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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4年2月24日 10時00分から12時00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10月1日～令和3年12月31日 

総契約件数 283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 253件 

（うち総合評価） （178件） 

通常指名競争入札  28件 

随意契約   2件 

指名停止状況 3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6件については、適正に処理されている。 

1件については継続審議。 
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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）（特別簡易型Ⅱ）(事後審査型)〕 

〔峡南農務事-21-0054 身延北部地区 集落道５号改良舗装工事その７（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

道路工 

延長 L=243m、 幅員 W=5.0m 

 

〈予定価格〉 

91,619,000 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 ２千７百万円以上の道路工事、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 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） 本件は工事が以前から行われているとのことだが、今回落札した業者は過去にこの地域を担当したことがあるか。 

Ａ） 今回がはじめてである。 

 

Ｑ） 応札可能業者数は少なくないと思うが、結果として２者となった背景はなにか。 

Ａ） 推測になるが、工事が１１月の公告となり、ほとんどの業者がすでに工事を受注済みで、専任技術者の確保が難しかっ

たと思われる。その結果、応札業者が少なかったのではないか。 

 

Ｑ） 本件は結果的に高い金額で入札した業者が落札している。総合評価落札方式のどの点がポイントとなって金額を上回る

要素として落札されたのか。 

Ａ） 総合評価の項目の中で２者の点が開いたのは、以下の点である。 

「企業の技術力」について、「配置予定技術者の能力」の「工事成績」という項目がある。落札業者は２点、もう１者は１点

だった。また、同じく「配置予定技術者の能力」の「継続教育（ＣＰＤ）」で落札業者は０点だったが、もう１者は１点だった。 

次に、「企業の施工実績」の「優良工事表彰」の項目では落札業者は１点、もう１者は０点だった。 

「企業の信頼性社会性」について、「地域精通度」の「本店所在地」の項目では落札者は１点だったが、もう１者は２点だっ

た。 

「地域貢献度」の「維持管理業務委託」の項目では落札者が１点、もう１者が０点だった。 

「企業の取組」の「週休２日制度適用の実績」の項目では落札者が１点、もう１者が０点だった。 

結果として、落札者が４つの項目でもう１者を上回り１７点を得た。もう１者は２項目で落札者を上回っているものの、合計

１５点だったため、これらの部分で差がついた。 
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Ｑ） 総合評価落札方式においては、入札金額ではなく評価値で落札者が決定するのか。 

Ａ） そうではない。落札者は入札額に対して評点を換算して決定される。 

 

Ｑ） 価格以外の評価結果について、点数を教えてほしい。 

Ａ） 落札者は２０点である。もう１者は１７．６４７点である。 
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2〔一般競争入札（事後審査型）〕 

〔中北林環事-21-0185 林道南アルプス線（御野立所工区）改良工事（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

林道改良Ｌ＝１８ｍ、Ｗ＝４．０ｍ 

   落石防護網工 ３５１ｍ2 

 

〈予定価格〉 

17,249,100 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   とび・土工工事業 

・企業の施工実績 落石防護工を含む５百万円以上のとび・土工・コンクリート工事。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） 本件は技術的な難易度は特に高くないのか。 

Ａ） 本件は急峻な地形の法面工事ではあるが、難易度は高いということではない。 

 

Ｑ） ２者応札だった背景はなにか。 

Ａ） 南アルプス林道はマイカー規制がされており、一般車両の通行が認められていない。 

令和３年度の実績として、６月２５日から１１月３日までバス及びタクシーに限って登山、観光客の輸送をしているところ。 

本件は法面工事であり、通行の安全を図るため、工期がこのマイカー規制の期間が終わり、通行止めになってからの発

注となっている。 

また、標高が１，３７０メートルと高標高であり、かつ冬期にかかるというところが背景にある。 
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3〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事前審査型）〕 

〔都市計画課-21-0005 峡東浄化センター管理本館受変電設備更新電気工事（一部債務）〕 

  

〈工事概要〉 

管理本館受変電設備更新 

高圧引込盤、高圧受電盤、管理本館き電盤、 

コンデンサ一次盤、脱水機き電盤 等 全１２面 

監視制御設備機能増設 

システム（ソフト）改修 等 

※ 既存中央監視設備と更新設備との連携のため 

 

〈予定価格〉 

407,979,000 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 山梨県に於ける建設工事（電気工事）の入札参加資格を有する者で、令和 3 年２月 1 日の直

前に終了する事業年度を対象とした経営事項審査の電気工事に係わる総合評定値が 1,１00

点以上の者（特定建設業許可を要する） 

・企業の施工実績        受変電を含む下水道の電気工事、かつ自社で設計したことが確認できる資料（機器設計製

作図等）を提出できる者であること。 

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     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電気工事管理技士又は同

等以上の資格を有する者 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 今回の工事は、既存のシステムを引き継ぐ形での改修だったのか。それともかなり大幅に交換するイメージか。 

Ａ） 受変電設備そのものについては、対象を交換するというもの。 

ただし、もともと浄化センター全体を動かしているシステムがあり、そこは連携させる工事となる。 

 

Ｑ） 今回応札した業者は既存のシステムを入れた業者と同じか。 

Ａ） 名称は変わっているが、もともとと同じ業者である。 

 

Ｑ） どの業者でも工事としては参加可能か。それとも既存のシステムとの兼ね合いで難しいか。 

Ａ） 可能と考えて一般競争入札の入札方式を採用した。 

    

Ｑ） 参加資格について、経営事項審査の総合評定値が１，１００点以上となっていたが、県内の業者ではこの評定値を得るこ

とは難しいか。 

Ａ） 建設業としてこの評定値をもつのは全国で１２４者あり、県内には１４者ある。 

   

Ｑ） そうすると、先程参加資格において「すべて県外業者となるため」との説明があったが、その趣旨は県内では１４者が評

定値を満たす業者が存在するが、企業の施工実績として自社で設計したことが確認できる資料の提出ができる者がいな

いということか。 
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Ａ） そのとおりである。 

全国的には、受変電設備を含む下水道の電気工事は１９者に実績がある。 

しかし、県内にはその実績をもつ業者がいなかった。 
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4〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕  

〔峡東建設事-21-0202 笛吹川フルーツ公園屋外灯改修工事（明許）〕 

 

〈工事概要〉 

屋外灯設置工   ７４基 

既設屋外灯撤去工 ７４基 

電線管路工一式 

 

〈予定価格〉 

63,261,000 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 電気工事業Ａ 

・企業の施工実績 ３千万円以上の電気工事。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） 応札業者が２者あったものの、うち１者が配置予定技術者の記載がなく無効になったということだが、これは業者のミスに

よって起こったことか、なにか確認していることがあるか。 

Ａ） 配置予定技術者を記載する様式があるが、その様式の該当欄に配置予定技術者は該当なしと記載されていた。 

 

Ｑ） 一般論として、当該部分が該当なしだと、事実上入札対象から外れてしまうことを業者は承知しているのか。 

Ａ） 承知しているはずである。 

    

Ｑ） そういった場合、提出書類を確認する過程で業者に確認はするのか。 

Ａ） 業者に対して提出された資料について連絡をとって確認するということはしていない。 

あくまで提出された資料のみを見てこちらで判断することとなる。 

 

Ｑ） 本件の工事は既設の街灯の撤去工事と新規設置工事だが、既存の施設の改良という形にはしなかったのか。 

Ａ） その点も検討したが、いずれ柱に寿命が訪れるため、長寿命化の計画の中で更新する時期を比較した結果、今回すべ

て更新することとした。 

 

Ｑ） 本件工事は技術的に特に困難を伴うというものではないか。 

Ａ） 一般的な電灯の工事であり、場所も公園内で特別に規制がある場所でもない。一般的な工事である。 

 

Ｑ） 本件は２者の応札だった。もう少し応札があってもよかったと思うがどうか。 

Ａ） 工種としては難易度も高くなく、制約条件も大きくない工事だったため、もう少し応札業者が多いと考えていたが、結果と

して２者だった。 

はっきりとはわからないが、電気工事の場合、業者の手持ちの工事量がかなり大きなウェイトを占めるので、各社とも手持

ちの工事があって応札しなかったのではないかと考えている。 

 

Ｑ） せっかく２者の応札業者があったのに、記載がなかったために外されてしまった業者に救済措置はないのか。救済の手
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続きがないとなるともったいない気がする。 

Ａ） 入札制度の中では提出された資料のみで判断するということとなっている。 

 

Ｑ） 公平性との関係という意味合いか。 

Ａ） そのとおりである。 
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5〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）〕 

〔富東建設事-21-0296 柄杓流川河川工事〕 

 

〈工事概要〉 

根固ブロック工（２ｔ型）Ｎ＝１９２個 

帯工 Ｎ＝３基 Ｖ＝７２ｍ３  

コンクリートブロック張工 

（右岸）Ｈ＝６．３ｍ Ｌ＝１１．０ｍ Ａ＝１３１ｍ２  

（左岸）Ｈ＝３．２～５．７ｍ Ｌ＝１９．７ｍ  

Ａ＝１３４ｍ２   

仮設工 一式 

 

〈予定価格〉 

46,442,000 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１，３００万円以上の河川・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） 入札参加可能業者数が５６者との説明だったが、資料では６４者となっている。どちらが正しいか。 

Ａ） ５６者が正しい。 

 

Ｑ） 本件の技術的難易度はどの程度か。 

Ａ） 通常の河川工事ではあるが、地域との調整やヤードが狭いといった点があるため、技術的な難易度はやや難しいとなる。 

 

Ｑ） 本件が２者応札となった背景はなにか。 

Ａ） 本件工事は西桂町から１．５キロメートルほど狭い道を入ったところに現場があり、搬入路や施工ヤードが狭く、隣接する

町道工事との工程調整も生じてしまうということで、効率的な施工が難しく、経費も多くかかってしまうことが想定される。 

また、住宅地内の狭い町道を利用して資材搬入を行うなど、地元調整の必要があることから、地元に精通した近隣の業

者が応札したのではないかと推察している。 

 

Ｑ） 落札率が高止まりしている点、入札金額がほぼ一致している点を含めて工事内訳書等を確認する中で思い当たる点は

あるか。 

Ａ） 原因はわからないが、予定価格が事前に公表されており、業者が見積を算出する中で搬入路や施工ヤードが狭く、隣接

する町発注の橋梁工事との工程調整もあり、効率的な施工が難しい現場であることから、経費を多く見積もる必要があっ

たのではないかと推察している。 

 

Ｑ） 一般的に同じような見積り用のソフトを使用して、経費も同じように積算すると、それ以外に工夫する部分がなく、減額が

なかなか難しいということか。 

Ａ） そのとおりである。 
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本件は比較的経費を多く見積もらなくてはならない工事だったのではないかと思う。 

 

Ｑ） そういった個別の状況は見積価格の設定の際に反映されているのか。 

Ａ） 価格の設定は通常の工事の施工になるため、これらの点は当初の設計書の中には含まれていない。 

 

Ｑ） 経費については想定が難しいというのはあるかと思うが、工事内容についても同様に差がでないのか。 

Ａ） 工事内容はそれぞれの工種が記載されていることから、各費用に対して単価を計上することとなる。業者ごとに積算ソフ

トを使用すれば差がでにくいのではないかと思う。 
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6〔通常指名競争入札〕 

〔峡東林環事-21-0152 四坊沢小規模治山工事〕 

 

〈工事概要〉 

山腹工 Ａ＝０．０４ｈａ 

人力のり切工 Ｖ＝ ９１ｍ3 

植生基材吹付工 Ａ＝３９０ｍ2 

植生ネット工 Ａ＝１５１ｍ2 

危険木処理工 ９本 

 

〈予定価格〉 

9,289,500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．技術的特性 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） 本件は令和２年度に続いての工事か。 

Ａ） 令和元年度の災害によって、昨年度（令和２年度）基礎部の護岸工を実施した。本年度（令和３年度）その上部の緑化工

を実施している。 

 

Ｑ） 前回の工事も指名競争入札だったのか。 

Ａ） 前回は一般競争入札だった。 

 

Ｑ） 今回各業者は５者が指名対象になっているということは承知しているか。 

Ａ） 原則、５者であるということは承知している。 

 

Ｑ） 一般論として、見積価格と同額の入札だと不利になると業者は考えるものか。 

Ａ） 推測だが、本件で同額の入札のあった３者については、積極的に落札したいというよりは、工事規模が小さく、主任技術

者の専任が不要ということで、もし落札ができれば他の手持ち工事を調整して実施したいというような考えで入札をした

のではないか。 

 

Ｑ） 令和２年度の一般競争入札における落札業者は本件の業者と同じ業者か。 

Ａ） 令和２年度の工事は２回の不調の後に３回目でようやく落札したという経緯がある。 

１回目はＣランクの業者、２回目はＢとＣランクの業者、３回目はＡ、Ｂ、Ｃランクの業者で入札を実施し、最終的にＡランク

の業者が１者応札し、落札となった。 

その業者は今回の指名業者に含まれている。 

 

Ｑ） 令和２年度の工事も含めてなかなか業者の手があがりにくい理由はなにかあるか。 

Ａ） 場所としては比較的里山であり、工事はやりやすいと思うが、小規模治山は９月頃の台風等を踏まえて工事を保留して

いる箇所があり、その発注時期が１０月から１１月といった後半に入札することとなる。そのため、他の工事との関係で手

を挙げにくいのかなと思う。 
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Ｑ） 本件を抽出したのは、金額としてはそれほど大きい工事とはいえないが、５者の参加がある中で落札率が高止まりしてい

る。予定価格どおりの３者がいる中で、２番手とも５千円の差しかない。工事の内訳書はほぼほぼ同じだったのか。 

Ａ） 内訳書はチェックをしており、結果的には諸経費を含めて近い金額だった。 

工事自体がのり切工と緑化工ということで、単純な工事の組み合わせなので、積算も県と同程度の積算が可能だったと

考えている。それぞれの業者間でも差がでず、似通った金額となったのではないか。 

 

Ｑ） 落札業者とは４万円の違いがあるが、端的にどの点が違っていたのか。それとも個々の積算が少しずつずれてこの差が

生じたのか。 

Ａ） 実際の工事費の積み上げだとそれほど大きな差がない。最終的には全体で諸経費も含めて金額を下げた部分が差に

なっている。 

 

Ｑ） 同じようなソフトを使えばこうなるのかもしれないというのは感覚としてはわかるが、その一方で県民からすれば数字だけ

みると疑問を感じるように思う。個人の感覚だが、この数字だけ見て入札が適切に執行されているというのはにわかに判

断しかねる。他の委員のご意見も頂戴したいが、内訳書を追加で提出してもらって審議を図りたいと思うがどうか。 

   この点について、峡東林務環境事務所としては積算等の内訳書の資料を場合によっては提出する可能性はあるか。 

Ａ） 内訳書に関してはこちらでは確認しているが、必要ということであれば事務局と相談したい。 

 

Ｑ） 同額で入札した３番手から５番手の業者はあまりこの工事を受注する気がないということで、そこはよいかと思う。１番手２

番手の業者についての内訳書を確認できればよいかと思う。 

   本件に関して、内訳書の確認についてはそれでよいと思う。それとは別の質問だが、工期が冬になった理由を教えてい

ただきたい。土木関係の業者によっては河川関係の工事に入る時期であるため、積極的に応札しない可能性があるかと

思う。 

Ａ） ９月期の台風等の災害が発生する可能性があるため、一部の工事については保留をしている。本件の箇所については、

昨年度護岸工をしていることから、比較的安定しているため、保留分として年度の後半に発注をしている。 

 

Ｑ） 今回は指名競争入札ということで、それほど問題ではなかったと思うが、やはり冬期は河川の工事に入る可能性が高い

と思うので、そこを考慮いただければと思う。 

Ａ） わかりました。 

 

Ｑ） もう一度積算の内容を見てもらった上で、入札がきちんとされていることを確認することがよいと考えるが、峡東林務環境

事務所としてはもう一度見積を確認してもらい、説明をしてもらうということでどうか。 

Ａ） 承知した。事務局と相談をして資料を提供、説明させていただく。 

 

Ｑ） このような形で次回説明していただくことに特段異議はない。他委員のご指摘の点はもっともだと思う。１番手と２番手の

業者の違いということであるため、その点を踏まえた説明を次回お願いする。 

Ａ） 承知した。 
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7〔随意契約〕 

〔営繕課-21-0261 北岳山荘改修工事（継続）（余指）〕 

 

〈工事概要〉 

建物構造・規模：鉄骨造２階建て、延べ面積６９６㎡ 

・宿泊室他内装改修 ・非常階段の新設 

・防火上主要な間仕切り壁の設置 ・発電設備更新 

・建具改修 ・換気扇新設 ・ホール部分吹抜拡張工事 

・外壁シールやり替え他修繕 ・牡蠣殻浄化槽増設 

 

〈予定価格〉 

408,100,000円（消費税含む） 

 

〈質疑応答〉 

Ｑ） ２回の一般競争入札を実施したとあるが、この２回の応札可能業者数を教えていただきたい。また、それでもなお入札参

加者がいなくて不調に終わった原因というのは、リスキーだとかヘリコプターを使わなければいけないといったところで、

難易度の高さが影響しているか。 

Ａ） 応札参加可能業者数についてだが、まず県内を対象とした１回目は、建築工事業のＡランクかつ施工実績のある業者が

４７者あった。２回目は、県内外の業者を対象としたため、県外の業者で、県の入札参加資格を有し、建築工事業の要特

定業者である９３者が加わり、１回目の業者と合わせて１４０者あった。 

   難易度については、室内の改修、建具の改修、発電機の更新といった本件の工事の内容は平地であれば難しいもので

はない。しかし、標高２，９００メートルの現場の場合、資材一つ運ぶにもヘリコプターを使わなければならなかったり、職

人の手配が大変だとか、高山病のリスクがあるといったことがあるため、業者としてはヘリコプター運航会社との調整や、

標高の高い現場に慣れている職人がいないと、なかなか手が出せない状況である。 

 

Ｑ） 今回落札した業者は本件の工事特性を踏まえた上で、技術者も含めて優れた技術をもっているということか。 

Ａ） そのとおりである。 

落札業者は建築工事業の特定の許可を得ており、長野県内において、公共工事、民間工事を多く請け負っている。 

山岳工事では、蓼科山荘新築工事などの実績がある。技術者及び会社の実績についても、見積合わせの前に書類を提

出していただき、確認をしている。具体的には建設業許可通知書、経営規模等評価結果通知書、山荘新築工事の実績、

技術者の実績などの書類を提出していただき、問題がないことを確認している。 

    

Ｑ） 落札業者はいま挙げた蓼科山荘新築工事以外の実績がなにかあるか。 

Ａ） 平成２３年度に標高１，６９０メートルの唐沢鉱泉改修工事の実績がある。 

 

Ｑ） 見積合わせの相手方として、そもそもこの２者が選ばれた経緯を教えてほしい。 

Ａ） 本件はなかなか応札してもらえない工事ということで、本件工事の依頼課である観光文化部観光資源課に対し、関東近

辺の各県に照会していただき、施工実績等のある業者を調べていただいた。 

また、ヘリコプターの運航会社に対して山岳工事における山小屋工事の施工実績のある業者を聞くなどしてリストアップ

した。公共工事のデータをコリンズというデータベースから検索して、山岳工事における山小屋工事の施工実績のある

業者を調べ、施工可能であるとの回答をいただいた業者２者に対して見積合わせを行った。 
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Ｑ） この２者はこれまで山梨県の工事を受注した実績があるか。 

Ａ） この２者は山梨県の公共工事の入札参加資格がないため、知る限りではないと思う。 
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《その他》 

・峡東林務環境事務所の四坊沢小規模治山工事については、見積の内訳を確認した上で、各応札業者の見積額が適切に

設定されていたことを確認したいとの意見がでたが、この点について事務局としてはどうか。 

 

・ご指摘いただいた内訳書の確認については、次回改めて提出及び説明をし、審議していただきたい。 

 

・異議なし 

 

・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。 

 

・意見なし 

 

 

以上 


