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第２号及び第３号 

 報 告 書 
 

第２号 
横浜市中区山下町 23 番地 日土地山下町ビル４階 
苦情申立人 五洋・ヤマト・大新建設共同企業体 

代表者 五洋建設株式会社 横浜営業支店 
支店長      村 田 浩 隆 

代理人 弁護士      有 田 知 德 
           栗 原 惠 三 

代理人         山 下 朋 之 
           中 村 俊 智 

 
第３号 
横浜市中区山下町 23 番地 日土地山下町ビル４階 
苦情申立人 五洋・五栄・ヤマト建設共同企業体 

代表者 五洋建設株式会社 横浜営業支店 
支店長      村 田 浩 隆 

代理人 弁護士      有 田 知 德 
           栗 原 惠 三 

代理人         山 下 朋 之 
           中 村 俊 智 
  
 

横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 
関係調達機関 横浜市 

(財政局契約部契約第一課及び港湾局建設保全部建設第二課) 

代表者 横浜市長     山 中 竹 春 
代理人         鈴 木 康 介 

秋 元 一 志 
           中 嶋 理 恵 

             高 谷 健 太 
居 塚 宣 明 

             高 村 英 一 
             峯 岸  崇 
           柴 田 瑞 穂 
                 高 田 峻 史 
                 高 橋 哲 也 
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第１ 苦情申立人及び関係調達機関の求める判断 

１-１ 苦情申立人 

関係調達機関が行った「新本牧ふ頭建設工事（その２８・外周護 

岸Ｂ―２基礎及び本体工）」（以下「調達第２号」という。）及び

「新本牧ふ頭建設工事（その２９・外周護岸Ｂ―２基礎及び本体工

）」（以下「調達第３号」という。）の調達（以下「本件調達」と

いう。）に係る入札手続について、主位的に苦情申立人を落札者と

すること、予備的に再審査することを求める。 

１-２ 関係調達機関 

苦情申立人の苦情申立て（以下「本件申立て」という。）は、認め

られない。 

 

第２ 事案の概要 

２-１  令和３年８月 31 日（調達第２号）及び同年９月７日（調達第

３号）、関係調達機関は、本件調達の入札公告を行った。地方自治法

施行令、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入

札要綱」という。）及び本件調達の入札説明書のうち、本件申立てに

関係する主な部分は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

  

地方自治法施行令（抄） 

（一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる

場合） 

第百六十七条の十  

普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他につい

ての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはそ

の者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める

とき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせ

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最

低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。 
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横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱(抄) 

（低入札価格調査） 

第３条 契約事務受任者は、次の各号のいずれかに該当する場合に調査（以

下「低入札価格調査」という。）を行い、当該低入札価格調査の対象

となった者（以下「調査対象者」という。）により、当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが

あって著しく不適当であるかどうかについて判断を行うものとする。 

４ 調査対象者は、前２項に該当する場合を除き、契約事務受任者の

定めるところにより、次の各号に掲げる資料（以下「低入札価格調

査資料」という。）を契約事務受任者に提出しなければならない。 

この場合、調査対象者が、低入札価格調査資料を契約事務受任者

の定める期限までに提出しない場合は、当該調査対象者を落札者と

しないものとする。 

    (2) 入札金額の積算内訳（第２号様式、第２－１号様式、第２－２

号様式、第２－３号様式） 

 (13) 下請負契約の予定の有無（第 13号様式） 

５ 低入札価格調査資料に基づく調査は、調査対象者から期限までに

提出された低入札調査資料について、当該調査対象者に対する事情

聴取、当該契約に係る工事所管区局等への照会及びその他の方法に

より行うものとする。 

（低入札価格調査後の措置） 

第４条 契約事務受任者は、前条第５項による低入札価格調査の結果、次

の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を落札者とし

ないものとする。この場合は、低入札価格調査の結果について、別

に定めるところにより設置する横浜市工事請負契約に係る低入札価

格調査委員会（水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横

浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格調査委員会」と、交通事

業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局工事請負契

約に係る低入札価格調査委員会」と読み替えるものとする。以下こ

れらを総称として「委員会」という。）にあらかじめ諮るものとする。 

(2) 前条第４項第２号の積算内訳を調査した結果、以下の事実が判明

した場合 

ア 当該積算内訳の算出根拠が適正でない場合 
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入札説明書（抄） 抜粋部分は調達第２号及び調達第３号ともに同一 

10 落札者の決定  

(2) 第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

有効な入札を行った者（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者

とする。  

(6) 第２号の場合において、最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を

下回る場合は、横浜市工事請負に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入

札要綱」という。）第３条に定める調査を行う。  

調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められないとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ

て著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入

札参加者にその旨を通知する。 

14 その他 

 (3) 配置技術者の届出 

ア 落札候補者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、第10項

第７号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を

連絡した日）から２日以内に配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第

６号様式その１）を作成し、第３項第３号ウに掲げる部課に１部を提出

すること。なお、第２項第２号に定める技術者の要件を満たす場合には、

入札参加資格確認の際に届出た技術者から変更することができる。 

イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)

は、配置技術者(変更）届出書（共同企業体用）（第６号様式その２）

に記載すること。 

ウ 本件工事が完成するまでの間は、アで届出た技術者(前項第４号に掲

げる技術者を含む。）の変更はできない。ただし、発注者との協議によ

り、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確保等に支障がない

と認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる

場合はこの限りでない。なお、新たに配置する技術者は、第２項に定め

る資格条件（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすこ

と。 

(4) 配置技術者の確認 

落札候補者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果

により、当該落札候補者と契約を締結しないことがある。 

(13)その他、調達公告及び入札説明書に規定のない事項については、横浜

市契約規則、公共工事の前払金に関する規則、横浜市工事請負に関する

競争入札取扱要綱、低入札要綱、運用基準及び横浜市工事請負等競争入

札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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２-２  令和３年 10月 11日から同月 13日までの間、関係調達機関は、

調達第２号に係る入札を受け付け、同月 14 日に開札手続を行った。 

２-３  令和３年 10月 18日から同月 20日までの間、関係調達機関は、

調達第３号に係る入札を受け付け、同月 21 日に開札手続を行った。 

２-４  令和３年 10 月 19 日、関係調達機関は、苦情申立人に対し、調

達第２号に係る落札候補（予定）者通知書を送付するとともに、低入

札価格調査資料の提出を依頼した。 

２-５  令和３年 10 月 21 日、苦情申立人は、関係調達機関に対し、調

達第２号に係る低入札価格調査資料を提出した。 

２-６  令和３年 10 月 26 日、関係調達機関は、苦情申立人に対し、調

達第３号に係る落札候補（予定）者通知書を送付するとともに、低入

札価格調査資料の提出を依頼した。 

２-７  令和３年 10 月 28 日、苦情申立人は、関係調達機関に対し、調

達第３号に係る低入札価格調査資料を提出した。 

２-８  令和３年 11 月 15 日、関係調達機関は、苦情申立人に対し、調

達第２号に係るヒアリング調査を実施した。 

同月 16 日、苦情申立人は、関係調達機関に対し、ヒアリング調査

にて求められた追加資料を提出した。 

２-９  令和３年 11 月 18 日、関係調達機関は、苦情申立人に対し、調

達第３号に係るヒアリング調査を実施した。 

２-10  令和３年 11 月 26 日、関係調達機関は、調達第２号及び第３号

について、横浜市工事請負契約に係る低入札価格調査委員会を開催し

た。 

２-11  令和３年 11 月 29 日、関係調達機関は、苦情申立人に対し、調

達第２号及び調達第３号について、低入札価格調査の結果、落札者と

しない旨、通知した。 
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２-12  令和３年 12 月７日、苦情申立人は、横浜市入札等監視委員会

（以下「委員会」という。）に対し、本件申立てを行った。 

２-13  令和３年 12 月 10 日、委員会は、本件申立ての受理を決定し、

同月 13 日に苦情申立人及び関係調達機関に対し、受理したことを通

知するとともに、苦情申立ての受理に関する公示を行った。 

同日、委員会は、関係調達機関に対し、苦情処理に係る期間内は本

件調達に係る契約を締結すべきでない旨、文書により要請した。 

  

第３ 争点及び争点に係る主張 

   はじめに、本件申立ては２件行われているが、苦情申立人となる建

設共同企業体は異なるものの代表者が同一であること、調達第２号及

び調達第３号はほぼ同一内容の工事であること、並びに本件調達に係

る２件の苦情申立ての内容が同一であることから、本報告書は２件の

苦情申立てをまとめて作成する。 

本件申立ての争点は大別すると、 

１ 本件調達に係る低入札価格調査（以下「本件低入調査」という。）

において、外部からの声を受けて二次下請の調査を行ったことは、

「透明性のある、かつ、公平な方法」ではなく、「政府調達に関

する協定を改正する議定書」（以下「改正協定」という。）第４

条第４項に違反するかについて 

２ 入札時に提出した資料以外により入札参加資格を否認すること

は、「参加条件を不可欠なものに限定」していないので、改正協

定第８条第１項に違反するかについて 

３ 本件低入調査において、二次下請の見積がないことを理由に「算

出根拠が適正でない」として落札者としなかったことは、評価基

準等の完全な説明が含まれておらず、また、他の客観的資料があ

ることから合理性に欠ける判断であって、改正協定第10条第７項
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及び第15条第５項に違反するかについて 

である。 

 なお、このほか、苦情申立人は、二次下請から見積を取得するこ

とがコンプライアンス違反になる旨主張しているが、本件申立ての

結論を左右するものではないため、本報告書においては触れない。 

これらの争点に関する苦情申立人及び関係調達機関の主張は、要

約すると以下のとおりである。 

 

３-１ 争点１「本件低入調査において、外部からの声を受けて二次

下請の調査を行ったことは、「透明性のある、かつ、公平な方法」

ではなく、改正協定第４条第４項に違反するかについて」 

   ３-１-１ 苦情申立人の主張 

本件低入調査のヒアリングは、透明性のある、かつ、公平な方

法によって実施されたとは到底言えない。 

本件低入調査は、その冒頭の関係調達機関の発言、担当者の構

成、調査の目的、姿勢が従来の低入札価格調査とは異なり、加え

て時間を大幅に費やしている。その理由が、専ら議員対策にあっ

たことは明白である。 

本件低入調査時のヒアリング及び苦情申立ての事前相談におけ

る会話内容から、関係調達機関は、本来的には二次下請の見積の

徴取の実質的必要性はないにもかかわらず、本件調達において施

工が見込まれる高伸度防砂シート敷設工を施工可能な専門事業者

Ａ（以下「事業者Ａ」という。）からの見積書がないことを市会

議員等から示唆されたことが明らかになった。苦情申立人が、事

業者Ａからの見積書を徴取していないことは、事業者Ａしか知り

えないことであり、当該情報が市会議員等に伝わって、苦情申立
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人を落札者としないことへの圧力となったことは明白である。 

その結果、関係調達機関は、苦情申立人を落札者としないとい

う結論ありきで本件低入調査を行った。 

これは透明性のある、かつ、公平な方法により実施された調査

であるとは到底認められず、改正協定第４条第４項に違反する。 

３-１-２ 関係調達機関の主張 

低入札価格調査の事情聴取について、関係調達機関の職員のう

ち誰がその任に当たるかは低入札要綱等には明文化されておらず、

関係調達機関内部の事務マニュアルにおいて、工事担当課、指定

担当課及び技術監理担当課が行う旨が記載されているのみである。 

本件低入調査の事情聴取に財政局契約第一課長が同席したの

は、本件調達に係る工事請負契約の締結に当たっては議会の議決

が必要であり、本件調達に関する情報が市会議員等から寄せられ

ていたことから、契約議案を上程した場合、本件低入調査の内容・

経過等についての議案関連質問が行われることが十二分に予想さ

れたためである。 

財政局契約第一課長は、契約を所掌する課の責任者として、本

件低入調査が適切に行われていることを確認するとともに、その

内容及び経過を把握しておく必要があった。苦情申立人が指摘す

る本件低入調査の過程における職員の発言についても、工事請負

契約議案について説明責任を果たすために必要であることを申し

述べているに過ぎない。 

これはごく一般的な市会対応であり、今回の調査に外部からの

圧力があったからではない。 

以上のとおり、本件低入調査は、透明性のある、かつ、公平な

方法により実施されたものであり、改正協定第４条第４項に違反



9 
 

しない。 

 

３-２ 争点２「入札時に提出した資料以外により入札参加資格を否

認することは、「参加条件を不可欠なものに限定」していない

ので、改正協定第８条第１項に違反するかについて」 

   ３-２-１ 苦情申立人の主張 

     関係調達機関は、本件低入調査の段階において、まだ正確には

入札参加資格審査を終えておらず、本件低入調査を終えてから入

札参加資格を審査する必要がある旨、発言している。 

形式的な確認はともかく、入札参加の際に提出した資料以外

のことで新たに審査をし直すことは「調達への参加のためのい

かなる条件も、供給者が当該調達を遂行するための法律上、資

金上、商業上及び技術上の能力を有することを確保する上での

不可欠なものに限定しなければならない。」とする改正協定第８

条第１項に違反する。 

３-２-２ 関係調達機関の主張 

本件低入調査における関係調達機関の「入札参加資格審査」

という発言は、入札説明書等に明記された、落札者として最終

決定するまでに行う配置技術者の専任性を確認する調査のこと

を表現したものであることから、入札参加資格とは関係がない。 

また、苦情申立人が本件調達の入札に参加している以上、入

札参加に関する規定である改正協定第８条第１項に違反すると

の主張には理由がない。 

 

３-３ 争点３「本件低入調査において、二次下請の見積がないこと

を理由に「算出根拠が適正でない」として落札者としなかった
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ことは、評価基準等の完全な説明が含まれておらず、また、他

の客観的資料があることから合理性に欠ける判断であって、改

正協定第10条第７項及び第15条第５項に違反するかについて」 

   ３-３-１ 苦情申立人の主張 

苦情申立人の積算内訳の算出根拠が適正でないとする関係調達

機関の本件低入調査の結果は、高伸度防砂シート敷設工に二次下

請の見積が徴取されていなかったことのみをその理由とするもの

である。 

関係調達機関が、二次下請の見積を徴取していないことをもっ

て積算内訳の算出根拠が適正でないとするならば、入札説明書に

おいて「高伸度防砂シート敷設工においては、積算内訳の算出根

拠が適正とするためには二次下請の見積が徴取されていなければ

ならない」ことを明記しなければならないが、入札説明書等には

そのような記載は全くない。 

このことは、 

「調達機関は、供給者がその有効な入札書を準備し、かつ、提

出するために必要な全ての情報を含む入札説明書を入手すること

ができるようにする。入札説明書には、（中略）、次の事項につい

ての完全な説明を含める。 

(a) 調達（調達されるべき物品又はサービスの特質及び数量（数

量が不明な場合には、数量の見積り）並びに満たすべき要件

（技術仕様、適合性評価の証明、設計図、図案又は解説資料

を含む。）を含む。） 

(c) 落札に際して調達機関が適用する全ての評価基準、及び価

格が唯一の評価基準でない場合にはこれらの評価基準の相対

的な重要性」 
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とする改正協定第 10 条第７項に違反する。 

また、関係調達機関は、苦情申立人が提出した積算内訳の算出

根拠が適正であるかを確認できないと主張しているが、工事内容

が同一である「新本牧ふ頭建設工事（その１４・外周護岸Ｂ－１

基礎及び本体工）」（以下「その１４工事」という。）において徴

取した事業者Ａの見積を本件低入調査において提出しており、苦

情申立人の見積書と比較調査を行えば、本工事の工事原価を算出

するための資料として合理性があり、十分なものであることは容

易に判断できる。 

にもかかわらず関係調達機関は苦情申立人が提出した客観的資

料について十分な検討を加えておらず、余りにも工事実績を無視

し、裁量権を逸脱した独善的で、恣意的な違法・不当な主張であ

ると言わざるを得ない。 

また、関係調達機関の「積算内訳の算出根拠が適正でない場合

に該当し、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あると判断した」という主張は、二次下請の見積を徴取していな

いことを指しているにすぎず、現実に苦情申立人を落札者とした

場合、下請へのしわ寄せがあるのか、契約内容にしたがった履行

ができないのかについて実質調査を行った形跡は何ら見出し難い。 

以上のように、関係調達機関は、本件低入調査において、一次

下請の見積を含む客観的資料があれば低入札価格調査制度の目的

を確認するには十分であるにもかかわらず、十分な客観的資料の

検討及び疑義についての事情聴取を行うことを放棄し、二次下請

の見積の徴取がないことから苦情申立人の提出資料には不備があ

り、積算内訳の算出根拠が確認できないと結論づけ、苦情申立人

を落札者としなかった。その調査内容は客観性を欠き、杜撰・独
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善的で、かつ、その調査方法自体が外部の影響に左右された極め

て恣意的で、透明性・公平性を欠くものである。 

このことは、改正協定第 15 条第５項に違反する。 

   ３-３-２ 関係調達機関の主張 

本件低入調査の結果は、二次下請の見積を徴取していないとい

う形式的な理由ではなく、低入札要綱第３条第４項各号に基づい

て苦情申立人から提出された資料について、同条第５項に基づく

事情聴取等を行った結果、低入札要綱第４条第１項第２号アにお

ける「当該積算内訳の算出根拠が適正でない場合」に該当し、「当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」と判断

したからに他ならない。 

本件工事に係る入札説明書等においては、落札者の決定方法に

ついての記載の中で、低入札価格調査の手続及び落札者とされな

い場合について概要を記載した上、その他の詳細については低入

札要綱等の定めるところによることに言及している。そして、低

入札要綱では、低入札価格調査は、調査対象者から提出された低

入札価格調査資料について、調査対象者に対する事情聴取、当該

契約に係る工事所管区局等への照会、その他の方法により行われ

ることが明記されている。 

即ち、調査においては、単に調査対象者が提出した調査資料を

書面審査するだけではなく、その調査資料について、調査対象者

への事情聴取等を行った上で、低入札要綱第４条第１項各号に規

定する事由がないかを個別具体的に調査することが予定されてい

る。調査対象者に提出を求める資料を網羅的に記載することは、

それに該当しない資料の提供を求められなくなるという点で実情

に応じた適正かつ柔軟な調査が実施できなくなるという不都合が
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生じ、また、求めるべき資料及び調査対象者が提出可能な資料は

個々の案件によって異なるから、あらかじめ資料の全てを想定し、

低入札要綱に定めておくことは不可能であると言わざるを得ない。 

改正協定第 10 条第７項により調達機関が入札説明書において

「完全な説明」をしなければならない事項は、低入札要綱第４条

第１項において明記されており、調査において確認し又は提出を

求める資料の全てについて本件入札説明書等及び低入札要綱に記

載されていないことが、同項に抵触しないことは明らかである。 

また、関係調達機関は、苦情申立人に対し、積算内訳の算出根

拠が適正であるかを客観的に判断するための資料として、本件調

達において実際に工事を施工する事業者が作成した見積書の提出

を依頼したのであるが、提出された資料はその１４工事における

見積書であった。 

その１４工事と本件調達工事とでは、見積の算定根拠となる現

場条件が異なるため、苦情申立人が提出した資料が、本工事の工

事原価を算出するための資料として、合理的かつ十分なものであ

るかについて、一定程度推測することはできたとしても、確定的

な判断をすることはできなかった。 

本件低入調査において、積算内訳の算出根拠が適正かを確認す

る上で最も合理的かつ客観的な資料が本件工事を施工可能な事業

者が作成した見積書であることから、その他の疎明資料により積

算内訳の算出根拠が適正であることを主張するのであれば、苦情

申立人には、提出資料についての主張・立証責任があるにもかか

わらず、このことについての合理的説明はなかった。加えて、苦

情申立人は、本件低入調査において、苦情申立人の言うところの

「客観的資料」のほとんどを本件低入調査が終了した後の本件申
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立てに至って初めて提出しており、関係調達機関が苦情申立人の

言うところの「調査」を行いようがなかったことは明らかであり、

自らの主張が失当であることを認めるに等しい。 

また、関係調達機関は、本件低入調査において苦情申立人から

提出された資料及び事情聴取した結果をもとに、苦情申立人を落

札者としないこととしたのであるから、「当該関係調達機関の判

断が、政府調達に関する協定に違反するか否かについても、同一

の時点を基準に判断されなければならないこと」は明らかである。 

よって関係調達機関の判断は合理的かつ適切であって、調査が

「形式的、杜撰」なものではないことは明白である。 

したがって、改正協定第 15 条第５項には違反しない。 

 

第４ 提出資料  

４-１ 苦情申立人 

 令和３年12月７日付 低入札価格調査の結果に対する苦情申立

書（以下「苦情申立書」という。） 

 令和３年12月10日付 上申書 

 令和３年12月24日付 苦情申立てに関する資料の提出について 

陳述書 

 令和３年12月27日付 上申書 

 令和３年12月28日付 意見陳述用説明資料 

 令和４年１月６日付 上申書 

 令和４年１月12日付 上申書 

御回答書（横浜市入札等監視委員会から

の照会に対する回答） 
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４-２ 関係調達機関  

 令和３年12月17日付 苦情申立てに関する資料の提出について 

 令和３年12月21日付 苦情申し立てに係る報告書 

 令和３年12月28日付 意見陳述書 

 令和４年１月６日付 苦情申立てに関する資料の提出について 

意見陳述書（２） 

 令和４年１月７日付 意見陳述書（２）（加筆・修正） 

 
令和４年１月12日付 意見陳述書（３） 

苦情申立てに関する資料の提出について 

 

第５ 委員会における検討 

５-１ 委員会は、苦情申立人の令和３年12月７日付け本件申立て

について、同月10日に受理し、同月13日に本件申立てを受理し

た旨、公示した。 

５-２ 令和３年12月28日に委員会を開催し、検討を開始した。 

５-３ 委員会での検討経過 

第１回 令和３年12月28日 

（苦情申立人及び関係調達機関が意見を陳述した。） 

第２回 令和４年１月７日 

第３回 令和４年１月13日 

第４回 令和４年１月20日 

 

第６ 委員会の判断 

６-１ 改正協定の適用について 

関係調達機関は、改正協定附属書Ⅰ付表２の地方政府の機関「地

方自治法の適用を受ける全ての都道府県及び指定都市」に該当す

ることから、改正協定の適用対象となる。 
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また、本件調達は、1,500万特別引出権を超える価格の調達に係

るものであり、かつ、改正協定第３条に該当しないことは明らか

であるから、改正協定の対象となる。 

 

６-２ 本件申立ての適法性について 

横浜市調達に係る苦情処理手続要領（以下「要領」という。）第７

条第３項によれば、次の各号に該当する場合には、申立てを却下す

ることができるとされている。 

   （１） 遅れて申立てが行われた場合 

（２） 国際約束（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第１条に規定す

る国際約束をいう。以下同じ。）と無関係な場合 

（３） 軽微な、又は無意味な場合 

（４） 供給者からの申立てでない場合 

（５） その他委員会による検討が適当でない場合 

 

（１）について、要領第７条第１項は、「供給者は、調達手続のい

ずれの段階であっても、国際約束のいずれかの規定に反する形で調達が行

われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的

に知り得たときから10日以内に、書面により委員会へ苦情を申し立てるこ

とができる。（以下、略）」とする。本件申立ては、苦情申立人が委

員会に提出した、令和３年12月７日付けの「苦情申立書」により

行われている。関係調達機関が、苦情申立人に対し、低入札価格

調査の結果、落札者としない旨、通知をしたのは同年11月29日で

ある。そのため、申立てに遅延は無かったと認められる。 

（２）について、改正協定は、国、都道府県、政令指定都市及び
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政府関係機関が調達する物品及びサービスのうち、一定金額以上の

ものの契約手続について、国際的な統一ルールを定めた協定である

が、「苦情申立書」によると改正協定に違反している旨、記載があ

るため、国際約束と無関係な苦情申立てとはいえない。 

（３）について、「苦情申立書」によると、仕様に関する関係調

達機関の決定により、当該事業者が落札者となれなかったことが記

載されており、軽微又は無意味なものとはいえない。 

（４）について、要領第４条第１項は、「供給者（調達機関が製

品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を

行った者及び行うことが可能であった者をいう。）」は苦情を申し

立てることができるとしており、苦情申立人は本件調達に係る入札

に参加した者であるため、供給者からの申立てでないとはいえない。 

（５）について、その他委員会による検討が適当でない事由も特

段生じていない。 

以上のことから、本件申立ては適法になされたものである。 

 

６-３ 争点１「本件低入調査において、外部からの声を受けて二次下

請の調査を行ったことは、「透明性のある、かつ、公平な方法」

ではなく、改正協定第４条第４項に違反するかについて」 

    この争点について、苦情申立人は、本件低入調査における関係

調達機関の発言、担当者の構成、調査の目的・姿勢が従来のもの

とは違い、時間を大幅に費やしていることを挙げ、本件低入調査

が市会議員からの外部的圧力におもねるために行われたと主張し

ている。 

改正協定第４条第４項は「調達機関は、対象調達を次の（a）

から(c)までの要件を満たす透明性のある、かつ、公平な方法に
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より実施する。」とする。本件において、関係調達機関が市会議

員等からの外部的圧力により、苦情申立人を落札者としないとい

う結論ありきで本件低入調査を行った事実があれば、この条項に

抵触する。 

通常の低入札価格調査と比較して調査のメンバーが異なること

や、外部から声があったのは関係調達機関も認めており、本件低

入調査の段階から苦情申立人に伝えているため、事実についての

争いはない。しかしながら、この事実は直ちに、本件低入調査が

「透明性のある、かつ、公平な方法により実施」されていないこ

とを示すものではない。 

また、本件調達について、関係調達機関は２-４及び２-６記載

のとおり、10月19日並びに同月26日に、苦情申立人を含む入札参

加者全員に対して落札候補（予定）者通知書を送付しており、そ

の際、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を通知している。

関係調達機関からの報告によれば、市会議員の指摘は11月５日に

行われていることから、日付に不自然なところはなく、不正な情

報のやり取りがあったとは言えない。 

したがって、苦情申立人の主張は、関係調達機関の担当者の発

言を論拠としており、推測の域を出ず、それを判断するための客

観的な根拠が十分でない。したがって、「透明性のある、かつ、

公平な方法により実施」されていない、とまではいえず、改正協

定第４条第４項の違反を認定するには至らない。 

 

６-４ 争点２「入札時に提出した資料以外により入札参加資格を否認

することは、「参加条件を不可欠なものに限定」していないので、

改正協定第８条第１項に違反するかについて」 



19 
 

この争点について、苦情申立人は、入札参加の際に提出した資

料以外のことで新たに入札参加資格審査を行うことを関係調達機

関から示唆されたと主張している。 

これに対する反論として、関係調達機関は、苦情申立人が主張

する「入札参加資格審査」は落札者として最終決定するまでに行

う配置技術者の専任性を確認する調査のことを表現したものであ

ることから、苦情申立人の主張には理由がないとしている。 

改正協定第８条第１項は「調達機関は、調達への参加のための

いかなる条件も、供給者が当該調達を遂行するための法律上、資

金上、商業上及び技術上の能力を有することを確保する上で不可

欠なものに限定しなければならない。」としており、調達への参

加のための条件について規定したものである。苦情申立人は、本

件調達において既に調達に参加しており、その結果として落札候

補者となっていることから、改正協定第８条第１項に違反すると

認定することはできない。 

 

６-５ 争点３「本件低入調査において、二次下請の見積がないことを

理由に「算出根拠が適正でない」として落札者としなかったこと

は、評価基準等の完全な説明が含まれておらず、また、他の客観

的資料があることから合理性に欠ける判断であって、改正協定第

10条第７項及び第15条第５項に違反するかについて」 

６-５-１ 改正協定第10条第７項に違反するかについて 

改正協定第10条第７項は、「調達機関は、供給者がその有効 な

入札書を準備し、かつ、提出するために必要な全ての情報を含む

入札説明書を入手することができるようにする」とし、入札説明

書には、「調達（調達されるべき物品又はサービスの特質及び数
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量（数量が不明な場合には、数量の見積り）並びに満たすべき要

件（技術仕様、適合性評価の証明、設計図、図案又は解説資料を

含む。）を含む。）」（同項（a））及び、「落札に際して調達

機関が適用する全ての評価基準、及び価格が唯一の評価基準でな

い場合にはこれらの評価基準の相対的な重要性」（同項（c））

についての「完全な説明を含める」こととしている。 

苦情申立人は、関係調達機関が、二次下請の見積を徴取してい

ないことをもって積算内訳の算出根拠が適正でないとするなら、

入札説明書において「高伸度防砂シート敷設工においては、積算

内訳の算出根拠が適正とするためには二次下請の見積が徴取され

ていなければならない」ことを明記しなければならないと主張す

る。 

入札説明書においては、調達目的が達成できる範囲での審査内

容等について、わかりやすく記載しなければならないのは当然で

あるが、関係調達機関が、低入札価格調査において「あらかじめ

資料の全てを想定し、低入札要綱に定めておくことは不可能であ

る」と主張するとおり、審査の性質、方式や事前にあらゆるケー

スを想定して、明確かつ完全に記述できない場合も考えられるた

め、追加的な説明の一切を認めないという趣旨ではない。 

関係調達機関の主張するとおり、入札説明書には「落札者の決

定方法」、「落札に際して調達機関が適用する全ての評価基準」

等については漏れなく記載されており、記載が不十分であるとは

言えないため、苦情申立人の主張は認められない。 

   ６-５-２ 改正協定第15条第５項に違反するかについて 

     改正協定第15条第５項は、「調達機関は、契約を締結すること

が公共の利益にならないと決定する場合を除くほか、契約の条件
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を履行することができると当該調達機関が認めた供給者であっ

て、公示及び入札説明書に定める評価基準のみに照らして次のい

ずれかの条件を満たす入札を行ったものを落札者とする。」とし、

その条件として「価格が唯一の基準である場合には、最低価格を

提示すること。」（同項（b））としている。 

苦情申立人は、関係調達機関は本件低入調査において、一次下

請の見積を含む客観的資料があれば低入札価格調査制度の目的を

確認するには十分であるにもかかわらず、十分な客観的資料の検

討及び疑義についての事情聴取を行うことを放棄した、と主張し

ている。 

これに対して、関係調達機関は、苦情申立人が本件低入調査に

おいて提出したその１４工事における見積のみでは、苦情申立人

の見積における積算内訳の算出根拠が適正であるかについて、確

定的な判断をすることはできなかったため、実際に工事を施工す

る事業者が作成した見積書の提出を依頼したものの、提出がなく、

「契約の条件を履行することができると当該調達機関が認めた供

給者」であることが確認できなかったと反論する。 

また、関係調達機関は、積算内訳の算出根拠が適正かを確認す

る上で最も合理的かつ客観的な資料が本件工事を施工可能な事業

者が作成した見積書であることから、その他の疎明資料により積

算内訳の算出根拠が適正であることを主張するのであれば、苦情

申立人には、提出資料についての主張・立証責任があるにもかか

わらず、このことについての合理的説明がなかった、と主張する。

加えて、苦情申立人が提出した「客観的資料」のほとんどが本件

申立てに至って初めて提出されたものであり、苦情申立人の言う

ところの「調査」を行いようがなかったことも主張している。 
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本項目における争点は、苦情申立人を落札者としない判断の理

由とされた「当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ」

についての立証責任が、苦情申立人と関係調達機関のどちらにあ

るかという点にある。 

地方自治法施行令第167条の10は、「普通地方公共団体の長は、

一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を

締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつて

はその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当である

と認めるときは、その者を落札者とせず」と規定している。 

また、低入札要綱第３条は、「契約事務受任者は、次の各号の

いずれかに該当する場合に調査（以下「低入札価格調査」という。）

を行い、当該低入札価格調査の対象となった者（以下「調査対象

者」という。）により、当該契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあるかどうか、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当

であるかどうかについて判断を行うものとする。」としている。 

さらに、本件調達における入札説明書には、「最低価格入札者

の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、横浜市工事請負に係

る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第３条に

定める調査を行う。調査の結果、当該入札価格では、その者によ

り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認
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められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を

通知する。」との記載がある。 

これらの規定等を見る限り、最低価格入札者は、上記規定の例

外的事由が認められない限り、当然に落札者となるべきであり、

落札者としない場合には、関係調達機関側が判断する材料を積極

的に求め、確認する必要があった。すなわち、苦情申立人から二

次下請の見積書が提出されなかったのであれば、それに代わる客

観的資料を積極的に求め、苦情申立人から提出を受けた上で当該

資料の検討を行う必要があった。 

関係調達機関は「申立人が提出した「客観的資料」のほとんど

が本件申立てに至って初めて提出されたものであり、関係調達機

関が申立人の言うところの「調査」を行いようがなかった」と主

張しており、積極的に資料の提出を行わなかったことについて、

苦情申立人にも責めるべき点はあるものの、関係調達機関の資料

の検討が不十分であったと言わざるを得ない。 

参考までに、関係調達機関が保有する資料を確認したところ、

苦情申立人の高伸度防砂シート敷設工に係る見積が極端に低いと

いった事実は確認できなかった。 

また、関係調達機関は、本件低入調査においての苦情申立人か

らの提出資料及び事情聴取した結果をもとに、苦情申立人を落札

者としないこととしたのであるから、「当該関係調達機関の判断

が、政府調達に関する協定に違反するか否かについても、同一の

時点を基準に判断されなければならないこと」は明らかである、

と主張する。 

しかしながら、委員会で判断されるべきは「当該契約の内容に

適合した履行がなされないおそれ」について、関係調達機関の判
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断において事実に対する評価が合理性を欠くことが明白であるか

否かであり、当該判断にあたっては「事実」を根拠とする必要が

あることから、必ずしも「同一の時点を基準」として判断されな

ければならないという訳ではない。 

以上のとおり、関係調達機関は、本件低入調査において、苦情

申立人に対する資料の要求及びそれについての検討を十分に行う

必要があったにもかかわらず、それを行わないまま、「当該契約

の内容に適合した履行がなされないおそれ」があるとして苦情申

立人を落札者としなかった。このことは、改正協定第15条第５項

に定める「契約の条件を履行することができると当該調達機関が

認めた供給者」であるかについての調査が十分に行われていない

と認められ、同項に違反する。 

 

第７ 結論 

７-１ 以上の検討を踏まえると、本件低入調査において、関係調達

機関が苦情申立人に資料提出の要求及びそれについての検討を

十分に行わなかったことは、改正協定第15条第５項に違反する。 

７-２  よって、本件は、低入札価格調査における手続に国際約束違

反があったため、調達手続が適当なものでなかったといえる。そ

のため、要領第８条第２項に基づき「調達を再審査する」ことと

し、関係調達機関が、本件苦情処理手続において提出された資料

を含め、これまでに苦情申立人から提出された資料のほか、手持

ち資料の精査を行うなどして、再度、本件低入調査において、高

伸度防砂シート敷設工の算出根拠が適正でないことにより、契約

に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを判断すること

を提案する。 
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令和４年１月25日 

横浜市入札等監視委員会 

 

委員長 舟 橋  和 幸 

 

委員 青 柳  由 香 

 

委員 千々松  愛 子 

 

委員 常 磐  重 雄 

 

委員 中 道   徹 

 

 

 

 

 

 



 
 

第２号及び第３号 

 

提 案 書 

  

 

「横浜市調達に係る苦情処理手続要領」第８条第２項に基づき「調達を

再審査する」こととし、関係調達機関が、本件苦情処理手続において提出

された資料を含め、これまでに苦情申立人から提出された資料のほか、手

持ち資料の精査を行うなどして、再度、本件低入調査において、高伸度防

砂シート敷設工の算出根拠が適正でないことにより、契約に適合した履行

がなされないおそれがあるか否かを判断することを提案する。 

 

 令和４年１月 25 日 

 

横浜市入札等監視委員会 

 

委員長  舟 橋  和 幸 

 

委員   青 柳  由 香 

 

委員   千々松  愛 子 

 

委員   常 磐  重 雄 

 

委員   中 道   徹 
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