
平成22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22年４月23日（金） 午前９時30分～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】 

 

１  委員長の選出等について 

 

２ 審議事項 

(1）一般競争入札（条件付）に係る抽出案件      ７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             ２件 

 

３ 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１  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２－(1)  一般競争入札（条件付）に係る抽出案件７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７件のうち、「都市計画道路環状

３号線（汲沢地区）街路整備工事（その３）」及び「藤塚ずい道耐震補強工事」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 「都市計画道路環状３号線（汲沢地区）街路整備工事（その３）」 

  低入札価格調査を行った案件であるため。 

２ 「藤塚ずい道耐震補強工事」 

水道局が発注した予定価格の大きな案件であり、当該局としては珍しい隧

道関係の工事であるため。 

 

委員： 「都市計画道路環状３号線（汲沢地区）街路整備工事（その３）」で採用し

た、「ポスト・テンション方式」というのはどのような工法なのか。 

 

本市：コンクリートの中に鉄線を入れ、それを両側から締めて圧縮することにより、

上からの加重に対してコンクリートの強度が増すのですが、その圧縮を、コン

クリートを打設した後に行うのが「ポスト・テンション方式」です。この工法

は、現場で打設したコンクリートにあらかじめ空洞を設けておき、その中に鉄

線を張ってそれを締めていくというものです。これに対して、コンクリートの

製作のときにあらかじめ鉄線を入れて圧縮をかけておくのが「プレ・テンショ

ン方式」という工法です。 

 

委員： 低制限価格は、内部的には、入札日のどのくらい前に決定するのか。 

 

本市： 低制限価格は電子入札システム上で、予定価格を決定した際に算出されます。

入札開始日の約３週間前に公告を行いますが、予定価格は公告の２週間くらい

前に決定されますので、入札期間開始日の１か月以上前には 低制限価格も決

定されます。ただし、 低制限価格を算出する際には、プラス・マイナス0.5％

の範囲内で乱数をかけます。この乱数は、コンピューターで無作為に抽出され

るため、実際の決定額は開札時まで誰にもわからないというしくみになってい

ます。したがって、入札参加事業者が事前に 低制限価格を探ろうと試みても
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不可能です。 

 

委員：もしも、電子入札システム上で算出される 低制限価格が入札開始日の寸前に

内部の担当者にわかるしくみになっている場合には、その情報を入手するため

に入札参加事業者が不正な働きかけを行うこともありうるのではないかと心配

していたが、こうしたことは不可能と考えてよいのか。 

 

本市：はい、不可能です。他都市等では、ここ１、２年、入札参加事業者が 低制限

価格を担当者から不正に聞き出して摘発されている例がありますが、本市では、

平成15年に起きた価格漏えい事件の教訓の下、 低制限価格について、事前に

コンピューターで無作為に抽出した乱数をかけることで、事業者が 低制限価

格を事前に知ろうとしても不可能なしくみにしています。 

   補足になりますが、建設事業者団体からは、この乱数をかける制度に関して、

いくら緻密な積算をしても算出不可能な部分が生じるのでやめてほしいという

声も一部にあります。しかし、この乱数をかけることによって、入札制度の公

平性、公正性の確保できるという面もありますので、この制度を廃止すること

は考えておりません。 

 

委員：説明を了承。 

 

引き続き、本市より、「南部処理区初音雨水支線下水道整備工事」及び「（仮称）環

状４号線口径１２００ｍｍ配水管新設工事（その３６）」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．「南部処理区初音雨水支線下水道整備工事」 

    ＪＶを対象とした予定価格の大きな案件であり、かつ参加ＪＶ数が多いため。 

２．「（仮称）環状４号線口径１２００ｍｍ配水管新設工事（その３６）」 

    予定価格の大きな推進工事の案件であるため。 

 

委員：「南部処理区初音雨水支線下水道整備工事」の案件は、23者という非常に多く

の技術結集型の共同企業体（以下「ＪＶ」という。）が参加しているが、この案

件の工事は、性質上ＪＶを組みやすいのか。 

 

本市：この工事が、一般的なシールド工事と比較して特にＪＶを組みやすいというこ

とはないと思います。昨年までは、ＪＶが10者以上参加すると参加者の多い案件

でしたが、今年度、全体的に発注量が減っている中で事業者の参加意欲が増し、

多くのＪＶの参加があったのではないかと考えられます。 

 

委員：この案件では、各入札参加者の入札金額の差が、 低制限価格のほぼ１％程度

の範囲内に入っており、大変競争が激しかったという印象を受けるが、何か考

えられる理由はあるのか。 

 

本市：この案件では、入札参加資格の対象を準市内事業者まで拡大しているため、い

わゆる大手ゼネコンを構成員とするＪＶが入札に参加しています。こうした大手



 3

ゼネコンは、積算能力が極めて高く、設計書から非常に高い精度で各工事費用を

計算し工事金額を積算することができます。一般的には、大手ゼネコンが参加す

る入札案件では、各入札参加者の入札金額の差がつきにくい傾向があります。 

 

委員：仮に 低制限価格を事前に公表して、 低制限価格と同額の金額で入札をした

者が複数者あった場合には、その者の中から抽選で落札者を決めるという方法を

採用した場合と、現行のように、コンピューターが無作為に抽出した乱数をかけ

て算出した 低制限価格を開札後に公表して落札者を決定する方法と、どちらが

合理的と考えられるか。 

 

本市：基本的には競争の結果落札者を決定するのが競争入札の考えかたです。事前に

低制限価格を公表することにより、 低制限価格と同額で入札を行った者の

中から、くじ引きにより落札者を決定することが果たして競争といえるのかと

いうことについては疑問を感じます。 

 

委員：説明を了承。 
 

引き続き、本市より、次の３件について説明。 

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１６）」 

２ 「横浜駅改良工事（建築工事）」 

３ 「横浜動物の森公園緑のリサイクルプラント改修工事」 

 

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１６）」 

       予定価格が大きな案件で、入札参加者数が多く、かつ多くの入札参加者が 低制

限価格を下回り失格となった案件であるため。 

２ 「横浜駅改良工事（建築工事）」 

  交通局としては珍しい予定価格の大きな建築工事の案件であるため。 

３ 「横浜動物の森公園緑のリサイクルプラント改修工事」 

  予定価格の事後公表試行対象案件であり、 低制限価格を下回り失格となった事

業者のある案件であるため。 

 

委員：「横浜動物の森公園緑のリサイクルプラント改修工事」は予定価格の事後公表

の試行対象案件であるが、試行の結果、落札率等に何か変化はみられたのか。 

 

本市：落札率については、現在のところほとんど変化が見られません。今後も、試行

件数を重ねて検証していく予定です。 

 

委員：予定価格は原則として事前公表とするのが望ましいのではないか。そもそもこ

の案件に限らず、予定価格に近い金額で入札する入札参加者の多くは、当初か

ら落札しようとする意欲があまり高くないのではないか。 

 

本市：現時点では、落札率については、予定価格の公表の事前事後にかかわらず結果

としてほとんど変化がありません。そのうえで、予定価格を事前公表した場合は、
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入札金額が 低制限価格に近い金額に集中する傾向がありますが、事後公表の場

合は、入札金額が、高い金額から低い金額まで広く分散する傾向があります。こ

うした意味では、事後公表の方が、入札参加者の積算能力により、かなり落札結

果が左右されるのではないかと思われます。 

もう一点は、事後公表の場合は、落札見込金額を予測するのが困難なためか、

不調となる件数が多くなっています。 

予定価格の事後公表の試行は、低入札価格競争の激化を危惧する建設事業者団

体の要望を受けて始めたという経緯がありますが、一方では、入札制度の公平性

・公正性を確保する社会的な要請もあります。この試行を本格的に開始したのは

平成21年度からですので、現時点では確定的な結論はまだ出ていません。平成21

年度は、全体発注件数の約７～８％について予定価格の事後公表の試行をしてい

ますが、今後その比率を増やし、22年度も検証を行ったうえで、展開を考えてい

こうと思っています。 

 

委員：現時点では、予定価格の事前公表と事後公表とで、落札率にほとんど差がない

ようであるが、予定価格の事前公表に関する問題点は、予定価格から 低制限価

格がかなりの程度まで予測できてしまうため、入札参加事業者の積算能力の向上

につながらないのではないかということだと思う。 

 

本市：横浜市での工事の入札では、まず、全体の入札金額で落札候補者を決定します

が、その後、その者について設計書の積算内訳の内容を確認します。その結果、

適確な積算がされていないと認められる場合には、適正な工事が期待できないお

それがあるため、その者を落札者としないこととしておりますので、事業者が全

く積算をせずに入札をすることに対しては、一定の抑止をかけております。 

 

本市：引き続き、平成20年度及び平成21年度における 低制限価格未満の入札状況に

ついて報告 

 

委員：今の説明では、全体の半数以上の入札案件で 低制限価格未満の金額で入札し

た入札参加者があったということであるが、そもそも 低制限価格制度という

のは、それ以下の工事金額では適正な工事が期待できないという趣旨で設けら

れたものであり、低価格の入札による過剰な競争を抑制するために行った 低

制限価格の引き上げは、制度本来の趣旨と乖離しているのではないか。 

 

委員：確かに多くの事業者が、現行制度における 低制限価格よりも低い金額で受注

してもよいと考えているのではないかと思う。 

 

委員：この問題はなかなか議論しづらい点もあるが、 低制限価格制度の趣旨は、一

般的には、ダンピングを疑われるような異常に安い金額での落札が頻発し、事業

者間の健全な競争が損なわれることを抑止しようとするものであると思うが、一

定の範囲で無作為に抽出した乱数をかけて 低制限価格を算出するという方法

は、こうした趣旨に調和するのかどうか、いまひとつ釈然としない点もあるよう

に思う。 
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本市：この点に関しては様々な議論がありますが、まず財政的側面に関して、予定価

格というのは適正な価格の上限の金額ですので、本市としては、仮に予定価格

の100％の金額で落札者が決定したとしても、これは適正な範囲の金額での落札

であると認識します。そのうえで、 低制限価格を設ける意味は、ひとつは、

いわゆるダンピングが頻発し事業者間の競争がいたずらに激化することを抑止

することにより、健全な事業者の育成を図るという側面があります。もうひと

つは、 近、野田市が公契約条例を制定した際に問題としていることですが、

ダンピングが頻発すると、建設労働者の賃金等にそのしわ寄せが及び、その結

果ワーキングプアを増加させてしまうおそれあるということがあります。この

点、労働政策と公共工事の契約実務を同一の軸線上で議論してよいのかどうか

という問題はありますが、野田市が一石を投じているのは、いわゆる官製ワー

キングプアを出さないために一定の歯止めをかける必要があるのではないかと

いう考え方で、 近は国政レベルでも、こうしたことが議論になってきていま

す。 

 

委員：適正な価格での入札を促すため、事業者に積算をすることを求めているのだと

思うが、実際には、事業者にとっては、 低制限価格の金額自体が重要なのであ

って、適正な価格で積算をしようという意欲はなくなってきているのではないか。

つまり、横浜市の 低制限価格をどれだけ正確に予測できるのかという競争にな

っており、その結果、事業者の適正な積算を行おうとする意欲を削いでしまうこ

とになるのではないか。こうしたことは、民間の工事と異なり、公共工事の場合

は、あまり健全な競争の姿ではないと思う。 

 

委員：一般競争入札では、 低制限価格の範囲内で、 低金額で入札した者を落札者

とするのが原則である。しかし、現在の状況をみると、競争は確かに行われてお

り、談合は行われていないのだろう。 

 

委員：確かに談合を防ぐ一定の効果はあると考えられる。 

 

本市：ほ装工事等、官需への依存度が高い土木系の工事では非常に競争が厳しく、

低制限価格に近い水準での競争が以前から多くありました。他方、建築系の工

事の場合は、マンション建設などの民間需要もありましたので、平成20年度以

前は、落札率はさほど低くありませんでした。しかし、平成21年度以降は、建

築系においても民間需要の冷え込みが著しく、各入札参加者とも、かなり低い

金額で入札してくる傾向がみられます。こうした意味で、平成20年度から平成

21年度にかけて、入札状況が大きく変わってきているという印象を受けており

ます。 

 

委員：低価格入札との関連で、 低制限価格制度の運用等の問題については、今後も

議論の余地は残されていると思う。他方、それとは対照的に、１者しか入札参加

者がない案件も審議案件とされてきたが、このような案件は全体的には減少傾向

にあるのか。 

 

本市：やはり入札参加者が１者しかない案件は少なくなってきていると思います。 
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委員：近年のように景気が悪くなると、競争性がより強く働くのだろうか、それとも

談合行為が行われるおそれが高まるのだろうか。 

 

本市：横浜市のような都会の地域の場合、もともと競争性が維持されやすい環境にあ

るといえますし、一定の金額の工事が発注されていますので、景気との関連性は

あまりないと思われます。それに対して、官需への依存度の高い地方の場合は、

何らかの関連性はあるかも知れません。また、横浜市の各建設事業者も、談合事

件は起こしてはならないと、以前と比べてはるかに強く自覚をしているという印

象を受けております。ところが、こうした中、川崎市で、下水道工事の入札に関

し、談合事件が起こりましたが、大都市の一般競争入札においてこのような事件

が起こったことに驚いております。 

 

委員：不況だから談合事件が起こるおそれが高まるのかどうかは、地域によって違う

のだと思う。過疎地などに比べ、横浜市などは比較的恵まれた環境にあるのかも

知れないが、どちらかといえば、景気が悪くなると、談合行為も必要悪だという

意識が生まれることもあり得るのではないかと思う。 

 

本市：もうひとつ、先ほども説明しましたが、建築系の事業者の場合は景気が良くな

れば、確実にマンション建設などの民間需要が生まれますが、ほ装のような土木

系の工種は、もともと官需への依存度が高い傾向があります。こうした意味では、

建築系の工事の事業者の方が、景気の後退による影響を受けやすいと思います。 

さらに 近、事業者同士が、他の事業者についての不正等の情報を本市に提供

してくることがあります。こうしたことからも、公共工事における競争が一段と

激しくなっていると思われます。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 
議題２－(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、「本牧ふ頭Ｂ－５バース電気防食改良工事」について説明。 
 

委員：この案件は、指名競争入札を行う唯一の工事案件であるという理由で抽出した。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

 
議題２－(３)  随意契約に係る２件抽出案件 

 
本市より、「戸塚駅前地区中央土地区画整理事業宅地造成工事（その１１）」及び 

「奈良高区線からたちばな台高区線口径４００ｍｍ配水管新設工事に伴う追加工事」 
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委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１ 「戸塚駅前地区中央土地区画整理事業宅地造成工事（その１１）」 

      メーカーに発注する設備工事以外の工事としては、予定価格の大きな案件である

ため。 

２ 「奈良高区線からたちばな台高区線口径４００ｍｍ配水管新設工事に伴う追加工

事」  

  随意契約の追加工事案件であるため。 

 

委員：本２案件について、随意契約とした理由は、いずれも、地方自治法施行令第167

条の２第６号及び地方公営企業法施行令第21条の14第６号（以下、いずれも「第

６号」という。）の「競争入札に付することが不利と認められるとき」に該当

するというものである。これは、多額の予算を費やせば工事の施工自体は可能

であるところ、もっと少ない経費で確実に施工できる事業者と随意契約を締結

した方が有利であるという意味と思うが、本２件においては、他に施工可能な

事業者がないという、より積極的な理由付けができる規定を適用することは考

えられなかったのか。 

 

本市：工事に係る随意契約を締結する際に指針としている「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」の中に、随意

契約を締結できる場合が例示されておりますが、このガイドラインにおいて、

他に代替事業者がない場合というのは、他に特許を有する事業者がない場合等

の例示がされております。本２案件については、このような事情はなく、「競

争入札に付することが不利と認められる」場合の例に該当するため、第６号の

理由により随意契約を締結いたしました。 

 

委員：説明を了承。 
 

 
議題３－(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22年３月末まで）について報

告。 

 

委員：川崎市の下水道工事の入札に関し公正取引委員会により談合行為を行ったと認

定された事業者は、横浜市の場合どの工種、格付けの事業者に相当するのか。 

 

本市：土木のＡランクの事業者に相当します。 

 

委員：当該事件の対象となった入札において、落札率はどのくらいだったのか。 

 

本市：95％程度だったと聞いております。 
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委員：今の報告では、昨年度同時期と比較して平均入札参加者は増えているのか。 

 

本市：はい、平均で2.8者増えています。このことは、多くの事業者が公共工事への

依存度を強めつつあることを示しているといえます。また、本市では、昨年度

７月に 低制限価格の引き上げを行い、これにより、平均落札率が概ね2.5％程

度上がると見込んでいたのですが、それにもかかわらず、逆に平均落札率は下

落しています。このことから、競争は予想以上に激化してきていると考えられ

ます。その要因のひとつとして、もともと土木より高めだった建築系の工事の

落札率についても、 低制限価格の近くまで下落してきたことがあげられると

思います。 

 

委員 報告を了解。 

 

 
議題３－(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12月から平成22年年２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：エスカレーターの補強工事における不十分な溶接作業が原因で一般公衆に負傷

者を生じさせる事故が起きた事案について、「安全管理に不適切により生じた公

衆損害事故」ではなく「不正又は不誠実な行為」という措置要件に基づき停止措

置を行っているが、どのような理由によるものなのか。 

 

本市：この事案における事故は、工事中における事故ではなく、エスカレーターの補

強工事後に、当該エスカレーターが通常運転中に誤作動して起きた事故であるた

め、「不正又は不誠実な行為」の措置要件に基づき停止措置を行いました。 

 

委員：事業者が入札参加に際して技術者の必要経験年数を偽ったり、技術者が確保で

きず契約を辞退したことにより停止措置を受けた事案があるが、その背景には、

工事の施工管理を行う主任技術者等の数が不足している事情等があるのか。 

 

本市：契約辞退の事例で も多いのが、事業者が保有する主任技術者等の数を超えた

件数の入札に参加した結果、思っていた以上に多く落札してしまったため、契約

を辞退せざるを得ない案件が生じてしまうという場合です。このような場合にお

ける停止措置は、事業者の無理な入札参加を抑止する意味もあります。 

なお、「虚偽記載」による停止措置を行った事案は、停止措置を受けた事業者

からの報告では、建設業法で10年以上の実績がある者を主任技術者として配置し

なければならないとされていたところ、この資格を満たしていない者を主任技術

者として配置する目的で、届出書に虚偽の経験年数を記載したというものです。 

 

委員 報告を了解。 
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【まとめ】 

 抽出した案件について審議を行った結果、適切に入札及び契約手続き等が行われてお

りました。 

 


