
平成22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22年７月23日（金） 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、三邊夏雄委員、塩原保委員 

 

【議  題】 

１ 審議事項 

(1）一般競争入札（ＷＴＯ）に係る抽出案件      １件 

(2）一般競争入札（条件付）に係る抽出案件           ７件 

(3）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】 
 
 

委員： 前回の定例会において、 低制限価格を決定する際、コンピュータにより無

作為に抽出された乱数を乗じて 低制限価格を算出し、その価格は、開札後でな

いと事業者にも担当者にもわからないという説明があったが、実際にコンピュー

タ上、乱数を乗じて 低制限価格を算出する作業は、現実に入札手続きのどの時

点で行われるのか。 

 

本市：入札の公告を行う２週間くらい前に、本市が入札参加条件を決めるための委

員会を開催しますが、その直前に予定価格の決定を行い、それに基づいて乱数

も含めて 低制限価格がコンピュータにより算出されます。入札期間は、公告

後２週間くらいの時期に開始しますので、実際には入札開始日の１か月以上前

には 低制限価格が算出されます。なお、乱数については、予定価格をコンピ

ュータに入力する際に自動的に計算されるので、開札が行われるまで 低制限

価格は誰にもわかりません。 

 

委員：担当職員も開札後でないと、現実の数値は分からないというわけか。 

 

本市：はい、そうです。 

 

委員：説明を了承。 

 

 
議題１－(1)  一般競争入札（WTO）に係る抽出案件１件 及び 

議題１－(2)  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（ＷＴＯ）に係る抽出案件「（仮称）新磯子幹線口径１２０

０ｍｍ送水管新設工事」及び一般競争入札（条件付）に係る抽出案件７件のうち、「港

北処理区新羽末広幹線太尾支線下水道整備工事（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 「（仮称）新磯子幹線口径１２００ｍｍ送水管新設工事」 

  入札参加者が多く、失格者のある案件であるため。 

２ 「港北処理区新羽末広幹線太尾支線下水道整備工事（その２）」 

    技術修得型ＪＶを対象とした、予定価格の大きな案件であるため。 

 

委員： 「（仮称）新磯子幹線口径１２００ｍｍ送水管新設工事」において失格とな

った事業者は、具体的にはどのような理由によるものなのか。 

 

本市：「横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱」第４条１項４号の、いわゆ 

  る「失格基準」と呼ばれている規定に該当したためです。具体的には、本市の設 
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   計金額が予定価格となりますが、当該価格は、「直接工事費」、「共通仮設費」、 

「現場管理費」及び「一般管理費」の４つの工事費用に内訳が分かれております。 

失格基準では、入札参加者が提出した工事費内訳書の各費用を本市設計金額と 

比較し、「直接工事費」と「共通仮設費」の合計金額が本市の設計金額の80％未 

満か、「現場管理費」と「一般管理費」の合計が本市設定金額の60％未満のいず 

れかに該当する場合は、適切な履行が確保できないおそれがあるとして、当該入 

札参加者を落札者としないこととしております。 

 

委員： 本案件の場合は、「直接工事費」と「共通仮設費」の合計金額が本市の設計

金額の80％未満か、「現場管理費」と「一般管理費」の合計が本市設定金額の60

％未満かの、どちらかの基準に該当した事業者が特に多かったという傾向はみら

れたか。 

 

本市：いえ、特にどちらかに偏るような傾向は見られませんでした。 

 

委員：この規定は事業者側に周知されているのか。 

 

本市：はい、当該規定に係る要綱は公表されておりますので、事業者は熟知してい

ると思います。 

 

委員：入札参加者の積算する工事費用の金額と横浜市による設計金額のずれは、どう

しても一定程度は生じるものなのか。そのずれがあまり大きいと、横浜市の積算

自体に問題があるのではないかという指摘もされかねないと思うが、ある程度は

やむを得ないものなのか。 

 

本市：ほ装工事やガードレールの取付工事のように、部材等の単価が決まっている

場合は、その単価も公表されておりますので、その部分に係る金額のずれは生

じにくいと思います。しかし、特殊な工事では、部材単価が定まっていない場

合が多いので、複数の部材メーカーから見積りをもらい、それを参考に単価を

決定することとしております。このような場合は、どうしても横浜市の設計金

額と入札参加者の積算金額との間のずれが生じやすくなると考えられます。 

もう一点、傾向として、大手ゼネコンの場合は積算能力が非常に高く、正確

に工事費用を積算できますが、中小事業者の場合は、事業者によって積算能力

にばらつきがあるため、入札金額がかなり分散する傾向があります。本案件は、

大手ゼネコンを中心とするＪＶが対象となっており、各入札参加者の入札金額

は、比較的、調査基準価格近辺に集中する傾向があると思います。 

 

委員： そのことは十分理解できる。しかし、横浜市の設計における積算自体が適確

なものでなければ、失格となった入札参加者に対しても説得力のある説明ができ

ないのではないか。 

 

本市：実は、昨年度後半、本市の設計書に関し入札参加者から積算の誤りを指摘され、

入札の中止にまで至った事例が続発しました。こうした事態は、本市として重く

受け止めるべきことなので、その後、全発注局に対し、公告の前に、設計の内容、
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金額を入念にチェックするよう強く指導しています。現在では、本市の設計書に

おける積算等の誤りは非常に少なくなり、入札参加事業者から設計書の誤りを指

摘されるようなことも少なくなりました。 

 

委員：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、「西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２）」及び「港

南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１）」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 「西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２）」 

    落札率の高い応急修理のほ装工事案件であるため。 

２ 「港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１）」 

    落札率の低い応急修理のほ装工事案件であるため。 

 

委員：これら２つの案件は、同じ応急修理のほ装工事であるが、なぜ落札率に大きな

差が生じたのか。 

 

本市：「西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２）」については、西区と保

土ケ谷区に所在する事業者を対象としており、他方、「港南土木管内舗装補修

（応急修理）工事（その１）」は、港南区と戸塚区に所在する事業者を各々対

象としておりますが、対象となる事業者数は、前者の案件では31者程度、一方、

後者の案件では50者程度となっており、こうした対象事業者数の違いが要因の

一つとしてあげられると思います。なお、入札参加資格の対象となる事業者の

所在行政区を工事場所の区の隣接区までに制限している理由は、例えば道路の

アスファルトに穴があいたような場合に、土木事務所からの指示により、土日

祝日問わず直ちに出動可能な体制を整えることができる旨の条件を示している

ためです。また、所在行政区の指定については、入札参加者が固定されてしま

わないよう、上期と下期で隣接区を変えるよう配慮をしています。 

 

委員：「西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２）」の案件では、入札金額

が 低制限価格未満であるため失格となった入札参加者の入札金額と 低制限

価格との差が8,000円ほどしかなく、結果として、かなり入札金額の高い入札参

加者が落札者となっている。こうしたことも、制度を厳格に運用した結果なの

でやむを得ないのであろうか。 

 

本市：いずれの案件においても、入札金額が 低制限価格未満であるため失格となっ

た事業者が出ていますが、逆にむしろ、こうした入札参加者が出るぐらいの方が

入札手続としては正常に機能しているのではないかという考え方もあります。先

ほどのご説明のように、対象事業者が固定しないように、事業者の所在行政区の

組み合わせを変える等の工夫をした結果、対象事業者が増減し、本２案件のよう

に入札参加者が多い案件や少ない案件が出てきますが、どちらの案件においても、

入札金額が 低制限価格未満の入札参加者があるということは、このような組み
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合わせが一定の機能を果たしているのではないかとも考えられます。 

 

委員：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、「勝田住宅第８期住戸改善その他工事（第３工区建築工事）」

及び「戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う仮設店舗等解体工事（第１工

区）」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 「勝田住宅第８期住戸改善その他工事（第３工区建築工事）」 

    予定価格の事後公表試行案件であり、かつ予定価格の大きな案件であるあるた

め。 

２ 「戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う仮設店舗等解体工事（第１

工区）」 

    ひき屋・解体工事としては予定価格が大きく、落札率が比較的高い案件であるた

め。 

 

委員：「勝田住宅第８期住戸改善その他工事（第３工区建築工事）」の案件は、予定

価格の事後公表試行案件であるが、何か特徴的な傾向は見られたか。 

 

本市：予定価格の事前公表案件の場合は、ある程度までは 低制限価格を予測できる

ので、入札金額が 低制限価格近辺に集中し、あまり差がつきません。それに対

して、予定価格の事後公表案件の場合は、積算金額に差がつきやすく、その結果、

入札金額が広く分散する傾向があります。本案件でも、入札金額の 低金額が２

億 5,500万、 高金額が３億800万となっており、 低制限価格を中心に5,000

万ぐらいの差が生じております。 

 

委員：入札金額が分散しても、結果的には適正な金額で落札されているとみてよいの

か。 

 

本市：はい、そのように考えて差し支えないと思います。 

 

委員：「戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う仮設店舗等解体工事（第

１工区）」の案件では、落札者以外の入札参加者はすべて、入札金額が 低制限

価格を下回り失格となっているが、仮に、全者が 低制限価格を下回った場合は

どのように対応するのか。 

 

本市：その場合は、入札が不調となり、改めて入札をやり直すことになります。 

 

委員：その場合は、予定価格や 低制限価格を変更するのか。また、 低制限価格を

算出する際に乗じる乱数も変わるのか。 

 

本市：不調になった原因を調査し、再度仕様を見直す等の対策を講じる場合もありま
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す。なお、 低制限価格を算出する際に乗じる乱数については、すでにご説明い

たしましたとおり、入札案件ごとにコンピュータが無作為に抽出し、開札時まで

誰にもわからないしくみなっております。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、「南本牧埋立工事（第５ブロック海上地盤改良工）」及び「笠

間三丁目ほか５か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事」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 「南本牧埋立工事（第５ブロック海上地盤改良工）」 

    予定価格の大きな港湾工事であるため。 

２ 「笠間三丁目ほか５か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事」 

    予定価格が大きく、かつ落札率が高い一方で、 低制限価格を下回って失格とな

った入札参加者もある案件であるため。 

 

委員：本件のうち「笠間三丁目ほか５か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設

替工事」の案件や、すでに説明のあった「勝田住宅第８期住戸改善その他工事（第

３工区建築工事）」の案件では、優良工事請負業者表彰名簿への登載のほか、横

浜市入札参加資格審査結果における発注者別評価点数が50点以上であることや

工事完成検査結果通知書の評定点が80点以上であることが入札参加資格とされ

ているが、こうした資格は、どのような基準で決まるのか。 

 

本市：インセンティブ発注は、不適格な工事を行う事業者が入札に参加してくること

を防止する観点から、実施する意味は十分ありますが、その一方で、競争性の確

保の観点から入札に参加できる事業者の数を絞りすぎないよう配慮する必要も

あります。例えば、格付がＡランクの事業者が50者ある場合は、概ね半分の25

者くらいまでしか絞らないといった方向で点数を設定し、一定の競争性が確保さ

れるよう、運用を工夫しております。 

 

委員：発注者評定点は、優良工事請負業者であることや工事完成検査結果通知書の評

定点と何らかの関係があるのか。 

 

本市：はい、質の高い工事を行った実績があるという点で、一定の関係はあります。

しかし、それ以外に、例えばＩＳＯの認証を受けていること等も発注者評定点の

加点要素となります。逆に減点要素となる事項としては、本市において「一般競

争参加停止及び指名停止措置」を受けたこと等があります。したがって、発注者

評定点は、工事の施工能力以外の要素も含めた総合的な意味での評価ということ

ができます。 

 

委員：インセンティブ発注の制度は、先ほど説明のあった３種類なのか。 

 

本市：はい、その３種類になります。インセンティブ発注の制度は、本市工事におい
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て優れた工事を行った実績のある事業者を、競争性を害しない程度の範囲で優遇

しようとするものであり、適用件数をあまり増やすと、入札に参加できる事業者

を過度に限定してしまうおそれがあるため、現在のところ、総発注件数の10パー

セントぐらいの案件を対象として行っております。この制度については様々なご

意見があり、地域貢献を行っている企業を対象にした発注を積極的に行ってほし

いという要望や、ある一定程度は必ずインセンティブ発注を行ってほしいという

要望などがあります。そういった意味では、災害協力事業者を対象とするインセ

ンティブ発注については、地域貢献を反映したものと考えられます。しかし、こ

うした制度をあまり多く創設すると、有望な新規参入事業者を排除してしまうこ

とにもつながりかねないので、現在はこの３種類に限定しています。なお、災害

協力事業者を対象とするインセンティブ発注のうち、主に、災害時に機敏に対応

できる市内の中小建設事業者を対象に行っているものについては、比較的件数が

多くなっておりますが、大手の建設事業者については、３種類の制度が均等に適

用されるよう運用を工夫しています。 

 

委員：「笠間三丁目ほか５か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事」の

案件のように、 低制限価格を下回って失格となった入札参加者がある一方で、

落札者の入札率が著しく高い場合には、例外的な措置として、再度入札をやり直

すとか、失格となった事業者以外の入札参加者のうち入札金額が 低の者に優先

交渉権を与え、横浜市が当該事業者と契約金額の交渉を行うような制度は考えら

れないのだろうか。 

 

本市：結論からいえば難しいと思います。交渉による契約金額の決定を行うことは、

競争性を阻害する様々な危険性をはらんでいると考えられるため、競争入札の結

果を人為的に修正すべきではないと思います。 

 

委員：入札参加者数が少なく、落札率が高い案件では、様々な要素が互いに重複する

ような複数の入札参加条件を設定した結果、対象事業者が限定されてしまったた

めなのか。 

 

本市：入札参加者が少ない理由としてまず考えられるのは、例えば、非常に手間がか

かる工事等のように、工事自体が工事事業者にとって魅力的でない場合が考えら

れます。しかし、これは発注者側では非常にわかりにくいのが実情です。もうひ

とつは、発注の時期によって、多くの事業者が手持ちの工事を抱えているために、

他の工事を請け負う余裕がない場合が考えられます。本案件は、早期発注の中で

は遅い時期に発注した案件であるため、多くの事業者が他の早期発注案件の工事

を落札してしまい、その結果、新たに配置できる管理技術者が不足してしまった

ためではないかと考えることができます。また、こうしたことは、本市に限らず

他の発注機関の入札においても生じています。 

 

委員：全体の入札案件数のうち、 低制限価格未満の金額での入札がある案件がどの

くらいあるのかはわかるのか。 

 

本市：平成20年度については、全体の入札案件数3,036件のうち、 低制限価格未満
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の入札があった案件数は898件で、全体の約３割でしたが、平成21年度では、全

体の入札案件数3,010件のうち1,529件の入件案件で 低制限価格未満の入札が

あり、全体の約５割を占めてします。これは、景況の悪化により、低価格でも構

わないから落札したいという意欲が事業者の間に強く出ているためではないか

と考えられます。また、平成21年度中に、 低制限価格を一部引き上げたにもか

かわらず、平均落札率は下がっており、このことから、平成20年度から平成21

年度にかけて、低価格での入札の傾向が非常に強くなっていると考えられます。

理由としては、公共工事への依存度の高い土木系の工事の入札で、以前から低価

格での入札の傾向があったことに加え、民間工事の需要もある程度は見込めるた

め、低価格での入札の傾向がさほど顕著ではなかった建築系の工種においても、

近年の景況の悪化で、民間工事の需要が大きく落ち込んでしまい、低価格での入

札の傾向が進んだことが考えられます。 

 

委員： このような傾向は平成20年度から平成21年度かけて徐々に進んだのか。 

 

本市：詳細な分析は行っていませんが、平成20年度３月の早期発注から平成21年度の

６月までの間に公告した入札案件では、約４割の入札案件において 低制限価格

未満での入札が見られました。その後、平成21年度７月１日以降に公告する入札

案件から 低制限価格を引き上げましたが、それ以降の入札において、約55％の

入札案件で 低制限価格未満での入札がありました。このことから、平成21年度

の前半以降に低価格での入札の傾向が強まったと考えられます。 

 

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、「市道戸塚第５１９号線道路建設工事（歩道橋階段築造工）」及び 

「新杉田共同溝口径１１００ｍｍ配水管新設工事（その２）」 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１ 「市道戸塚第５１９号線道路建設工事（歩道橋階段築造工）」 

      継続工事や設備系工事以外の工事としては、契約金額の大きな案件であるため。 

２ 「新杉田共同溝口径１１００ｍｍ配水管新設工事（その２）」  

  地方公営企業法施行令第21条の14第６号の理由（「競争入札に付することが不利

と認められるとき」）により随意契約を行った案件であるため。 

 

委員：「市道戸塚第５１９号線道路建設工事（歩道橋階段築造工）」の案件について

は、当初予定していた作業ヤードが確保できず、他の工事の作業ヤードを共用で

使用せざるを得なくなったという事情さえ発生しなければ、当該他の工事の施工

事業者との随意契約ではなく、通常の競争入札を行っていたと理解してよいのか。 

 

本市：はい、そうです。 
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委員：この案件の場合、随意契約の理由が、地方自治法施行令第167条の２第６号の

「競争入札に付することが不利と認められるとき」（以下「６号」という。）と

いうことであるが、これは、随意契約より競争入札による契約の方が、契約金額

が高くなることと理解してよいのか。 

 

本市：競争入札を行った結果、複数の事業者が同じ作業ヤードを使用することとなっ

た場合には、工事が困難になるので、工事費用は高くなりやすいと思いますが、

競争入札と随意契約で、結果的にどちらの金額が高くなるのかは一概にはいえな

いと思います。 

 

委員：客観的にみて、随意契約の方が必ず金額が安くなるのであれば、本案件の随意

契約理由は非常に説得力があると思うが、本案件の工事の設計内容が競争入札の

場合と同じだとすれば、多少の工期の短縮という利点はあるかも知れないが、経

費の節減という点からはあまり意味がないのではないか。 

 

本市：工事費用の設計において、本案件の工事のように、他の工事の作業ヤードを共

用して行う場合、事業者側において共通仮設費や現場管理費等を節約できる場合

がありますので、その部分について、ある程度は設計金額が安くなる可能性は考

えられます。しかし、競争入札における落札金額は、様々な事情で決まるので、

結果的に随意契約の金額と比べて必ず高くなるとは断言できません。 

 

委員：もし、競争入札による場合と随意契約による場合とで、結果的に契約金額にあ

まり差が生じないのであれば、本案件における「６号」の要件の解釈として挙げ

た随意契約理由のひとつである「経費の節減」は、本案件の工事の実態とあまり

関係がないのではないか。そもそも「経費の節減」というのは横浜市の経費につ

いてのことなのか、それとも事業者側の経費についてのことなのか。 

 

本市：確かに共通仮設費や現場管理費等の設計金額は、単一の事業者が一つの作業ヤ

ードを使用するより、複数の事業者が別々の工事のために当該作業ヤードを共用

する方が当然高くなりますので、その分予定価格は上がると考えられます。しか

し、競争入札において、実際の落札金額や落札率がどのくらいになるのかは、あ

くまでも入札の結果であって、その部分は経費の節減とは別の要素であると思い

ます。 

 

委員：本案件では、実際に予定価格の積算の段階で、経費の節減は見込める状況にあ

ったのか。 

 

本市：まず、「経費の節減」は、当然横浜市の経費についてのことですが、本案件の

場合は、競争入札によると工事費用が高くなる可能性は確かにありました。しか

し、本案件のような６号の理由による随意契約は、工事費用だけではなく、適正

な施工の確保や工事の安全性等、様々な要素を総合的に判断して決定しておりま

す。発注担当課から契約担当課に、競争入札より随意契約による方が、工事を円

滑に進められるのではないかという相談が多々ありますが、契約課としては、そ
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のことが論理的に明らかでない限り、随意契約を行わないこととしております。 

 

委員：本件２つの随意契約案件の随意契約理由の根拠について、「市道戸塚第５１９

号線道路建設工事（歩道橋階段築造工）」については、地方自治法施行令の規定

が適用されているのに対し、「新杉田共同溝口径１１００ｍｍ配水管新設工事

（その２）」では、地方公営企業法施行令が適用されているが、この２つの法令

の適用場面はどのような違いがあるのか。 

 

本市：横浜市長から契約事務を委任された「横浜市契約事務受任者」が契約者となる

場合は地方自治法施行令を適用するのに対し、「地方公営企業管理者」が契約者

となる場合は地方公営企業法施行令を適用します。 

 

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年度工事に係る入札・契約結果等の概要について」及び「平成

22年度契約に係る入札実施状況について（６月末まで）」について報告。 

 

委員：「平成21年度工事に係る入札・契約結果等の概要について」の説明で、 低制

限価格を引き上げても平均落札率はほとんど変わっていないと理解して差し支

えないか。 

 

本市：はい、昨年度の７月から、 低制限価格を約2.5％引き上げましたが、本年度

６月末時点の平均落札率は、昨年度同時期と同じか、むしろ下がり気味です。ま

た、入札参加者数も昨年度より増加傾向にあり、このことから、民間需要の落ち

込みの影響で、事業者の官公需への依存度が高まっていると考えられます。 

 

委員：履行ボンドに関して、万一、施工事業者が工事を完成できなかった場合、金銭

で保証するのか、あるいは、残余の工事を別事業者に施工させるのか。 

 

本市：制度上は別事業者に施工させることもできますが、実際には金銭で保証し、そ

の後、代替事業者を選んで、残余の工事を施工させることとしています。 

 

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22年３月から平成22年年５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。 
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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、適切に入札及び契約手続き等が行われてお

りました。 

 


