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会 議 録 
〈平成３０年度 愛知県入札監視委員会第１回定例会議〉 

 
【入札契約手続の運用状況等の報告】 
平成２９年度第４四半期における発注工事について、総務部、振興部、県民文化部、健康

福祉部、農林水産部、建設部、企業庁、病院事業庁、教育委員会及び警察本部から発注工事

総括表及び一覧表等により報告があった。（資料１） 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

（警察本部の指名停止について） 
・警察本部に伺う。指名停止について、会

社の方から契約解除の申し出があったと

いうことであったが、理由は何であったの

か。 
 
・分かった。 
 
・資金繰りの状況は、契約をする段階では

分からないのか。 
 
・分かった。 
 
（建設部の工事について） 
・建設部に伺う。一般競争入札の工事の中

に「誰もが働きやすい現場環境整備工事」

とあるがどのような内容の工事であるの

か。 
 
 
 
 
 
・分かった。以前からある工事であるか。 
 
（企業庁の工事について） 
・企業庁に伺う。一般競争入札の１頁３番

の工事について、共同企業体が落札をして

いるが、施設工事についても、共同企業体

により実施することとしているか。 
 
・分かった。 
 
（建設部の指名競争入札について） 
・建設部に伺う。指名競争入札で発注した

工事のうち、３６頁１３５番の工事につい

て予定価格が５千万円以上であるが指名

競争入札で発注した理由は何か。 

 
・資金繰りが困難となり、工事を継続できな

くなったということである。 
 
 
 
 
 
・契約の段階では、全く話はなかった。１２

月に契約をしているが、年明け１月になって

から、会社から申し出があり判明した。 
 
 
 
・女性の活躍促進や若者の建設業界への入職

など働き手の確保のため、工事現場において

男女別快適トイレを設置する他、現場事務所

の快適化など現場環境をより良くしていく働

きを行っている。その働きかけを、工事を発

注する段階であらかじめ実施するよう指定

し、「誰もが働きやすい現場環境整備工事」と

して発注をしている。 
 
・ここ２、３年前に始まったものである。 
 
 
・要領において工種の区分はなく、金額に応

じて、特定建設工事共同企業体を結成するよ

うに定めている。 
 
 
 
 
 
・本工事は三河港の野積場の舗装工事である。

海側では国が岸壁耐震強化関係の工事を施工

している。国の工事と本県の工事の経路や施

工順序、施工の時期を調整した結果、予定し
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・分かった。 

ていたよりも早期に発注をする必要が生じ、

一般競争入札で発注すると間に合わないため

指名競争入札で発注することとした。 

 
【検討事案抽出の報告・確認】 
抽出担当委員より、１月から３月までの発注工事について、１０部局庁等の発注工事の中

から振興部、建設部の事案について抽出した旨、報告された。（資料２） 
 
【抽出事案に関する説明及び検討】 
○県営名古屋空港構内道路改良工事（その４）【振興部】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・２４頁の資料について伺う。今度のスケ

ジュールにおいて、平成３０年度以降隣接

工区で実施している舗装補修工事の計画

に支障となることから、早期の完成を目指

すため、入札・契約手続きは可能な限り今

年度中に前倒しで行った上で繰越して事

業実施を行うとあるが、この部分について

より詳しく説明してほしい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分けて先に発注しようとした理由は、隣

接する舗装補修工事の計画に支障をきた

すため早期完了を目指すということであ

ったと思うが、その計画の支障になるとい

うのは具体的にはどのようか。 
 
・平成３０年度の工事が遅れることが支障

をきたすということか。 
 
 
 
 
 
・１回目の工事が不調になった理由に、指

名業者において工事受注に必要な技術者

の確保ができないためとあるが、年度末で

あると工事が多くなり技術者が確保でき

ないのか。 

・平成２９年度中に工事を完了する予定で事

務を進めていた。しかし、当初の計画から工

事に着手するのが遅れてしまい、予算を繰り

越さなければいけなくなった。予算を繰り越

すにあたり、今年度中に早急に完了させるべ

き工事と来年度に繰り越してやるべき工事に

分けて発注しようとした。平成２９年度中に

完了させるべき工事を先行工事として、先に

発注をし、３月末までに完了させる予定であ

った。ただこの先行工事が不調となった。後

発工事については、別途予算を繰り越す手続

きを進めていたが、先行工事が不調となった

ことで、先行工事と後発工事を工事の中身の

組み合わせを変更するなどして併せて発注す

ることにした。 
 
・平成２９年度の工事に引き続いて、平成３

０年度の工事が予定されており、計画的に実

施していくことになっていた。平成２９年度

の工事が遅れるとその計画に支障をきたすこ

ととなる。 
 
・そうである。平成２９年度の繰越工事が完

了するまで、平成３０年度の工事は着手でき

ないため、平成２９年度の工事が遅れれば、

あとの工事に影響が出る。平成２９年度中に

なるべく早く発注する必要があり工事を先行

工事と後発工事で分けた。 
 
・工期が年度末までの工事も多い。発注した

時期と年度末が重なり、業者が対応できなか

った。 
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・年度末に発注する工事においては、業者

が技術者を確保できないかもしれないと

いうのはある程度予測できるのか。 
 
 
 
・業者の選定要領において、C 等級業者を

選定するにあたり指名競争入札では８者

以上指名することとなっている。それを踏

まえて当初の入札では９者の業者を指名

している。この指名する業者数について

は、下限はあるが上限はないという理解で

よかったか。 
 
・予算額が５９９８万３千円となっている

が、実際２回目の入札においては４９９９

万４２８０円で発注されている。１千万円

差があるのは、当初予定していた工事より

も残した工事があるということか。 
 
 
・工事を組みなおして４９９９万４２８０

円になっているということか。 
 
・平成３０年度に舗装補修工事を実施する

ため、少しでも早く工事を完了させる必要

があり、工事を分けて先行工事と後発工事

でやる予定であったが、先行工事が不調と

なったため、後発工事と一括で発注するこ

とになったということであった。今後の工

事計画への影響はあるのか。 
 
・完成は遅れてしまう可能性はあるか。 
 
 
・分かった。 
 
・後発工事は、A 等級で１５社以上業者を

選定する必要ということである。もともと

当初は工事を分割して発注し、先行工事に

ついて C 等級業者にお願いすることにな

っていたが、まとめて A 等級業者に依頼す

ることとなった場合、事業費は高くなるの

か。 
 
・分かった。 
 
・指名競争入札で発注しているが、その理

 
・当初発注した工事は予定価格が７００万円

台と低く、工期も短いため、技術者の不足で

業者が入札に参加しないということはないだ

ろうと考え、年度末に工事を発注するという

スケジュールで進めた。 
 
・上限はない。 
 
 
 
 
 
 
 
・翌年度以降も引き続き工事を進めていく中

で、今回繰越の予算で行う工事については、

内容を精査し緊急性が高くないものについて

は一部分工事をやめた。繰越予算については

限られているため、限られた予算内で工事を

行う必要があったためである。 
 
・そうである。 
 
 
・多少影響が出ている。今回緊急性が高くな

く一部やめた工事について、平成３１年度の

工事で対応する。ただ実際利用する方や工事

のまとまりには影響が出ないようにする。 
 
 
 
 
・平成３１年度以降の予算はこれからで決ま

るが、予定通り進めていくようにする。 
 
 
 
・そのようなことはない。金額によって等級

が変わるだけであり、工事をまとめて A 等級

業者に発注したからといって、事業費が高く

なることはない。 
 
 
 
 
 
・空港という特殊性から、緊急事態が発生し

た場合に工事現場にすぐ駆けつけることがで
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由は何か。 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 

きる業者から選定する必要があったというこ

と、また予定価格が５千万円未満であったた

め、振興部の内規において５千万円未満では

指名競争入札発注するということで指名競争

入札によって発注をした。 

 
○抽出事案：橋梁補修工事（交付金）【２号工】【建設部】 
 比較事案：橋梁補修工事（交付金）【１号工】【建設部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・抽出事案の工事で入札無効となっている

業者について、入札金額は分かるのか。 
 
 
・２号工を落札している業者は、１号工に

おいても同額で入札に参加をしてきてい

る。そこから推測するとおそらく無効とな

った業者も１号工、２号工ともに同額で入

札に参加してきていると考えられる。２号

工において落札した業者よりも無効とな

った業者の方が安く入札に参加している

可能性があると考えられる。 
 
・見込み対象業者数が３９者あるにも関わ

らず、実際には１号工も２号工も全く同じ

業者が６者入札に参加し、同じ４社の業者

が入札を辞退し、残りの２者でそれぞれ工

事を落札しているという結果となった。３

９者も見込み対象業者があるのに、入札に

参加した業者が少なくなった理由は何か。 
 
 
 
 
・辞退者４者の辞退理由は、価格の折り合

いがつかなかったということか。 
 
 
・抽出事案及び比較対象事案説明書の備考

欄において、１号工と２号工について２つ

の工事の落札者となることはできず、落札

者の決定は１号工、２号工の順に行い、１

号工の落札者となった時点でもう一方の

工事の入札書は無効となるという記載が

・１号工の落札候補者となっているため、無

効となっている業者について２号工では開札

をしておらず入札金額は把握していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・陸上での橋梁補修工事はよくあるが、本工

事は海上で作業台船を持ってきて海上に重機

を置いて作業をしなければいけない。陸上と

は施工方法が異なり、特殊な工事となる。海

上工事に強みがある業者であることや、漁協

関係者との調整やプレジャーボートの航行の

調整も必要となるなど手間のかかる工事とな

る。地元の業者であれば、手間のかかる工事

だと分かるので６者しか参加がなかったと考

えられる。 
 
・そうである。いずれも予定価格を超えてし

まい価格が合わないという辞退理由になって

いる。 
 
・建設部全体の方針として、工事を分割して

同時に発注する場合は、同じ業者が落札でき

ないようにして受注機会を増やしている。 
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あるが、何か規則や規定に基づいているの

か。 
 
・内規や規定があるというわけではないの

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・２つの工事を１つの工事として発注する

ことはできなかったのか。 
 
 
 
 
 
・入札参加者は結果的に辞退者を含めて６

者になったが、入札参加資格要件を変更す

ればもっと入札に参加する業者が増えた

ということはなかったか。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・台船を運んできて作業をするのか。 
 
・水深はあるのか。 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 

 
 
 
・公表している愛知県公共工事発注方針の取

組において、地元建設業者の受注機会の確保

に努めるという項目がある。地元建設業者の

育成に寄与していくという方針の中で、本工

事においても営業所の所在地が主たる知多建

設事務所及び知立建設事務所管内にある地元

業者の中から１者独占ではなく２者が落札で

きるようにするため、１号工と２号工２つの

工事の落札者が同じにならないように要件を

つけている。 
 
・１つの工事として発注することはできる。

しかし、４月から８月までの５か月間しか工

事ができないという現場条件があり、一つの

業者だけでは二つの工事箇所を完了させるの

は難しいと判断し、今回工期を短縮するため

に二つの工事に分けて発注を行った。 
 
・ないと考えている。今回設定した入札参加

資格自体が陸上・海上関係なく過去１５年間

で橋脚工事を施工した経験のある業者として

おり、極めて広く設定をしている。これ以上

入札参加資格要件を広げることは考えられな

い。対象業者についても通常は２０者以上と

なるよう設定しているが、今回の入札におい

てはそれぞれの工事において少なくとも対象

業者３９者はあると確認しており、幅広く設

定をしている。 
 
 
 
・河口部から台船を持ってきて作業をする。 
 
・満潮と干潮で２メートルの差があるが、満

潮時で５メートルほどになる。ただ半田市側

と高浜市側で水深が異なっている。半田市側

であると干潮時には干上がるぐらいになる。

一方で高浜市側はずっと水につかっている状

態となっている。現場環境に特殊性がある。 

 
○豊川流域下水道事業消防設備更新工事【建設部】 
 
･主な質疑 
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質問･意見 回答（要旨） 

・２回目の入札において最低制限価格以下

で失格になっている業者が、３回目で落札

した業者という理解でよかったか。 
 
・２回目に失格になった際にいくらの金額

で入札に参加をしてきたのか。加えて最低

制限価格はいくらだったのか。 
 
・最低制限価格と１万円しか違わないとい

うことであったが、もし最低制限価格にひ

っかからなければ１，４６５万円で落札し

ていたにもかかわらず、３回目の入札にお

いては１，６００万円で落札しているとい

うことか。 
 
・最低制限価格の計算はどのようにするの

か。確定した計算式なのか。 
 
・１万円しか差がない場合に、制度上調整

することはできないのか。 
 
・分かった。 
 
・２回目から３回目にかけて設計を見直し

ているが、設計金額は変わらないのか。 
 
・落札業者について２回目と３回目入札時

において入札価格の内訳で異なる部分は

あったのか。落札業者の入札価格が２回目

から３回目にかけて高くなっているので

どの部分について変更があったのか。 
 
・２回目の入札金額は、実際施工できない

金額で入札に参加してきていたというこ

とであるため、最低制限価格で失格になっ

たのは正しかったということか。 
 
・分かった。 
 
・歩掛から見積に変更したというのはどう

いうことか。 
 
 
 
 
 
 

・そうである。 
 
 
 
・税抜き１，４６５万円で入札に参加してき

ており、最低制限価格は税抜き１，４６６万

円となっており、１万円下回っていた。 
 
・そうである。 
 
 
 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・できない。結果だけで判断をする。 
 
 
 
 
・単価は入れ替えているが、たまたま同じ金

額となった。 
 
・落札業者からは、２回目の入札時に仮設費

の計算を誤って低く計算をしてしまっていた

と聞いている。そのため２回目から３回目に

かけて入札金額が高くなっている。 
 
 
・そうである。３回目で正しい価格で落札さ

れたと考えている。 
 
 
 
 
 
・ある物を撤去する場合を積算するときに、

参考資料の本をもとに該当する部分から撤去

する人員が何人必要かを確認して積算する。

現場の状況にそぐわないときには歩掛ではな

く、業者に現場の状況を踏まえて何人必要か

直接聞き、聴取した見積を使用して積算をす

るということである。 
 



 

7 

・歩掛は機械的に積算をし、見積は状況に

応じた積算ということか。 
 
・分かった。 
 
・ハロンは製造が禁止されているというこ

とであったが、実際消火で使用した場合に

再度回収することはできないが、使用して

減少した分はどうするのか。 
 
 
 
 
 
 
・実際使用した分を補填できるかは問題な

いか。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・今回入札を３回実施して、結局入札に参

加したのは１者だけということか。 
 
・１回目、２回目の辞退理由が他社製品で

あるためや予定価格が下回らないという

理由で辞退をしている。３回目入札を実施

するときに指名業者を入れ替えるととも

に、指名業者数を増やすということは考え

なかったのか。 
 
・入札時に１０者を１２者にするというこ

とは禁止されていないか。 
 
・１０者にして指名業者を入れ替えれば落

札されると考えたということか。 
 
 

・そうである。 
 
 
 
 
・大気に放出した分については回収できない

が、ボンベに残っているものについては再度

取扱業者へ持ち込み、正しく回収し新しいボ

ンベに入れて再使用する。ハロンについては、

消火の性能が高い一方で地球温暖化に影響す

るため製造が禁止されているが、消防署から

の指導もあり、もともとハロンガス設備が設

置されていれば、そのまま使用することとな

っている。 
 
・ハロンバンクというものがあり、業者にお

いてハロンが貯蔵されている。減った分につ

いては、業者から購入することで補填をする

ことができる。ハロンリサイクルを行えば減

少していくことはない。 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・予定価格から８者以上を指名することが決

められている中で、２者追加して１０者を指

名している。さらに増やすということは考え

なかった。 
 
 
 
・禁止されていない。 
 
 
・そうである。 
 

 
【検討結果のまとめ】 
 本日の定例会議における検討結果についてであるが、今回検討した各事案について、特に

意見として申し上げることはないが、不調については再入札に際してできるだけ広く応札さ

れるよう検討されることを要望します。 
 
【その他】 
（１）次回の定例会議における検討事案の抽出の委任について 
（２）次回の定例会議の日程について                       


