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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3年2月22日 13時30分から15時30分まで 

県防災新館 302会議室（テレビ会議の形式により実施） 

 委     員 森  一博（山梨大学教授）   石垣 千秋（山梨県立大学准教授） 

片田 興  （山梨学院大学教授） 中澤 秀昭（弁護士） 

松野 範子（一級建築士） 

 審議対象期間   令和2年10月1日～令和2年12月31日 

 総契約件数 321件 （備考） 

 審議件数  

・一般競争入札    4件 

・通常指名競争入札    2件 

・随意契約      1件 

 一般競争入札 293件 

 （総合評価） 220件 

 通常指名競争入札 24件 

 随意契約  4件 

指名停止状況 安全管理措置の不適切         3件    3社 

私的独占又は不当

な取引制限に係る情

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7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）〕 

〔中北農務事-20-0058 武田の里地区 武田･御杉工区営農飲雑用水施設工事〕 

 

〈工事概要〉 

配水池築造工事  

配水池 （ステンレス配水池Ｖ＝２１０㎥） 

滅菌室  

配管室  

土工事 （整地工Ａ＝４００㎡） 

 

〈予定価格〉 

99,627,000 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又はＢ（要特定） 

・企業の施工実績 ２千９百万円以上の道路工事、又は農業農村整備工事。ただし、元請として請負い平成１７

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また

は同等以上の資格を有する者 

・ＩＳＯ認証義務 不要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件は既存の配水池がうまくいかなくなったため、新たな配水池を整備するという趣旨か。 

Ａ） そのとおりである。 

既存の給水施設が老朽化したことにより、水が濁ったり、水量が少なくなる事態が生じており、改修することとした。 

 

Ｑ） 県内全域を対象としているが、それでも 1 者入札となった理由はなにか。 

Ａ） 推測だが、現場が非常に狭く、また、現場までの搬入路も狭小であることから、業者が敬遠したのではないかと思う。 

   また、発注時期も多少遅かったため、技術者不足も影響したのではないか。 

 

Ｑ） 本件は技術的には特に難しいわけではないという理解でよいか。 

Ａ） 技術的な難易度が６段階あるうち、下から２番目である。 

一般的な土木工事業であり、比較的優しい部類に分類される。 

 

Ｑ） そこまで難しいものではないということであれば、そういった案件において応札者数を増やすためになにが必要だと

担当者として考えているか。 

Ａ） 本件の発注時期は１１月だったが、できれば工事の発注時期を早め、技術者があいているところで入札を実施できれ

ばと思う。 
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Ｑ） 発注時期を適切な時期にするということは可能なのか。 

Ａ） 不可抗力な事由がなければ可能だと思う。 
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2〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔峡東農務事-20-0030 神金地区 １－２工区ほ場整備工事〕 

 

〈工事概要〉 

施工面積Ａ＝１．０ｈａ 整地工Ａ＝０．７ｈａ 

 表土剥ぎ取りＶ＝１，８３０ｍ3 

 コンクリートブロック積み  Ａ＝４２８㎡ 

 ＰＵ３型側溝水路Ｌ＝６５ｍ ベンチフリューム水路Ｌ＝１９５ｍ 

 その他 L=23m 

 

〈予定価格〉 

51,832,000 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 ２千万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１７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 不要 

・ＩＳＯ認証義務 不要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件を落札した業者には同種工事の実績がないとのことだが、難易度的に問題はないのか。 

Ａ） 圃場整備の難易度は６段階中４が最高となっているが、本件は特に困難であるとか、高度な技術を要するものではな

いことから難易度が３となっており、普通の難易度である。 

 

Ｑ） 本件は１４ページでいうところの１－２工区の話でよいか。 

また、本件の落札業者は同種工事の実績がないとのことだが、１ページで平成１７年４月１日以降に完成引き渡し済み

の工事を実績として求めているが、１－１工区は同じ業者ではないのか。 

また、本件はいつごろの工事か。 

Ａ） 今回の工事は全体で２ha あるうち１－１工区で 1ha、１－２工区で 1ha という形にわけて発注している。 

１－１工区は別の会社が受注している。 

    また、本件の１－２工区については９月３０日に落札決定している。１－１工区については９月５日に落札決定してい

る。 

 

Ｑ） 通常は落札率についても説明を受けている。本件の落札率が１００％となっているが、１－１工区の落札率はいくつ

か。 

Ａ） １－１工区の落札率は９９％だった。 

 

Ｑ） １－１工区と１－２工区がともに落札率が高い理由はなにかわかるか。 

Ａ） 推測だが、積算は標準の積算基準に基づいているが、圃場整備は農林水産省独自の諸経費率に基づいている。 

本件は大規模な土の切り盛りと法面の仕上げが主体の工事となっている。応札者はコンクリート構造物を作ることが主

体の道路工事などよりも利潤が見込めないと考えているのではないか。 
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3〔一般競争入札（総合評価落札方式）（標準型（WTO 型））〕 

〔道路整備課-20-0025 国道１４０号（新山梨環状道路東部区間２期）濁川・平等川橋（仮称）鋼橋上部工製作・架設工事（一

部債務）〕 

  

〈工事概要〉 

鋼橋製作・架設工 鋼３径間連続合成床版箱桁橋 

橋長 L=222.0m 幅員 W=19.16～23.36m 

工場製作工 重量 W=1887.3t、架設工 重量 W=1888.7t 

 

〈予定価格〉 

3,189,659,000 円（消費税含む） 

 

〈入札参加資格〉 

・本店所在地 指定なし 

・競争入札参加資格 (代表構成員) 鋼構造物 鋼橋上部工総合評定値９００点以上 

(構成員) 鋼構造物 鋼橋上部工総合評定値９００点以上 

・企業の施工実績        (代表構成員)架設重量９００ｔ以上の鋼橋上部工製作・架設工事 但し、元請として請負い平

成１７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％以上の場合のものに限る。 

(構成員)架設重量５００ｔ以上の鋼橋上部工製作・架設工事但し、元請として請負い平成１７

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％以上の場合のものに限る。 

・配置予定技術者の資格     (代表構成員)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１７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 (代表構成員及び構成員)必要 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 低入札価格調査をしたとのことだが、その調査の結果、落札された金額に合理性があったと判断したということか。 

Ａ） そのとおりである。 

業務内容、施工体制、品質管理体制、会社の経営状況等から問題ないと判断した。 

 

Ｑ） 評価調書からすると、「高度な技術力」の「社会的要請への対応」の部分で各 JV の差が出ているが、どういう差異があ

ったのか。 

Ａ） 本件は橋梁上部工の製作及び架設が工事の内容となっている。 

２２２ｍという非常に長い橋梁を２つの河川をまたがって施工するものである。 

それぞれの JV から提出された施工提案の中身は架設する施工の内容がかなり異なっていた。 

その中で夏の渇水期に実施する等、河川への影響が特に小さかったのが落札した業者だった。 

 

Ｑ） 本件の最低制限価格はいくらだったのか。 

また、どこからか見積もりをとるなどして予定価格を設定したのか。予定価格を決定した経緯を教えてほしい。 

Ａ） 低入札の場合は最低制限価格ではなく、調査基準価格というが、予定価格に対して直接工事費などそれぞれの積算
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項目に対して 0.92 をかけて算出した。 

予定価格の根拠は標準積算基準書に基づいて算出し、鋼材といった材料などは市場価格を算定して積算している。 

基本的には標準積算基準書があればそれを用い、材料などの単価については市場価格を調査したもので算出して

いる。 

 

Ｑ） 本件に応札した 3JV はいずれも低入札となっているが、応札価格と予定価格との差はどこにあったと見ているか。 

Ａ） 労務単価や資材の価格は通常の価格を見積もっていると考えている。 

ただし、そうした中で削減している経費として、例えば工場管理費や一般管理費が特に削減されているが、これらに

ついては適正と判断していいかわかりかねるが、会社としては自社で導入しているシステムにより労務単価を削減でき

る。 

また、一般管理費については役員報酬を削減するなどしており、特に施工上、品質管理上問題ないと判断した。そう

いった部分で削減している。 

 

Ｑ） そういった削減は普段から多いものではなく、本件に特異なものということでよいか。 

Ａ） そのとおりである。 

 

Ｑ） 低入札価格調査は残りの 2JV にも実施したのか。 

Ａ） 今回は最高評定値をとった JV のみに実施した。 

仮に本件の落札 JV に施工能力がないとなっていた場合には、次点の JV を調査していた。 

 

Ｑ） 削減されたのが労務費や管理費の部分であり、工事の施工上の安全性には問題ないとのことだが、先程管理費の費

用の削減について適正かどうかわからないとの言葉があった。 

労使というか、現場の労働者の賃金などに還元される部分について貴所属だけで判断をしているのか。 

Ａ） 言葉が不適切だった。労務単価については確認しており、基本的に県の積算した労務単価と差異がなかった。 

不当に一人あたりの労務費を下げているという事実はなかった。 

先程申し上げたのは、一般管理費について、本来人が管理している分をシステムで管理することで労務費の削減が

できるとのことで判断をしている。 

また、道路整備課でヒアリングをして確認した後、庁内の低入札価格審査委員会というところにおいても確認し、判断し

ている。 

 

Ｑ） 低入札となった案件の過去のデータを出してもらいたい。 

   事例を１つだけ説明してもらい、客観的なデータ・エビデンスを確認する中で、横並びに比較をしなければならないの

ではないかと強く思う。 

Ａ） 事務局と相談してどのような資料を出すべきか検討する。 
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4〔一般競争入札 （総合評価落札方式）（事後審査型）〕  

〔都市計画課-20-0006 (都)田富町敷島線(富竹１期工区)道路工事の２(明許)(余フ)〕 

 

〈工事概要〉 

道路改良工 L=180ｍ W=6.0～9.0(17.0～23.0)m 

カルバート工 L=47.0m、側溝工 L=250.0m、 

下層路盤（車道・路肩部）A=2,722m2、下層路盤（歩道部） 

A=894m2、電線共同溝工 L=160m（敷設延長 L=328m）、 

管路工 一式、特殊部 N=4 箇所 

 

〈予定価格〉 

164,659,000 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        請負金額８千万円以上の道路工事。ただし、元請負として請負い平成 17 年 4 月 1 日以降

に完成引き渡し済みの工事。なお、共同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） 本件は技術的には特に難しいわけではないということか。 

Ａ） そのとおりである。 

一般的な道路改良工事ではあるが、電線共同溝という部分については特殊な工事である。 

 

Ｑ） 本件も応札者が 1 者だったが、その理由についてなにか考えられるところはあるか。 

Ａ） 県としては応札業者の数を増やすことが一番のポイントだと考えている。 

今回も県内全域で８１者応札可能な業者がいる中で、多い方がいいとは思っているが、1 者となってしまった。 

 

Ｑ） 時期としては業者が忙しい時期に該当するか。 

Ａ） 街中の工事であること、隣接する地権者との関係もある工事であり、同じ県内でも遠くの業者は参加しづらかったので

はないかと想像する。 
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5〔通常指名競争入札〕 

〔峡南林環事-20-0155 池尻小規模治山工事〕 

 

〈工事概要〉 

山腹工 Ａ＝０．０４ｈａ 

法切工(人力法切工) Ｖ＝３１㎥ 

緑化工(植生基材吹付工) Ａ＝５２５㎡ 

 

〈予定価格〉 

6,899,200 円（消費税含む） 

 

〈指名業者選定の基準〉 

1．とび・土工・コンクリート工事の入札参加資格を有し、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．技術的適正 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） ５者中３者が同一の金額であり、他者もほぼ近い金額となっているが、こういうことはありえることなのか。それとも不自

然なことなのか。 

Ａ） 入札に際して内訳書を提出してもらっているが、不自然な点はなかった。 

本件は人力法切工と植生基材吹付工の2種類だけで、面積も５２５㎡と少ないため、より精度の高い見積もりが行われ

たのではないかと推測している。 

 

Ｑ） 不自然な点はないという内訳書について、５者とも様々な積算をして、たまたま結論的に似通った金額になったという

ことか。 

Ａ） そのとおりである。 

 

Ｑ） 一般的にみて、数字だけからすると適正に運用されているとまでは言えないのではないか。 

個人的な意見としては本件については継続審理とし、内訳書の開示をするという方法もあるのではないか（他の委員

の賛同あり）。 

Ａ） 内訳書の提出については事務局と相談して対応する。 
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6〔通常指名競争入札〕 

〔富東建設事-20-0384 一般県道鳴沢富士河口湖線 舗装工事の２〕 

 

〈工事概要〉 

舗装工（切削オーバーレイ工 t=5cm） 

L=249.3m、W=2.8m～9.4m、A=1203.9m2 

 

〈予定価格〉 

8,624,000円（消費税含む） 

 

〈指名業者選定の基準〉 

1．舗装工事の入札参加資格を有し、業者状態が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） 本件は通常のアスファルトの維持修繕工事ということか。あるいはなにか特に緊急性のあったものか。 

Ａ） 通常のアスファルトの舗装工事である。痛んだ箇所を悪い順に部分的に削り取って打ち直す工事である。 

 

Ｑ） 入札の金額が似通っているところがある。 

内訳書の中で積算方法が過度に似通っている、もっといえば、数値を変えただけである、概略しか書いていない等、

不自然な点はなかったか。 

Ａ） 一般的に公表されている内訳内容に基づいて、単価に準じた積算がされていた。一般的な舗装工事である。 

 

Ｑ） 特に不自然な点はなかったということか。 

Ａ） それほど複雑な積算業務ではなく、似通ってしまう部分もやむを得ないと考えている。 

 

Ｑ） 抽象的な質問となるが、本件のように似通った数字が出ることはよくあることなのか、それとも今回がイレギュラーなの

か。 

Ａ） 一般的に、簡単な舗装工事、道路工事等は入札金額が近い業者が多分にある。 

いままでの中で特に本件が似通っているわけではなく、一般的に指名競争入札では多々見受けられる。 

 

Ｑ） その点について、なぜ似通ってくるのかわかることがあれば教えてほしい。 

Ａ） 一般的に公表されている歩掛かり、単価等は施工業者でも把握しており、それを普通に足し算、かけ算していくだけ

であるから、そんなに差異がでない。 

あとは一般経費等の中で業者がどれだけ配慮するかというところだと考えている。そのため、業者の方で多少もうけが

少なくても大丈夫だと判断すれば、その分安くなる。 
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7〔随意契約〕 

〔営繕課-20-0196 北杜警察署武川駐在所建設外構工事〕 

 

〈工事概要〉 

物置（鉄骨造平家建て）４．７ｍ２、構内舗装３４６ｍ２、 

砂利敷８７．４ｍ２、縁石８５．５ｍ、 

メッシュフェンス５０．５ｍ、植栽 

 

〈予定価格〉 

2,852,300円（消費税含む） 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） ７月、８月に不調となった理由はなにか。 

Ａ） おそらく金額が低かった点、技術者の配置ができなかった点だと考えている。 

 

Ｑ） 随意契約の相手方として、同一市内に営業所があり、かつ、同種工事を施工する業者にするとある。 

実際に営繕課発注の外構工事を含む２者から今回見積もりをとったとのことだが、市内で営繕課発注の外構工事の実

績を含む業者がこの２者しかなかったのか、他にも何者かあったなかでこの２者を選んだのか。 

Ａ） この時点ではこの２者だけであった。 

３者以上あればほかの方法も考えたが、この時点では小淵沢町内で工事を行っているこの２者だけだったため、選定

した。 

 

Ｑ） 令和２年７月と８月に参加者がいなかったという点について、金額が低かったとの話があったが、今回は予定価格に

変更があったのか。 

Ａ） 予定価格は同一であった。 

1 回目と 2 回目は業者の参加資格を変えた。 

具体的には 1 回目が D ランク、２回目が C 及び D ランクとした。 

それでも応札者がいなかったため、見積もり合わせに移行した。 
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《その他》 

・今回の審議を通して、意見の具申、勧告を県に対して行うような事案はあるか。 

 

 ・先程の審議の中で、道路整備課の案件及び峡南林務環境事務所の案件については、次回に向けて資料の提出を検討

してもらうということでよいか。 

 

・異議なし 

 

・その他特に意見なし 

  

 

以上 


