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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11月26日 15時30分から17時25分まで 

県防災新館 408会議室 

 委     員 委 員 長：森  一博（山梨大学教授）   

委員長代理：松野 範子（一級建築士） 

委   員：鈴木 優典（山梨学院大学教授） 

中澤 秀昭（弁護士） 

中島 朱美（山梨県立大学教授） 

 審議対象期間   令和3年7月1日～令和3年9月30日 

 総契約件数 415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      1件 

 一般競争入札 381件 

 （総合評価） 283件 

 通常指名競争入札  30件 

 随意契約   4件 

指名停止状況 1件 

私的独占又は不当

な取引制限に係る情

報処理状況 

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）〕 

〔耕地課-21-0005 五町田地区 五町田ため池改修工事（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

堤体工 一式 

堤長Ｌ＝１８５ｍ 堤高Ｈ＝４．８ｍ 堤頂幅Ｗ＝４．５ｍ 

洪水吐工 一式 

取水整備工 一式 

 

〈予定価格〉 

172,711,000 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 元請として請負い平成１８年４月１日から入札参加資格申請締切日までに完成引き渡し済み

の８，０００万円以上の河川・砂防工事または農業農村整備工事の施工実績。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 

 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 辞退した業者の辞退理由はなにか。 

Ａ） 辞退理由書を入札前にもらっている。それによると、積算して検討した結果、採算があわないためとのこと。 

 

Ｑ） 本件は入札可能業者数の数としては一定程度あるということだが、結果的に２者が参加し、１者が応札となった背景はな

にか。 

Ａ） 資格がある業者は多いものの、ため池工事は県内でも特殊な工事であり、精通している業者ということになると、経験の

ある業者は絞られてくる。また、入札時期が県全体で工事の発注が多い時期であったため、技術者が不足していたので

はないかと推測している。 

 

Ｑ） ため池工事となると、山梨県では参加する業者に経験が少ないのか。 

Ａ） 近年西日本の豪雨災害でため池が決壊したという事象もあり国がため池の改修に力を入れており、県としても同様に早

急な整備を進めているが、ため池工事は、ここ数年に発注が集中しており、経験のある業者が少ないことが、１者、２者の

応札が続いていると推測している。 

 

Ｑ） 辞退のタイミングは工事内訳書作成の段階で、その理由は採算が合わないとのことだったが、入札前に連絡があったの

か。 

Ａ） そのとおりである。 
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Ｑ） 一般的に、過去そういった形で辞退した業者に対して後々の総合評価方式においてなにか減点となるか。（資料等を）

見た限りなにもないかと思うが。 

Ａ） そのとおりである。ペナルティはない。 
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2〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔峡東林環事-21-0087 茶臼山西治山工事（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

ＮＯ．１ 

谷止工（コンクリート）１基 L=27.0m、H=7.5m、V=407.3m3 

土工 V=774m3、コンクリート打設工 V=418m3、 

ブロック積工 A=44m2、植生ネット工 A=25m2 

ＮＯ．２ 

谷止工（コンクリート）１基 L=22.0m、H=7.5m、V=314.8m3 

土工 V=682m3、コンクリート打設工 V=364m3、 

ブロック積工 A=20m2、植生ネット工 A=33m2 

 

〈予定価格〉 

73,055,400 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 ２千１百万円以上の河川・砂防工事。ただし、元請として請負い平成１８年４月１日から入札参

加資格締切日まで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 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 上流部については平成２８年度から工事が進められているということだが、過去の入札状況はどうか。 

Ａ） 令和２年度は応札者が５者で、落札率は８４．６６％だった。昨年度落札率が低かったのは、今年度と違い、６月の早期に

入札となり、手持ち工事の少ない閑散期だったためではないか。 

また、工事規模はダムが１基３，５００万円の小規模であり、工事規模などが適当と考えた業者が多かったこと、金額的に

総合評価方式の特別簡易型（Ⅰ）だったことも挙げられると思われる。 

 

Ｑ） 令和２年度の落札業者は本件と同じか。 

Ａ） 同じである。 

 

Ｑ） 令和２年度には５者応札とのことだが、治山工事を行う業者の概数は管内でいえば応札可能業者４３社中どのくらいか。 

Ａ） およそ４３社の半数くらいが治山工事を行っている。 

 

Ｑ） それらの業者はほかに請け負っている工事があったりして入札しなかったのか。 

Ａ） そうだと思う。 

 

Ｑ） この種の工事の場合、対象地域に熟知している必要はあるか。 

Ａ） 山間部の非常に狭い場所での工事となるため、施工の効率にかかわる。特に今回は架線を張るため、その必要がある。 

 

Ｑ） 令和２年度の５者に本件で辞退した業者は含まれているか。 

Ａ） 含まれている。 
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Ｑ） その業者は、昨年度は応札までしたか。 

Ａ） 応札までしたが、落札には至らなかった。 

 

Ｑ） 今後実施予定の残り２か所については、ぜひ参加者が増える時期に発注してほしい。 

Ａ） 早期発注に努める。 
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3〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔道路管理課-21-0006 一般県道山梨笛吹線 四ノ橋耐震補強・補修工事（一部債務）(余フ)〕 

  

〈工事概要〉 

橋梁耐震補強補修工 N=1 橋（P6 橋脚） 

橋脚 RC 巻立て 一式 

中間貫通 PC 鋼棒 N=27 本 

RC 増厚補強 一式 

水平力分担構造 N=12 基 

伸縮装置補修 L=257.8m 

歩道補修 A=826m2 

 

〈予定価格〉 

194,942,000 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９，０００万円以上の道路工事。元請けとして請負い平成１８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 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件が１者入札となった理由及び背景はなにか。 

Ａ） 河川内の工事のため、渇水期である１１月から５月の期間に工事をすることから、工事の着手が９月から１０月となる。そ

のため、発注時期が工事の多い時期となったのが大きな要因と思われる。 

また、業者が積算や請け負っている工事、配置予定技術者を検討した結果の経営的な判断によるのではないか。 

 

Ｑ） 令和元年度から行われている工事とのことだが、過去の落札業者の状況はどうか。 

Ａ） 令和元年度から３本の工事を発注している。 

   令和元年度と令和２年度の耐震工事は本件と同じ業者。令和２年度の補修工事は本件とは異なる業者だった。 

   

Ｑ） それらの工事は同じ業者が入りやすい工事か。 

Ａ） 想像ではあるが、１回工事に入ると価格低減のノウハウが手に入るため、入りやすくなるのではないか。 

    

Ｑ） 先ほどの過去に発注した工事については業者間の競争があったのか。 

Ａ） 令和元年度は４者の参加があり、３者の応札があった。令和２年度の補修工事は４者の参加があり、１者の応札があった。

令和２年度の耐震工事は１者の参加で１者の応札だった。 

   

Ｑ） ３本目の耐震工事は事前に発注することが業者側もわかっていたか。 

Ａ） 工事は予算を伴うものなので、業者には毎年発注されるかどうかや、どの程度の規模で発注されるかはわからない。 
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Ｑ） 発注される見通しが立つのであれば、業者が１回目を落札して、ノウハウを身につけて２回目、３回目もとりやすくなると

いうことも考えられるが、そういうことはないということか。 

Ａ） そういうことはない。 

 

Ｑ） 今後も耐震工事の発注の見込みがあるが、１者入札が続いている中で、何か他の業者が入りやすいような工夫を検討す

る予定はあるか。 

Ａ） 技術者が少ないということもあり、余裕期間制度を活用してきた。ただ、どうしても渇水期に施工するという制約があるた

め、難しい部分もある。 

余裕期間制度など既存の制度を活用しながら発注していきたい。 
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4〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事前審査型）〕  

〔治水課-21-0009 広瀬ダム洪水吐減勢工改良Ⅰ期工事（一部債務）（２補）〕 

 

〈工事概要〉 

欠損部補強工（モルタル吹付） A=497 ㎡ t=240 ㎜ 

コンクリート保護工 V=511 ㎥ 

仮設工 一式（足場工等） 

 

〈予定価格〉 

385,473,000 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 (代表構成員及び構成員) 土木工事業Ａ 

・企業の施工実績        (代表構成員) 吹付工（コンクリートまたはモルタル。法枠工は非該当）を含む、請負金額１億

円以上の土木一式工事。ただし、元請として請負い平成18 年 4 月 1 日から入札参加資格締

切日まで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、監理技術者補佐、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 18 年 4 月 1 日から入札参加資格申請締切日

までに「企業の施工実績」と同様の施工従事経験を有する者。 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 辞退した業者の辞退理由はなにか。 

Ａ） 業者から提出された辞退理由書を読み上げると、次のとおり。 

「当該工事の競争参加資格確認申請を行いましたが、他の入札公告工事に当該工事配置予定の技術者を配置予定技

術者として応募申し込みをする為、当該工事と配置予定技術者の重複をさけるため当該工事を辞退しました。」とのこと。 

他の工事の方に予定していた技術者をまわすという業者の考えで、今回辞退したということである。 

 

Ｑ） 本件工事は技術的にはどのくらいの難易度か。 

Ａ） 技術的難易度はやや難であり、難易度評価はⅡになる。 

    

Ｑ） 本件は結果的に１JV の応札となっているが、その背景はなにか。 

Ａ） ダムの工事であるため、渇水期かつ寒い時期の工事になること、標高の高い工事現場での施工となること、洪水吐の減

勢工ははじめての工事であり、技術的にも高めである。 

県内で初めての工事であることから手を挙げた業者が少なかったのではないか。 

 

Ｑ） 技術的にはやや難だが、なかなか経験できる工事ではなかったということか。 

Ａ） そのとおりである。県内のダムでははじめての工事である。 

 

Ｑ） 本件工事は何期かに分けたうちの工事か。 

Ａ） 今回は３期に分けたうちの１番目の工事である。工期的な制限があるため、分割せざるを得ない。 
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5〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事前審査型）〕 

〔営繕課-21-0017 総合農業技術センター改築工事（継続）〕 

 

〈工事概要〉 

建物用途  事務所 

構造・規模 鉄筋コンクリート造一部木造 地上２階建て 延べ面積 １，９４６．８㎡ 

その他   解体工事（中庭）、外構・植栽工事（建物周り） 

 

〈予定価格〉 

490,930,000 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) 建築工事業Ａ(要特定) 

                          (構成員) 建築工事業Ａ又はＢ(要特定) 

・企業の施工実績        (代表構成員)構造が鉄筋コンクリート造の新築又は改築で、延べ面積が９００㎡以上の建築

工事一式。ただし、元請負として請負い平成１８年４月１日から入札参加資格申請締切日まで

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

級建築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、監理技術者補佐、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 18 年 4 月 1 日から入札参加資格申請締切日

までに「企業の施工実績」と同様の施工従事経験を有する者。 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 先程技術者不足という背景があるとの説明があったが、オリンピック等が終わってもまだ現状は技術者が不足しているか。 

Ａ） 山梨県だけではなく全国的な問題だと思うが、技術者が高齢化し入職者が少ないことから、結果的に相当数が不足して

いる状況である。 

 

Ｑ） 並行して他の高額の案件の発注時期と重なっているとのことだが、時期として経年的に発注の時期にきていたということ

か。 

Ａ） 営繕の場合、各所属からの事業依頼を受けて発注するのが基本となっている。事業依頼を受けたときにいつまでにとい

う指示があり、それまでに終わるように発注しなければならない。そのため、すでにいくつか他の案件が発注されていて

も、続けて発注せざるをえない。 

 

Ｑ） 本件は元の建物は５０年経過しているのか。 

Ａ） ５０年近く経過している。耐震性等が不足しているので新しくするものである。 
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6〔通常指名競争入札〕 

〔峡南建設事-21-0167 主要地方道市川三郷身延線 側溝設置工事〕 

 

〈工事概要〉 

排水構造物工 自由勾配側溝（300×400） L=120m 

 

〈予定価格〉 

9,966,000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） ５者選定した中で２者が辞退している。その理由をヒアリングはしたか。 

Ａ） していない。 

 

Ｑ） 指名業者の選定過程で距離を考慮したとあるが、早川町と南部町の業者も選ばれている。これは身延町の工事現場が

中間地点のような場所にあるということか。 

Ａ） そのとおりである。工事現場を中心として同心円上の距離で業者を選んでいる。 

 

Ｑ） 辞退のタイミングとしては、業者が内訳書を出した上で辞退したのか。 

Ａ） 内訳書は出さないで辞退した。 

 

Ｑ） 辞退の理由を聞いていないとのことだが、先ほどの一般競争入札における辞退との違いはなにか。（資料等を）見る限り

辞退理由を求める規定はないように思うが、仕組みはどうなっているのか。 

Ａ） 指名競争入札のときは辞退理由を求めない仕組みになっている。総合評価方式の案件になると辞退理由書の提出を求

めることとなっている。 

 

Ｑ） 仕組みとしては辞退理由を求めないこととなっているとの説明だが、仕組みとは別に、例えばヒアリングをするといったこ

とは検討しているか。 

Ａ） 辞退の意思を示した業者には何らかの理由があるのだと思うが、不参加の業者には理由があるのかもわからない。 

 

Ｑ） 中にはヒアリングをする場合もあるのか。 

Ａ） ヒアリングをする場合も中にはある。１者も応札者がない場合などは、理由があるのか尋ねることはある。 

 

Ｑ） 資料の入札経過（結果）において、４番と５番が辞退となっているが、この辞退というのは札入れをしない不参加も含む趣

旨か。辞退の意思を示した者だけではなく、何の反応も示さなかった者も含むか。 

Ａ） ここにいう辞退は、入札に参加しないことを明らかにした辞退である。 

 

Ｑ） 総合評価方式の場合は辞退経験があっても減点要因にならないとのことだったが、指名競争入札の場合は、参加意欲

が低いことの表れとして過去の辞退経験が何らかのマイナス評価になるのか。 

Ａ） そういうことはない。 
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Ｑ） 応札業者が競い合っているのでよかったと思う。 

Ａ） ありがとうございます。 

 

Ｑ） 資料の入札経過（結果）において、２番と３番の業者の応札金額が一致している。これらの業者が提出した内訳書等は当

然確認しているとは思うが、過度に似通っているなど不自然な点はなかったか。 

Ａ） 不自然な点はなく、たまたま結果が同じ金額となっただけである。 
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7〔随意契約〕 

〔企・電気課-21-0022 Ｐ２Ｇシステム技術開発事業（雷サージ対策機器設置工事）〕 

 

〈工事概要〉 

1.雷サージ対策機器設置 １式 

2.温水戻り配管電動弁設置 １式 

 

〈予定価格〉 

11,429,000円（消費税含む） 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 資料の図を見ると、本件は建屋から出ている配管の一部に逆火防止器を挟むだけの工事ではないのか。他の機械との

接続等も含まれるのか。 

Ａ） 逆火防止器を新たに設置しているが、その取り付けにあたっては、主要な部分の配管の取り換えもしている。 

 

Ｑ） そうすると、この事業に当初から携わっている業者に施工を依頼せざるをえないのか。 

Ａ） そのとおりである。 

    

Ｑ） 緊急性があるということと、難易度と専門性を考えれば、この業者と随意契約するというのもやむをえないというか、当然

かなと思う。 

Ａ） ありがとうございます。 

    

Ｑ） 随意契約の適用条文についてだが、雷が落ちるということは抽象的な危険ということもあって緊急性があるというよりは、

実際の工事を施工した業者しか本件工事はわからないという点をとらえて第２号としたのか。 

Ａ） そのとおりである。 

 

Ｑ） 当初の施工をした際に、業者はここの危険性について全く気づいていなかったのか。 

Ａ） 反省点ではあるが、そのとおりである。業者が完成した後のロケーションを俯瞰して確認してみたところ、雷が落ちやす

いとなり、はじめて本件工事が必要だとわかった。 

 

Ｑ） この規模のこの装置を設置するのは日本で初めてか。 

Ａ） 初めてである。 

 

Ｑ） 予定価格の計算は、どこでどういう形で行ったのか。 

Ａ） 逆火防止器等の設置機器については、市販のものなので見積もりから算出し、あとの施工に関しては歩掛かり等を使っ

て積算した。 
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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。 

 

・（特に意見なし） 

 

 

以上 


