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［標準様式例 1－1］  

 

山梨県入札監視委員会 審議概要 

 開催日及び場所  令和元年11月18日 防災新館2F 201・202会議室 

 委     員 森  一博（山梨大学教授）  片田  興 （山梨学院大学教授） 

松野 範子（一級建築士）   中澤 秀昭（弁護士） 

 審議対象期間   令和元年7月1日～令和元年9月30日 

 総契約件数 368件 （備考） 

 審議件数  

・一般競争入札    5件 

・通常指名競争入札    1件 

・随意契約      0件 

 一般競争 348件 

 （総合評価） 241件 

 通常指名競争 19件 

 随意契約 1件 

指名停止状況 不正又は不誠実な行為         1件    1社 

独占禁止法違反行為          3件    7社 

談合情報処理状況 工事関係0件 

 委員からの意見・質

問、それに対する回

答等 

意見・質問 回答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意見

の具申又は勧告の内

容 

審議した6件については、適正に処理されている。 
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別紙  

《抽出事案の審議》 

 

1〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔耕地課-19-0001 茅ヶ岳西麓地区 １工区区画整理（その２）工事（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

施工面積Ａ＝６．８ｈａ 

整地工Ａ＝３．４ｈａ 

道路工Ｌ＝９３７ｍ 

水路工Ｌ＝１０２８ｍ 

 

〈予定価格〉 

105,259,000 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉  

・本店所在地 県内 

・競争入札参加資格 土木工事業 Ａ 

・企業の施工実績 ５千万円以上の道路工事又は農業農村整備工事。ただし、元請として請負い平成１６年４月

１日以降に完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比

率が２０％以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。 

・配置予定技術者の資格 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は

同等以上の資格を有する者 

・ＩＳＯ認証義務 必要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 応札可能業者数が８８者との説明だったが、実際の応札者が１者となった理由について把握しているか。 

Ａ） あくまでも推察だが、圃場整備工事は道路や水路といった工事と比較して県内の事例が少ない。 

  一般的な工事よりも技術的なノウハウが必要となってくるため、応札者が少なかったのではないか。 

  また、昨今の技術者不足のため、圃場整備の経験を有する技術者の確保が難しかったのではないか。 

 

Ｑ） 本店所在地が県内の業者を対象としているが、工事現場の近郊市町村エリアに限った場合でも対応可能な業者は多

数あるのか。 

Ａ） 県内でみれば先ほど説明したとおり８８者あるが、管内に限った場合でも複数の対応可能な業者が存在している。 
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2〔一般競争入札（事後審査型）〕 

〔富東林環事-19-0126 岩殿山治山工事〕 

 

〈工事概要〉 

流路工 L=34.7m、山腹工 A=0.08ha 

 

〈予定価格〉 

24,088,900 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉 

・本店所在地 管内 

・競争入札参加資格   土木工事業 Ａ又はＢ 

・企業の施工実績 ７百万円以上の土木一式工事 

・配置予定技術者の資格 不要 

・ＩＳＯ認証義務 不要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 1 回目の入札が不調となった理由はなにか。 

Ａ） 推測だが、昨今の技術者不足ではないか。 

本件は金額が比較的低いため、当初は B または C ランクの業者を対象として公告した。しかし、B または C ランクの

業者は雇用している技術者の数が１名や２名程度のところが多く、手持ちの工事の状況等に鑑みて入札に至らなか

ったのではないかと考えている。 

 

Ｑ） ２回目の入札で１者のみの入札だったというのも同様の理由と考えているか。 

Ａ） ２回目の入札ということで対象を拡大し、A ランクの業者も含めた。しかし、公告の時期が７月になっており、業者も他

の工事をとっている中では、A ランクの業者であっても技術者の確保ができなかったのではないかと推察している。 

 

Ｑ） 落札率が１００％というのは偶然か。 

Ａ） 本件は予定価格を事前公表としているため、それを参考にしている一方で、業者は業者で独自の見積もりを提出して

いる。その見積もりを確認したところ、問題点はなかった。 

   また、１回目が不調であり競争性もなかったことと、２，０００万円ほどの治山工事だが、流路工と、特に山腹工は人力

が中心のため、効率化・経済化が難しい。そのため、ギリギリの金額での応札となったのではないか。 
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3〔一般競争入札（総合評価方式）（事前審査型）〕 

〔道路管理課-19-0006 主要地方道南アルプス公園線 護岸工事１工区（明許）（余フ）〕 

  

〈工事概要〉 

護岸工（大型ブロック積）  

L=２１３ｍ H=９．５ｍ A=３,０１０ｍ2 法１：１．０ 

根固めブロック工 N=１８０個 

盛土工 V=２５，９４０ｍ3 

仮設工 一式（水替工） 

 

〈予定価格〉 

328,581,000 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉 

・本店所在地 代表構成員及び構成員：県内  

・競争入札参加資格 (代表構成員)土木工事業 Ａ、(構成員)土木工事業 Ａ又はＢ（要特定） 

・出資比率             (代表構成員)構成員中最大、(構成員)３０％以上 

・企業の施工実績        (代表構成員)1,500m2 以上の護岸工を含む河川・砂防工事。ただし、元請として請負い平

成１６年４月１日以降に完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率が２０％以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績とし

て扱う。 

・配置予定技術者の資格 代表構成員及び構成員：監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一

級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者 

・配置予定技術者の施工実績 (代表構成員)完成時に監理技術者、主任技術者、担当技術者（完成時にＣＯＲＩＮＳに登録

された者に限る）又は監理技術者資格者証を有した現場代理人（完成時にＣＯＲＩＮＳに登

録された者に限る）として平成１６年４月１日以降に「企業の施工実績」と同様の施工従事経

験を有する者 

・ISO 認証義務    (代表構成員)必要、(構成員)不要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件は高い難易度ではないとの説明があった。金額的にも３億円を超えており、それなりに魅力があるようにみえる

案件と思うが、応札業者数が１JV に留まった理由はなにか。 

Ａ） 現場が主要幹線である国道５２号から２０ｋｍ以上の上流に位置している。県内に業者が多くあったとしても、この現場

へ通うのは下請けも含めて限られてくるため、難しいということが影響しているのではないか。 

   また、技術者確保の問題もある。現在、峡南地域は中部横断自動車道やリニア関連の早川沿い工事など、多くの大

型案件が発注されている。そのため、業者の手持ち工事が多く、敬遠されたのではないかと想定している。 

 

Ｑ） 工区を２つにわけてという話だったが、もう１つの工区は別の JV が請け負っているのか。 

Ａ） 別の JV である。 
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4〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕  

〔治水課-19-0011 古川河川工事（一部債務）（余フ）〕 

 

〈工事概要〉 

河川改修工事 Ｌ＝１０２ｍ 

コンクリートブロック積工 Ｌ＝１８３ｍ H=２．８～４．３ｍ  

法 5 分 Ａ＝７０２ｍ２ 

床固工 Ｎ＝２箇所 

ＰＣ橋工 Ｎ＝１箇所  

掛樋工 Ｎ＝２箇所 

 

〈予定価格〉 

136,323,000 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉 

・本店所在地 県内 

・競争入札参加資格 土木工事業 Ａ 

・企業の施工実績  ６千万円以上の河川・砂防工事。ただし、元請として請負い、平成 16 年 4 月 1 日以降に完

成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以

上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。 

・配置予定技術者の資格  監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は

同等以上の資格を有する者 

・ISO 認証義務 必要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件で応札可能業者数が８１者のところ、結果的に１者入札となった理由はわかるか。 

Ａ） 想定となるが、技術者不足の問題がある。本件の施工箇所となっている地域は、昨年災害工事等がある程度まとまっ

て発注された地域であり、技術者が不足していたためではないかと思う。 

 

Ｑ） 本件の技術難易度は、県内の業者の中では技術難易度が高いものなのか。それとも、ある程度の業者であれば対応

できるものなのか。 

Ａ） 河川工事であり、技術的な難易度は一般的な工種である。ただ、付帯的な工事として橋梁工事も必要となっているこ

とから、ある程度の技術力は必要だと思うが、一般的な県内の業者であれば施工可能な難易度である。 

 

Ｑ） 本件は比較的長期間に亘って工事が行われている案件とのことで、H２８年度からH３０年度までとなっているが、これ

らも同じ業者が施工しているか。 

Ａ） 長期間に工事が亘っているのは、元々の河川が人家の連担している部分を通っているため、バイパス工事を施工し

ているところ、農地の分断、道路・水路等がある中で調整に一定の期間を要するためである。 

   直近３カ年においては同一の業者が施工している。 

 

Ｑ） その直近３カ年の落札率はどのくらいか。 

Ａ） ９７．４９％から９８．４８％までの間となっている。 
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5〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔峡南建設事-19-0123 瀬戸日影急傾斜地崩壊対策工事〕 

 

〈工事概要〉 

斜面対策工事 

コンクリートブロック積 H=2.9～4.54m L=33m A=125m2 

流末水路工1 式 

吹付枠 F200-1500×1200 A=333m2 

仮設工 1 式 

 

〈予定価格〉 

42,449,000 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉 

・本店所在地 管内 

・競争入札参加資格 土木工事業 Ａ又はＢ 

・企業の施工実績 元請けとして請負い平成１６年４月１日以降に完成引き渡し済の１千２百万円以上の河川・

砂防工事の施工実績。なお共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上

の場合のものとする。 

・配置予定技術者の資格 不要 

・ＩＳＯ認証義務 不要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件は複数年に亘っている案件だが、応札可能業者数が４５者のところ、１者入札であった理由はなにか。 

Ａ） 推測だが、現場条件が人家に隣接している工事である点から、現場の状況を熟知している業者でないと工事を進め

にくいということが理由ではないか。 

 

Ｑ） 結果的に以前の工事と同じ業者が今回も落札しているのか。 

Ａ） ほぼ同じ業者だが、違う業者のときもある。 

 

Ｑ） 過去分を含めて本件の区域内の工事で競争になったことはあるか。 

Ａ） ６年間の間で 4 回ほど複数業者が入札している。 
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6〔通常指名競争入札〕 

〔峡南林環事-19-0129 林道足馴峠線(２工区)災害復旧工事〕 

 

〈工事概要〉 

林道災害の復旧 

Ｌ＝９９．０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ 

その１ Ｌ＝２２．６ｍ 

その２ Ｌ＝１２．３ｍ 

その３ Ｌ＝２２．１ｍ 

その４ Ｌ＝２８．０ｍ 

その５ Ｌ＝１３．５ｍ 

 

〈予定価格〉 

9,149,800円（消費税含む） 

 

〈指名業者選定の基準〉 

1．土木一式工事の入札参加資格及び B、C 又は D ランクの格付けを有し、業者状態が正常で納税状態が完納であるこ

と。 

2．地理的条件 

3．技術的特性 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 入札業者の選定経過について、当初３者まで絞った上で、B ランクの業者を含めて最終的に５者を選んだとのことだ

が、当初絞った３者のうち１者は最終的に選ばれていないと思うがどうしてか。 

Ａ） 当該業者は、当初の選定で３者の中に残ったものの、実際に配置可能な技術者がいるか確認したところ、会社の代

表者となっている技術者の１人しか配置できないため、指名しても応札の可能性が低いと判断し、除外した。 

 

 

《その他》 

委員長）本日の審議を通して、意見の具申、勧告を県に対して行うような事案はあるか。 

 

 （特に意見なし） 

  

以上 


