 

 

委員：低入札価格調査に係る失格基準に該当して失格となる場合は、本件のように、

失格となった入札参加者の積算金額が失格基準に該当する金額をわずかに下回

っていることが多い。単純な積算ミスによるものではなく、入札参加者が提出

する工事費内訳書における各工事費用について、失格基準に該当する金額を正

確に算出するのが難しいということなのか。 

 

本市：確かに、入札参加者が失格基準をわずかに下回る金額で積算を行ったために失

格となることが多いと思います。特にＷＴＯの対象の工事等、金額の大きな入札

案件においては、各入札参加者は、失格基準に極めて近い金額で積算を行おうと

する傾向があり、こうした場合、ほんのわずかな金額の差によって失格基準に該

当してしまうような事例が見受けられます。 

 

委員：失格基準に該当して失格となった事業者には、失格となった理由を横浜市から

説明していると思うが、これにより、その事業者が次に低入札価格調査制度を

採用した入札に参加する際は、失格基準に該当するような積算を行うことが少

なくなるといった効果はあるのか。  

 

本市：そのことについて追跡調査を行ってはおりませんので、推測の範囲でしかお答

えできませんが、失格基準を全く認識せずに積算を行う入札参加者はほとんど

なく、失格基準に極めて近い金額をめがけて積算を行った結果、わずかな金額

の差で失格となる場合が多いと思われます。従いまして、本市が事業者に失格

となった理由を説明することにより、その事業者が再び失格基準に該当するよ

うな積算を繰り返さない効果が期待できるとは考えにくいと思います。 

 

委員：本件の入札で、失格になった事業者からクレーム等はなかったか。 

 

本市：この入札案件に関しては、入札参加者からのクレーム等はございませんでした。 

失格基準を設けた理由は、特定の工事費用について、入札者が提出した工事費内

訳書の設計金額が本市の設計金額よりも下回る場合は、適正な履行が難しいと考

えられるためです。本件では、最低価格で入札した２者の工事金額は全体の合計

額としては同額でしたが、各々の工事費用ごとの積算の内訳は異なっており、そ

のことから、両者の施工方法は異なっていると考えられます。 

    本件において失格となった事業者は、各工事費用の内訳を調査した結果、適正

な履行が可能と判断される金額を下回る金額で積算を行った工事費用があったた

め、失格となりました。 

 

委員：本件のような標準型の総合評価落札方式による入札については、入札金額、技

術評価点及び低入札価格調査に係る失格基準の３つを検討する必要はなく、入札

金額と技術評価点の２つを検討すれば十分なのではないか。 
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委員：「横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱」の失格基準に該当する入札

参加者については、最初から総合評価の対象にしないということはできないのか。 

 

本市：失格基準は、低入札価格調査の結果として失格にする基準ですので、入札金額

と技術評価点を基に各入札参加者の評価値を算出し、その結果決まった最高評

価値の入札参加者に対して低入札価格調査を行うという手順になっております。

そして、その調査を行う過程で初めて失格基準に該当しているかどうかの判断

を行うこととなります。 

 

委員：総合評価落札方式よる入札において、失格基準を適用しない制度を検討すると

いう考え方はあり得ないのか。 

 

本市：全国的にダンピングを疑われるような著しい低価格の入札が問題になっている

という背景と、地方公共団体においては、地方自治法上、総合評価落札方式に

よる入札の場合は最低制限価格制度を採用できないという制度上の制約もある

ことから、低入札価格調査制度において失格基準を設けることなどにより、著

しい低価格による入札を抑止する方策を講じないと、特に近年の不景気の状況

では、際限のない低価格競争を招いてしまう恐れがあります。 

 

委員：説明を了承。 
 

引き続き、本市より、「笠間大橋補修工事」及び「関内変電所新設工事」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「笠間大橋補修工事」 

落札率が高く、一方で、落札者以外のすべての入札参加者が最低制限価格を

下回ったことで失格となっている案件であるため。 

２「関内変電所新設工事」 

技術修得型ＪＶを対象とした案件であるため。 

 

委員：「笠間大橋補修工事」の案件では、入札参加者５者中、４者が最低制限価格を

下回ったことにより失格となっており、その結果、予定価格の99％の金額で入札

した事業者が落札している。この事業者は、当初から落札しようとする意欲が低

かったのではないかと思われる。こうした結果は企業の入札参加意欲を損ないか

ねないのではないか。 

 

委員：確かに、この案件のように、一生懸命積算努力をして競い合った入札参加者が

すべて、改札の結果、最低制限価格を下回って失格となったのでは、事業者の積

算努力の意欲を削ぐことにもつながりかねないと思う。 

 

委員：落札者を決定するにあたって、もう少し柔軟な対応はできなかったのだろうか

という印象を受ける。 
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委員：落札結果としては釈然としない結果になってしまったように思えるが、制度上

このような落札結果になることもあるのはやむを得ないというべきなのだろう。 

 

委員：説明を了承。 
 

引き続き、本市より、「新桜ケ丘第六公園施設改良工事」及び「東戸塚駅西口駅前広

場再整備工事」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「新桜ケ丘第六公園施設改良工事」 

               予定価格の事後公表試行案件で、最低制限価格を下回って失格となった者や

予定価格超過となった者がある案件であるため。  

２「東戸塚駅西口駅前広場再整備工事」 

              入札参加者が多く、最低制限価格を下回ったことで失格となった者がある案

件であるため。 

 

委員：「東戸塚駅西口駅前広場再整備工事」では、「笠間大橋補修工事」のように、

最低制限価格を下回って失格となった入札参加者の入札金額と落札者の入札金

額との間に大きな差があったわけではないが、失格となった入札参加者数が非常

に多い。そのことについては不自然な印象はあるが、現状では制度上やむを得な

いといえると思う。 

 

委員：説明を了承。 

 

引き続き、本市より、「都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備

工事（その１１）」及び「あかね台中学校新築工事（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「都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その11）」 

              入札参加者が多く、最低制限価格を下回ったことで失格となった者が多数あ

る案件であるため。 

２「あかね台中学校新築工事（建築工事）」 

               発注事例の少ない予定価格の大きな建築工事であるため。 

 

委員：「あかね台中学校新築工事（建築工事）」の案件はＪＶ（共同企業体）を入札

参加対象者とする案件であるが、入札参加資格対象者をＪＶとするかしないかは、

どのような基準で判定されるのか。 

  

本市：「横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱」で、工種ごとに基準となる金額

を定めております。たとえば、当該要綱第40条において、建築の場合は７億円以

上、舗装工事の場合は２億円以上の工事については、技術力結集型ＪＶを入札参

加対象とすることができるとされております。 

この要綱の規定自体は、ＪＶを入札参加対象とすることが「できる」というこ
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とになっておりますが、実際上の運用としては、この規定の基準に該当すれば、

原則として技術力結集型ＪＶを対象といたします。 

 

委員：「都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その11）」

は、最低制限価格を下回ったことで失格となった者が多数あるのに対し、「あか

ね台中学校新築工事（建築工事）」では、全体的に落札率は低いとはいえ、最低

制限価格を下回ったことによる失格者は１者もないが、この違いはどのような理

由によるものと考えているのか。 

 

本市：あくまでも推測の範囲ですが、「都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和

地区）街路整備工事（その11）」のような、公共工事への依存度が高い土木系の

工種については、長引く不況の影響もあり、競争が激化してきていますので、多

数の入札参加者が最低制限価格を下回り失格となったものと思われます。 

   他方、「あかね台中学校新築工事（建築工事）」のような建築系の工種につい

ては、土木系の工種に比べて、比較的民間需要に恵まれていることもあり、従来

からさほど競争が激しくはなく、公共工事の入札においても極端に低い落札率を

示すことはありませんでした。この２件の違いはこのような事情によるものと考

えられます。 

しかし、一昨年の秋以降、リーマン・ショックなどで民間需要が大きく落ち込

んでしまった影響で、事業者が建築系の公共工事の入札に積極的に参加するよう

になってきているため、競争が激しくなってきています。 

こうした傾向を裏付ける現象として、建築系の工事については、平成20年度ま

では、入札参加者が１者もなく不調となる案件が多かったのですが、今年度はか

なり減少しています。 

 

委員：今年度になってから 最低制限価格制度の対象工事の範囲を拡大したり、最低

制限価格の算出方法を変えたということはなかったか。 

 

本市：最低制限価格の算出式については、今年の７月に国に準じた方式に変更いたし

ました。 

なお、最低制限価格制度の対象となる工事の範囲については変更はございませ

ん。 

 

委員：最低制限価格の算出式を変更したとのことであるが、そのことについて、入札

参加事業者に対し十分周知されているのか。周知が不十分なために事業者が最低

制限価格を読み違えて積算を行い、多数の入札参加者が最低制限価格を下回った

ことで失格となったということはなかったか。 

 

本市：算出式の変更の事前のお知らせ及び変更後の算出式は、本市ホームページ等で

公表して周知しており、事業者は十分認識していると考えております。 

   また、この最低制限価格の算出式の変更は、国が先行して算出式を変えた影響

で、建設業界から本市に対し国に準じて算出式を変更してほしいという要望が多

かったことを受け、本市も変更を行った経緯がございます。この変更には総合経

済対策的な側面もあり、建設業界も注目しておりましたので、十分認識している
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と思われます。 

 

委員：この委員会では、当番委員が抽出した案件について審議しているわけであるが、

抽出の母体となる契約案件の中に、最低制限価格を下回ったことで失格となった

入札参加者のある案件が多くみられたのか。 

 

委員：抽出事務は、審議対象期間内に契約したすべての工事案件についての落札金額

や落札率等がまとめられた「入札方式別発注工事総括表（様式１）」から抽出を

行うが、「入札てんまつ」の内容は当該表に記載されていない。抽出の際に「入

札てんまつ」を確認する必要があれば、その都度見せてもらっているが、最低制

限価格を下回ったことで失格となった入札参加者がある入札案件が、どのくらい

あったのかは把握できない。 

 

委員：了解した。これまで、横浜市が公共工事の入札を行ってきた中で、最低制限価

格を下回ったことで失格となる事業者が生ずる頻度が近年上がってきていると

いうことはないのか。印象で構わないが、どのような傾向にあるのか。 

 

本市：これについてはデータを出したことがないので、手元にはご説明できる資料が

ございません。審議事項の審議の後に、報告事項において、落札率や入札参加

者数等の昨年度からの推移等を報告させていただく予定でおりますが、その報

告において、最低制限価格を下回ったことで失格となる事業者が生じた入札案

件の数こそ明らかにはなりませんが、全体としてどのような傾向にあるのかは

多少推察できるのではないかと思われます。 

 

委員：全体の工事入札案件中で、最低制限価格を下回ったことで失格となった事業

者のある案件がどのくらいの比率を占めているのか、近年における傾向で構わ

ないので、次回あるいは次々回の委員会で、説明をお願いできないか。 

 

本市：了解いたしました。 

 

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１件についての審議 

 
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（階段上屋・エ

レベーター塔屋工事）」について説明。 
 

委員：この案件は、一般競争入札が不調となり、契約に急を要するために指名競争入

札を行った案件であるという理由で抽出した。 

 

委員：この案件は、一般競争入札を行ったが、全者最低制限価格を下回ったことによ

り不調となったため、指名競争入札としたとのことであるが、一般競争入札にお
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いて入札参加者がなかったため不調になったわけではなく、落札する意欲のある

事業者はあったことから、指名競争入札とするのが適切だったのかどうか、やや

疑問が残る。 
 

委員：本案件の落札者は、一般競争入札の際も参加していたのか。 

 

本市：はい、一般競争入札には参加していました。 

 

委員：最低制限価格制度については、国も同じ制度があるのか。 

 

本市：国は、法令上、最低制限価格制度を採用することはできません、したがって、

低入札価格調査制度を運用してダンピング等を抑止しています。それに対し、地

方公共団体においては、地方自治法により最低制限価格制度を採用することがで

きるとされています。 

 

委員：説明を了承。 

 

 
議題Ⅰ-１－(３)  随意契約に係る２件抽出案件 

 
本市より、「舞岡川遊水地建設工事（その３）」について説明。 

 
委員： この案件は、ＷＴＯによる入札案件の継続工事に係る随意契約案件であるた

め、抽出した。 

 

委員：この案件は、ＷＴＯの対象の入札案件の継続工事のうち第３期目に係る随意契

約とのことであるが、４期目の工事はどのようなスケジュールで進められる予

定なのか。 

 

本市：本案件に係る第３期目の工事は、遊水地の地下部分を作る工事ですが、平成23

年12月に終わる予定です。その後、上部の上屋を作る第４期目の工事がありま

すが、その工事については、平成23年12月に随意契約を締結して工事を継続す

る予定になっています。 

 

委員： 第４期目の工事に係る随意契約の金額はどのくらいになる見込みなのか。 

 

本市：予算ベースで概ね３億円程度になる見込みです。 

 

委員：本件の工事は、第一期目については、ＷＴＯ対象の入札案件として、外国企業

も参加することが可能な国際入札を行っているが、こうした場合でも、第二期

目以降の工事について随意契約とすることは可能なのか 

 

委員：はい、「地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」等
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に定められた要件を満たせば、随意契約とすることは問題ありません。 

 

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（平成21年12月末まで）について報

告。 

 

委員：近年は、入札参加者間の競争は全般的に激しくなってきているのか。 

 

本市：はい、昨年度同時期と比較すると、落札率が下落している一方で入札参加者数

が増加しておりますので、そのような観点からは競争が激化しているといえま

す。その結果、一般論としては、最低制限価格を下回ったことで失格になる入

札参加者が出やすくなってきていると考えられます。さらに、先ほどもご説明

いたしましたが、今年度の７月に最低制限価格の算出方法の見直しを行った結

果、最低制限価格が引き上げられたのですが、それにもかかわらず、落札率が

下落しているという状況です。 

 

委員：最低制限価格は、算出式の見直しによって、平均何パーセントくらい引き上

げられたのか。 

 

本市：平成20年度の工事にあてはめて試算しますと、約2.5％の上昇になります。 

 

委員：談合がなくなると、近年の経済のデフレ傾向も影響するのかもしれないが、

落札率は下がってくるため、行政としては、ダンピングを疑われるような著し

い低価格の入札を抑止するための政策を的確に行う必要性も出てくるのかもし

れない。 

今回の最低制限価格の引き上げも、こうした考え方が背景にあるのか。 

 

本市：近年のような不景気の経済状況において、本市としても低入札対策については

様々な検討を重ねてきました。著しい低価格で入札する入札参加者の中には、

その価格でも適正な工事が可能であると主張する者もあるのですが、やはり現

実的には、元請け事業者が損失を出してまで工事を請け負うことがないとする

と、結局、下請事業者や工事現場で働く労働者が、そのしわ寄せを受けるいう

ことも考えられますので、公共工事の発注者としては、工事価格が安ければ安

いほどいいとは必ずしもいえないところです。 

 

委員：建築と電気が、昨年度同時期と比較して、平均落札率の下落幅が、他の工種よ

り大きいという説明があった。今年度の平均落札率についてみる限り、両工種

とも85％を超えており、他の工種より高い水準にあるが、それでも昨年度同時

期より下落しているのか。 
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本市：先ほどご説明したとおり、建築、電気については、リーマン・ショック前は、

民間のマンション建築等の需要が堅調だったこともあり、落札率は現在よりも

っと高かったのですが、リーマン・ショック後、は手持ちの民間工事契約が枯

渇してしまったため、公共工事の発注案件があれば、仕事を得るため積極的に

入札に参加してくるという傾向が現れているのではないかと思われます。 

こうした影響であるのか、たとえば、先ほど審議していただいた、建築に係る

指名競争入札案件である「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（階段上屋・エレベーター塔屋工事）」の場合は、ほとんどの入札参加者が最

低制限価格を下回り失格となっています。 

 

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９月から同年11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：先に審議した、総合評価落札方式の案件である「牛久保配水池耐震補強工事」

において、技術評価点が満点の評価を受けている事業者が、「安全管理上措置

の不適切により生じた関係者事故」という措置要件で停止措置を受けている。 

この事業者は結果的には落札者とはなっていないが、このような措置要件で停

止措置を受けた履歴がある場合、総合評価落札方式による入札において、「安全

管理に留意すべき事項」の評価項目で不利に評価されるようなことはあるのか。 

 

本市：まず、問題となっている停止措置の原因となった工事事故は、「牛久保配水池

耐震補強工事」の入札の落札決定後に発生したものであるため、当該入札にお

ける総合評価の技術評価点への影響は全くありません。 

   次に、本市有資格者が本市契約の工事で事故を起こしたことにより停止措置を

受けた場合、その後の入札参加にどのような影響があるかについてですが、ま

ず、事故を起こした工事についての工事成績の評定点が減点されることになり

ます。 

また、本市では、年１回、本市契約において優れた工事を行った事業者を対象

として「横浜市優良工事請負業者表彰」を行っていますが、対象期間内に停止

措置を受けた事業者は表彰の対象から除外されますので、先ほどの「牛久保配

水池耐震補強工事」において総合評価の評価項目の中にもあった「横浜市優良

工事請負業者表彰の実績」の項目では評価点を得ることができません。 

ただし、「安全管理に留意すべき事項」の評価項目において、直接他の工事に

おける事故をマイナスの評価として反映することはいたしません。 

 

委員：そうすると、「安全管理に留意すべき事項」というのは、あくまでも、その入

札案件に係る工事において評価される事項であると理解してよいのか。 
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本市：はい、「安全管理に留意すべき事項」は、あくまでも、その入札に係る工事に

関し入札参加者からなされた安全管理上の技術提案に対して評価を行う項目で

すので、過去に他の工事で事故を起こしたことは評価に影響いたしません。 

 

委員：仮に、総合評価落札方式による入札で落札した事業者が、その入札に係る工事

で事故を起こして停止措置を受けてしまった場合はどうなるのか。ある一定期

間、横浜市が発注する他の工事の入札に参加する場合にマイナスの評価を受け

続けるようなことはあるのか。 

 

本市：直接何らかのペナルティを一定期間受けることはありませんが、当該工事につ

いて工事成績の評定点を減点しますので、評定点の減点が累積して発注者別評

価点にも不利に反映する場合があります。 

また、先ほどご説明しました横浜市優良工事請負業者表彰の対象からも除外さ

れますので、たとえば、先にご審議いただいた「都市計画道路中山北山田線（青

砥北八朔川和地区）街路整備工事」のように、横浜市優良工事請負業者の表彰

実績のある事業者のみを参加対象とした、いわゆる優良インセンティブの参加

条件を設けた入札に参加できなくなるなど、間接的には様々な影響を受ける場

合があります。 

   さらに、総合評価落札方式による入札に係る工事において、落札した事業者が、

「安全管理に留意すべき事項」についての技術提案の内容が十分に達成されず

に事故を起こしたと認められる場合は、契約違反として違約金を請求すること

も併せて検討します。 

 

委員：総合評価落札方式による入札において評価項目となっている「横浜市優良工事

請負業者表彰の実績」というのは、当該入札と同種の工事について優良工事請

負業者として表彰されたという意味なのか、あるいはその会社自体が、一般的

にみて優良な工事事業者であるという意味なのか。 

 

本市：優良工事請負業者というのは、過去における本市発注の工事で、実際に優良な

工事を行った事業者として表彰を受けた者が該当します。表彰部門は土木系、

建築系、設備系の３つがございまして、たとえば、土木系の部門で表彰を受け

た事業者は、土木工事、舗装工事、造園工事といった、土木系工種の工事につ

いて、優良工事請負業者を対象としたインセンティブ発注の入札に参加できる

ようになります。 
 

委員：たとえば、複数の部門に係る工事を行っている事業者が、ある一つの部門に係

る工事において事故を起こしたことにより本市の停止措置を受けてしまった場

合は、その事故を起こした工事とは関係のない、他の部門の工事についての表

彰も受けられなくなるのか。  

 

本市：優良工事請負業者表彰の対象期間内に停止措置を受けた事業者は、すべての部

門について表彰の対象外となります。 
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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。 

 
 

 


