
平成22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23年１月28日（金） 午後２時00分～５時 

【場  所】関内中央ビル（市庁舎側）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】 

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、総合評価落札方式対象案件「南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その１５）」

及び「恩田地域ケアプラザ（仮称） 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 「南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その１５）」 

       予定価格の事後公表試行案件であり、低入札価格調査を行った入札参加者がすべて失 

      格となった案件であるため 

２ 「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」 

     予定価格の事後公表試行案件であり、低入札価格調査の結果、失格者もある案件で 

  あるため。 

 

委員：本２案件においては、「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項各号の規定により失格となった入札参加者が多いが、その中で も多いのが同項

第４号の規定による失格である。同号の規定は、入札参加者による積算の内訳金額の

うち、直接工事費と共通仮設費の合計額が、本市設計の80％、現場管理費と一般管理

費の合計額が本市設計の60％を下回る場合のいずれかに該当した場合に失格となる

というものであるが、これらの案件では、どちらの基準に該当して失格となった入札

参加者が多いのか。 

         

         本市：両基準に該当する場合や、いずれか一方の基準に該当する場合等様々で、どちら 

       か一方に偏るといった傾向は見られません。 

具体的には、特別簡易型による案件である「南部処理区三吉地区下水道再整備工 

事（その１５）」では、同号に該当した入札参加者は全部で６者ありましたが、 

そのうち、両基準に該当した入札参加者が３者、前者の基準に該当した入札参加 

者が１者、後者の基準に該当した入札参加者が１者となっております。他方、簡易 

型による案件である「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」では、 

同号に該当した者は２者で、そのうち、前者の基準に該当した入札参加者が１者、 

後者の基準に該当した入札参加者が１者となっております。 

              なお、直接工事費と共通仮設費については、特別簡易型の場合は、その合計額が 

      本市設計の85％を下回る場合に失格基準に該当することとされています。 

 

委員：各入札参加者は、この基準の存在を知っているはずであるが、今回の２件は、入札

参加者が適正な工事費用を積算することができず、失格となったと考えて差し支えな

いのか。 

         

    本市：はい、そのように考えられます。 
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     委員：「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」の案件においては、他に     

             同要綱第４条第１項第１号と同条同項第２号に該当して失格になった者が１者ずつ 

        ある。第１号は低入札価格調査への不協力や同調査に係る提出書類に不備等があった 

場合であり、第２号は入札参加者による積算内訳の金額が適正でない場合であるが、 

この案件では、具体的にどのような理由により失格となったのか。 

 

本市：第１号に該当して失格となった者については、下請事業者に施工させる部分につい 

て、内容の記載がなかったことによるものであり、第２号に該当して失格となった者 

については、積算内訳書において、人件費が過小に見積もられていたことによるもの 

です。 

 

委員：「南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その１５）」の案件では、加算点の満点

が14.0であるのに対し、「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」の

案件では、38.0と高くなっているが、その差はどのような理由によるものなのか。 

 

本市：「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」の案件では、「企業の技

術力」という項目が評価項目となっておりますが、この項目において、工程管理や

具体的な品質管理等について施工計画の提出を求めて評価を行い、その評価の配点

が高いため、このような差が生じています。 

 

委員：「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」の案件では、評価値が

も高かった入札参加者が、低入札価格調査に係る提出資料の内容に不備があったた

めに失格となっているが、なぜこのようなことが起こったと考えられるのか。 

 

本市：具体的な理由はわかりませんが、低入札調査を行う場合、入札参加者は短期間で

多くの資料を作成しなければならないこともあり、作成上のミスにより内容の不備

が生じてしまったのではないかと推察されます。 

 

委員：「南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その１５）」のような下水道関連の土木

工事より、「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」のような福祉施

設等の建築工事の方が、総合評価落札方式において技術力を評価しやすいという特質

はあるのか。 

 

       本市：「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」の案件の場合、施工場所 

      の近隣に教育施設や住宅地があるため、安全配慮面や施工工程等に工夫の余地があり、 

       事業者の能力を施工技術以外の面からも総合的に判断するのに適していると考えら 

            れます。 

 

委員：「恩田地域ケアプラザ（仮称） 新築工事（建築工事）」では、２者の入札参加者

が、「総合評価落札方式実施要領書」の「７欠格要件（４）」に該当しているが、具

体的にはどのような事由に該当したのか。 

 

本市：これら２者のうちの１者は、「企業の技術力」の中の「品質管理に係る技術的所見」
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という項目について、本市の仕様に適合していない提案があったため欠格要件に該当

しました。具体的には、建築物の基礎として打ち込む杭について、本市は、既成杭を

前提とした仕様を求めていたのに対して、当該入札参加者はコンクリートの場所打ち

杭を想定した仕様で技術提案を行ったため、横浜市の求めた仕様を満たしていなかっ

たものです。なお、このような誤った提案がなされた理由を発注課に確認したところ、

この入札参加者が、本案件と同時期に参加していた他のケアプラザの建設工事での杭

の仕様と取り違えたためではないかと聞いています。 

   他の１者についても同様に、「企業の技術力」の中の「環境負荷軽減に配慮すべき

事項」という項目に関し、本市の仕様と異なる仕様による技術提案がなされたため欠

格要件に該当しました。 

 

委員：説明を了承。 

 

 

         引き続き、本市より、 低制限価格制度対象案件のうち、次の３件について説明。 

       １ 「戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その１１）」 

    ２  「中土木管内道路整備工事」（その３）」 

      ３  「中土木管内道路整備工事（その４）」 

 

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１１）」 

       落札者以外のすべての入札参加者の入札金額が、 低制限価格を下回った案件であ 

  るため。 

２ 「中土木管内道路整備工事」（その３）」 

       予定価格の事後公表試行案件であり、落札者以外のすべての入札参加者の入札金額 

  が、 低制限価格を下回った案件であるため。 

３ 「中土木管内道路整備工事（その４）」 

       ２「中土木管内道路整備工事（その３）」と同種の工事で、予定価格の事前公表 

案件であるため。 

 

委員：「中土木管内道路整備工事」（その３）」の案件と「中土木管内道路整備工事（そ

の４）」の案件は、同一管内の道路整備工事であるが、施工場所を区域別に分けて発

注しているのか。 

 

本市：これらの工事契約は、管内の道路で補修の必要な箇所が生じた場合に、迅速な補修

工事を行うことができるよう、予め施工場所の区域を分けることなく、複数件発注す

るものです。 

 

委員：説明を了承。 

 

 

引き続き、本市より、 低制限価格制度対象案件のうち、次の３件について説明。  

       １ 「横浜動物の森公園アビシニアコロブス舎ほか新築工事（建築工事）」 
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    ２  「北部第二水再生センター分離液処理施設脱水機機械設備工事」 

      ３  「北部第二水再生センター汚泥濃縮機（４０号機）設備工事」 

 

委員：これらの案件は、次の理由で抽出した。 

１ 「横浜動物の森公園アビシニアコロブス舎ほか新築工事（建築工事）」 

       低制限価格を下回った入札参加者が多い案件であるため。 

２ 「北部第二水再生センター分離液処理施設脱水機機械設備工事」 

       予定価格が大きく、 低制限価格を下回った入札参加者がやや多い案件であるため。 

３ 「北部第二水再生センター汚泥濃縮機（４０号機）設備工事」 

             ２「北部第二水再生センター分離液処理施設脱水機機械設備工事」と同様の入札参加 

             条件を設定した工事で、落札率が高く、 低制限価格を下回った入札参加者もある案件 

             であるため。 

 

委員：「横浜動物の森公園アビシニアコロブス舎ほか新築工事（建築工事）」の案件は、

入札ボンド試行対象となっているが、この制度を試行する案件は、どのような基準で

選定されるのか。 

 

本市：入札ボンドの制度は、いわゆる不適格事業者によるダンピング受注等の防止を主な

目的としているため、予定価格の大きな工事を対象とし、このような工事が同時期に

複数件発注された場合に、その一部を試行対象とすることにより、他の案件と比較し

て、その効果を検証することとしております。 

 

委員：入札ボンドを導入すれば 低制限価格制度は必要なくなるという考え方はできない

か。 

 

    本市：入札ボンドは、その事業者の経営体力も含めた履行能力を判断し、その結果、工事 

の品質を確保するための制度であるのに対し、 低制限価格制度は、個々の入札対象 

工事の品質を確保することを目的としており、両制度の趣旨は重複する部分もありま 

すが、全く同じというわけではありません。 

 

委員：工事後に完成物に瑕疵が見つかった場合は別にして、工事の施工中に履行の確保が

困難な状態に陥るのを防止するという意味では、 低制限価格制度と趣旨が同じなの

ではないか。 

 

本市：工事の設計内容を理解せずに低価格で入札する事業者もあるので、個々の工事案件

に着目して適正な品質を確保するため、 低制限価格制度が不要になるということは

ないと考えております。 

 

委員：工事契約に支障を生ずる場合としては、落札候補者になった事業者が正当な理由な

く契約を辞退したり、契約締結後、施工中に、倒産などにより契約履行が不可能とな

る等、様々な場合が考えられるが、入札ボンドにより、補償金が金融機関等から支払

われるのはどのような場合なのか。 
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本市：落札後、契約に至らなかった場合には 入札保証として保険会社等からの補償金

の支払いが行われます。なお、契約締結後に履行が困難となった場合は、入札ボン

ドとは別に契約保証の制度があり、保証事業会社による入札ボンドの場合には、契

約保証の予約の制度もあります。 

 

委員：金融機関等による入札ボンドは、発行者である金融機関等に対し与信枠の範囲内で

入札補償の義務を課すことにより、落札後の契約不成立を抑止することの他に、何ら

かの効果はあるのか。 

 

本市：第三者である金融機関等が事業者の財務内容を客観的に審査し、事業者の経営体

力に応じて与信枠を設定するため、経営体力に問題のある事業者の入札参加が未然

に防止されることにより、間接的に契約締結後の履行確保も図ることができるとい

う効果があります。 

 

委員：特に、事業者の融資元の金融機関が入札ボンドの発行者である場合、発行を受ける

事業者を入札に参加しやすくさせるため、安易に与信を与えたり、与信枠を広げるこ

とにつながらないか。 

 

本市：落札候補者が契約を締結しない場合には、入札ボンドの発行者が、本市に入札金

額の100分の５に相当する金額を支払う義務が生じるので、安易に与信を与えたり与

信枠を広げることは考えにくいと思われます。 

 

委員：民間工事でも入札ボンドの制度は導入されているのか。 

 

本市：私どもとしては、聞いたことがありません。 

 

委員：国や他都市等では、どの程度導入されているのか。 

 

本市：この制度は、国の方から試行的に導入し、多くの自治体でも試行されています。 

 

委員：入札保証の他に履行保証の契約は別途締結するのか。 

 

本市：はい、落札候補者と契約を締結する際に、契約保証の契約も別に締結します。契約

保証には、契約保証金の納付や保険会社による履行保証などの方法があります。 

 

委員：そもそも、入札ボンドという制度は、どのような経緯で、また理由で導入されたの

か。 

 

本市：入札ボンドは、もともと海外の保証制度で、それを日本でも取り入れる形で導入さ

れたと聞いております。 

 

委員：入札ボンドの活用により入札保証金の免除を受けたり、現金に代わる担保を供託し

て入札に参加する事業者の他、現金で入札保証金を供託して入札に参加する事業者も
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あるのか。 

 

本市：はい、そのような事業者もあります。 

また、先ほどの入札ボンドの導入の理由についてですが、特に、経営危機の状態に 

 ある事業者は、無計画な入札参加を行い、過剰に工事を受注した状態で経営破綻す 

ることが多く、この場合、発注者は、契約保証契約を締結しているため、通常は金銭 

的な損害を被ることはないのですが、他面では、事業の停滞や再度の発注の負担等、 

具体的な金額に見積もれない損害は小さくありません。そのため、経営体力に問題の 

ある事業者を予め入札に参加させないという意味で、入札ボンドの活用は大きな利点 

があるためだと考えられます。 

 

委員：事業者が、金融機関等から入札ボンドの発行を断られることもあるのだろうか。ま

た、この制度は、果たしてどの程度の実効性があるのだろうか。 

 

本市：建設業の関係者の話では、金融機関から入札ボンドの発行を断られた事例も多く、

国が行ったアンケートでも、約７％の事業者が入札ボンドの発行を断られたという結

果も出ています。 

また、本市では、入札に参加する有資格者の経営状況について、２年に一度、定期 

更新の際に、財務諸表等を提出させて確認を行っておりますが、個々の入札参加時 

おける直近の経営状況を把握するのは困難なのが実情です。その点、入札ボンドの 

発行者である金融機関等の方が、入札参加事業者の直近の経営状況を詳しく把握し 

ていると考えられます。こうしたことからみて、入札ボンドは、入札参加事業者の 

経営体力についての信頼性を確保するのに一定の効果があると考えられます。 

 

委員：本案件の入札結果は、入札ボンドの試行による効果の検証として、どのように理解

しているのか。 

 

    本市：この案件のみから入札ボンドについて何らかの効果を推測するのは困難ですので、 

他の入札ボンドの試行案件の入札結果との比較等により検証を進めていきたいと考 

えております。 

       入札ボンドの試行は、一昨年度から行っており、初年度目、第２年度目は年間４、 

５件しか試行しませんでしたが、今年度は24件試行しています。 

       今後、具体的には、同時期に発注される複数の同種工事の入札すべてに入札ボンド 

を試行した場合に、全く試行しない場合と比較して、同時に複数の入札に参加する事 

業者の数が、与信枠の制限により減少する傾向が見られないかどうかを検証したり、 

同種の工事について、入札ボンドを試行した案件としない案件を対比させて、落札率 

や入札参加者数の差異の他、ダンピングを疑われるような低価格での入札が行われる 

頻度の変化等についても検証していきたいと考えております。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

議題１－(２)  随意契約に係る２件抽出案件 
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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（その１０）」及び

「三ツ沢公園陸上競技場施設改良工事」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 「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（その１０）」 

      契約金額の大きな継続工事に係る随意契約案件であるため。 

２ 「三ツ沢公園陸上競技場施設改良工事」 

   施設の部分的な改良工事において、当初工事を行った事業者と随意契約を締結した 

案件であるため。 

 

委員：「三ツ沢公園陸上競技場施設改良工事」の案件の随意契約理由は、陸上競技場のト

ラック面の舗装材の一部張替工事において、トラック全面を「日本陸上競技連盟」の

公認を受けた舗装材のうち、いずれか単一の舗装材で統一する必要があったために、

建設当初と同一の舗装材を用いなければならなかったというものであるが、舗装材の

材質の特性の範囲を限定したうえで、競争入札を行う手だてはなかったのか。 

 

本市：「三ツ沢公園陸上競技場」は「日本陸上競技連盟」の公認陸上競技場ですが、トラ

ック全面が、同連盟の公認を受けた単一の舗装材で統一されていないと、競技結果に

不均衡を生じさせる可能性があるとして、同連盟から公認陸上競技場としての公認の

更新が受けられなくなります。同連盟の公認を受けたトラックの舗装材は複数種類あ

り、トラック全面をいずれか一種類の舗装材に張替えるのであれば競争入札を行うこ

とも可能ですが、その場合、費用負担が過大になってしまうため、随意契約を行わざ

るをえませんでした。 

 

委員 ：説明を了承。 

 

 

議題２－(1) 入札契約手続の運用状況等について 

 

本市より、「平成22年度契約に係る入札実施状況」について報告。 

 

委員 報告を了解。 

 

 

議題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22年９月から平成22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：「経営不振」による停止措置の理由が、当該停止措置の対象事業者が、裁判所に 

民事再生法の適用を申請したことによるものとのことであるが、このような事実は 

どのような方法で把握するのか。 
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   本市：本市が契約している信用調査会社からの情報や官報等により把握します。 

 

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。 

 


