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会 議 録 
〈平成３０年度 愛知県入札監視委員会第４回定例会議〉 

 
【入札契約手続の運用状況等の報告】 
平成３０年度第３四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、環境

部、健康福祉部、産業労働部、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） 

（建設部の不調不落について） 
・建設部に伺う。入札方式別発注工事一覧

表（不調・不落分）の４頁２０番の工事に

ついて、８者指名した業者のうち４者辞退

し、残る４者は入札に参加してきたものの

無効になったと説明があった。無効になっ

た理由は何か。 
 
 
 
 
・いずれも軽微な不備か。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
（振興部の随意契約について） 
・振興部に伺う。１千万円を超える工事で、

随意契約を行っている工事が５件ある。こ

れらの工事を随意契約で行った理由は何

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・工事費内訳書の記載内容に不備があったた

め無効となった。工事費内訳書は、業者が適

正に積算しているかを確認するために提出し

てもらう書類で、経費ごとに費用を明示した

ものである。その内訳書において、内訳書内

の金額誤りや会社名の記載漏れ等がある場合

は入札無効の扱いになる。本工事においては、

４者が工事費内訳書に何らかの不備があった

ために無効となった。 
 
・不備の内容については、機器費と直接工事

費を分けて記載すべきところを合わせて記載

していたことや、合計欄の金額が誤っていた

ということであった。本工事が、水位計に係

る電気工事ということで、あまり発注件数が

多くない工事であったため、業者に不慣れな

部分があったかと推測される。 
 
 
 
 
・５件のうち４件が国際展示場関連の工事で

あるが、国際展示場については、本体工事を

設計・施工一括方式で発注しており、また、

コスト・プラス・フィー方式により、要求水

準を満たしつつコストを削減した場合に、そ

の一定割合が事業者の報酬となる契約となっ

ている。 
工事を進めていく上で、利用者の利便性を

考慮した結果、本体工事契約で想定していな

い追加工事が発生することになったが、追加

工事については、設計・施工一括方式及びコ

スト・プラス・フィー方式で契約している本

体工事とは経費の考え方が異なるため、別の

工事として設計・積算した。 
追加工事については、展示場施設と密接不

可分の関係にあり、本体工事に影響のないよ
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・地方自治法施行令に随意契約できる場合

が定められているが、これらの契約はどれ

にあてはまるのか。 
 
・分かった。 
 
（病院事業庁の随意契約について） 
・病院事業庁に伺う。随意契約の１番の工

事は、地方自治法施行令の随意契約できる

場合のどれにあてはまるのか。 
 
 
 
・改修作業なので、もともと装置を製造し

た業者でないと、他の業者では改修ができ

ないということか。 
 
・監視装置は特殊なのか。競争入札で安く

することはできないのか。 
 
 
 
・設備の製造業者が、引き続き工事請け負

っていくということか。 
 
 
 
 
・今回の作業では、どうしても競争入札で

発注することはできないと判断したとい

うことか。 
 
（総務部の低入札価格調査について） 
・総務部に伺う。１番の工事について、低

入札価格調査を実施しているが内容はど

のようであったか。 
 
 
 
 

う施工する必要があるため、本体工事を実施

している業者と随意契約で発注したものであ

る。 
なお、駐車場システムについては、展示場

の駐車場と中部国際空港の駐車場を相互に利

用可能とするため、システムとの連携を図る

必要があり、中部国際空港の駐車場システム

を設置した業者と随意契約を行った。 
 
・第１６７条の２の二（１４）の技術・技能

により選択する必要があるときにあてはま

る。 
 
 
 
 
・第１６７条の２の二（１４）の技術・技能

により選択する必要があるときにあてはま

り、性質上競争入札に適しない工事のため随

意契約で発注した。装置の改修作業で、メー

カーに修理を依頼した。 
 
・そうである。 
 
 
 
・今回の工事は、監視装置全体の一部を改修

する作業となり、装置全体との調整が必要と

なるため、随意契約でその装置全体を製造し

た業者に作業を依頼した。 
 
・設備を入れ替えるということになれば、競

争入札で発注し、同じ業者ではなく他者に依

頼することもある。今回の作業は、装置の一

部分であったため装置の製造業者に工事を依

頼した。 
 
・そうである。 
 
 
 
 
・落札した業者は、ガラスフィルムメーカー

の会社と繋がりがあるため、市場価格よりも

安価に資材を入手することができることや、

その会社から施工協力も得ることができるた

め低く入札価格を設定することができたとい

うことであった。調査内容や過去の施工実績

からも、問題ないと判断した。 
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・工事は建設会社に依頼するのか。 
 
（農林水産部の不調不落について） 
・農林水産部に伺う。入札方式別発注工事

一覧表（不調・不落分）の２頁５番の工事

についてであるが、設計を見直して分割し

て発注するということであったが、当初発

注時から分割して発注しなかった理由と

全者辞退した理由は何か。 
 
・分割して発注することで、落札されるの

か。 
 
 
 
 
・技術者が不足しているが、工事を分割し

て発注したら落札されたということは、工

期が短くなったからなのか。 
 
 

 
・そうである。 
 
 
・辞退者の理由は、技術者の不足が１者、作

業員の不足が２者、技術者及び作業員ともに

不足が２者、多忙が１者、自社都合が１者で

ある。 
 
 
 
・入札については、工事を２つに分割し、１

０－１号工事と１０―２号工事とした。１０

－１号工事は、既に発注し落札されている。

１０－２号工事は、来年度以降発注する予定

である。 
 
・そうである。 

 
【検討事案抽出の報告・確認】 
抽出担当委員より、１０月から１２月までの発注工事について、１２部局庁等の発注工事

の中から振興部、農林水産部、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 ILS 装置更新製造・設置工事【振興部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・入札選定資格について、４つ設定してい

るがすべて必要な資格なのか。もう少し要

件を広げることはできなかったのか。 
 
 
 
 
 
・特殊な工事ということか。 
 
・２者しか指名しないと不調・不落になる

リスクが高まると思うが、何か対処はして

いたのか。 
 
 
 

・ILS 装置更新製造・設置工事は、単に機器製

造設置だけでなく、試験データの調整等も必

要となるため施工実績がある業者でないと難

しい。航空機着陸の安全性を確保する重要な

装置であるため、過去に施工実績がある業者

でない安心して工事を任せられないと考えた

ため、４つの入札参加資格を設定した。 
 
・そうである。 
 
・工事の積算にあたり、あらかじめ指名した

２者から機器の価格について聞き取りを行っ

ていた。価格は、航空局の発注された実績と

比較して、妥当性を見出して精査した。その

ため価格面は、落札可能であると推測してい

た。またあらかじめ価格について業者に聴取
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・分かった。 
 
・資料１６頁に国内の空港で運用している

ILS 装置は、今回指名した業者の２者のい

ずれかになっていると記載がある。そうす

ると入札参加資格要件のうち、２番の国内

の空港において運用している ILS 装置の

製造実績があることという要件によって、

選定対象業者が２者になるのか。 
 
・４つめの資格はなぜ設定しているのか。 
 
 
 
 
 

する中で、相手方も発注に対して心づもりを

することができるため、絶対ないとは言えな

いが、かなりの確率で契約できると考えてい

た。 
 
 
 
・実質はそうである。ただ入札に関して、愛

知県の入札参加資格者名簿に登録がないと入

札に参加できないというルールがある。また

過去１５年間の工事実績についても一般的に

要求している事項なので掲載している。 
 
 
 
・平成２９年度に今回の ILS 設置工事につい

て、設計委託を実施している。そこで委託し

た業者と、今回の工事の入札に参加する業者

に関係があると、発注仕様が指名する業者の

どちらかに有利になる恐れがある。疑いをな

くすために、設計業者と関係性がない業者と

いうことで資格要件を設定した。 
 
○小規模治山事業第３号工事【農林水産部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・指名競争入札から一般競争入札に、入札

方式を変更した理由は何か。 
 
 
 
 
・参加資格要件を広げているので、当初入

札時よりも多くの業者が入札の対象とな

るが、再度指名競争入札で発注し、多くの

業者を指名することは考えなかったのか。 
 
・分かった。一般競争入札で当初発注し、

不調になったため再度入札時に指名競争

入札で業者を指名して発注するというの

が一般的だと認識していた。 
 
 
 
・地域を広げたことでで、工事が集中して

いない地域まで含めることができたのか。

５７者の見込があったが、結果的に１者し

・当初に指名競争入札で発注した際に、想定

以上に辞退者が多かった。そのため２回目発

注時には、より多くの業者に入札に参加して

もらえるよう一般競争入札に入札方式を変更

した。 
 
・どの範囲までの業者を指名すれば、応札し

てもらえるかが想定できなかったため、入札

参加資格要件の対象エリアをできるだけ広げ

て一般競争入札で発注した。 
 
・今回の工事の場合、岡崎市とその周辺で業

者から人手不足ということを聞き取ってい

た。そのため発注する際には、対象地域を広

げることが重要であった。対象地域が広がっ

た場合、業者を指名するのが難しいため一般

競争入札で発注した。 
 
・岡崎市中心の業者は人手が不足していたの

で、市中心部から離れたところであれば、余

裕のある業者がいるのではないかと想定した
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か応札がなかったのは、想定と実際に乖離

があったのか。 
 
 
・当初入札時において指名業者は１２者で

あるが、指名対象業者は何者であったの

か。 
 
・分かった。 
 
・請負率が高い理由は何か。 
 
 
 
・分かった。１者しか入札がなかったので、

より多くの応札があるように入札方法を

工夫できないかと感じた。 
 
 
・分かった。発注時期をずらすことはでき

なかったのか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・上半期に発注し、前半で工事が完了して

いた方がよいのか。 
 
・当初入札時の入札参加要件には、土留工

の施工実績がある者としていて、２回目発

注時には土留工、擁壁工等の工事を完了・

引き渡した実績があることとなっている

が、治山工事における土留工と擁壁工は一

般的に何か異なるのか。 
 
・分かった。 
 
・分割して小さい工事にして、作業員を少

なくし、人手が不足している業者にも工事

ができるように発注することはできなか

ったのか。 
 
・２回目の入札は、１回目から入札資格者

要件を変更しているが、落札した業者は入

札参加資格者要件を変更したことで該当

するようになったのか。 
 
・２回目の入札時に見込対象業者数が５７

が、どの地域の業者に余裕があるのかはわか

らなかったので、地域を広げて指名競争入札

ではなく一般競争入札で発注をした。 
 
・２２者である。 
 
 
 
 
 
・人出不足の中で人員を確保しなければいけ

ないため、人件費を高めに積算されたと想定

される。 
 
・上半期に多くの公共工事が発注されており、

業者に余裕がない状態であった。そのため１

０月に発注した本工事は、人手不足で当初不

調になってしまったと考えられる。 
 
・本工事については、残土処分場の調整を行

っていた。その調整がついたのが８・９月以

降であったため、上半期に発注することがで

きなかった。 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・構造的には同じであるが、治山工事という

ことで急峻な地形で実施するので作業が多く

なる。 
 
 
 
 
 
 
・この工事は、これ以上分割できない工事で

ある。 
 
 
 
・１回目の入札参加資格者要件にも該当して

いたが、指名しなかった業者である。 
 
 
 
・一般的に５７者に指名通知を出すのは事務
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者となっているが、指名競争入札で５７者

全部を指名しないのか。指名した方が、業

者側も意欲がわいて入札に参加するよう

になるのではないかと感じる。 
 
・事務的な要因で、１０者から２０者が原

因ということか。 
 
・分かった。 
 
・当初指名した１２者はどのような基準で

選定したのか。 
 
 
・B ランクの業者は完全にランダムなの

か。 
 
 
 
 
・分かった。 

的な量も多くなるため、１０者から２０者が

限界である。 
 
 
 
・指名の数に上限は無いが、通常は１０から

２０者程度を指名している。 
 
 
 
・まず C ランクに該当する業者６者を指名し、

残りは B ランク対象業者の中からランダムで

６者を選定し、合計１２者を選定した。 
 
・本工事が、旧岡崎市内の工事であったため、

旧岡崎市内の業者の中から優先してランダム

で選択した。２回目の入札で落札した業者は、

旧額田町の業者であったため選定されなかっ

た。 
 

 
○岡田住宅長寿命化改善給排水工事（第１工区）【建設部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・指名業者数について、２回目から３回目

にかけては増やしているが、３回目から４

回目にかけては減っている。これは地域要

件を変更したからか。 
 
 
 
 
 
・給排水管改修を塩ビライニング鋼管から

HIVP（樹脂管）へ変更することによって、

業者の応札が見込まれるようになるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・当初は塩ビライニング鋼管が適している

と判断して採用していたと考えられるが、

・２回目は１回目と比較して地域を広げた。

３回目は、２回目で応札がなかったことから、

地域を変更し名古屋市を含めて５７者指名し

た。４回目は地域要件を広げるのではなく、

設計内容を見直し、知多建設事務所管内で指

名競争入札によって発注したため、３回目か

ら４回目にかけては指名業者数が少なくなっ

ている。 
 
・管の材料が、塩ビライニング鋼管は、鉄で

できており加工に手間がかかる。入居者がい

ながら行う工事で、作業するには時間がかか

り手間になってしまう。HIVP（樹脂管）へ変

更したことで、樹脂素材であることから簡単

に加工でき、住居に訪問して行う作業時間を

短くすることができる。改修工法としては、

HIVP（樹脂管）の方が適しており、今後は

HIVP（樹脂管）を採用して発注しようと考え

ている。 
 
・既設の設備で塩ビライニング鋼管を採用し

ていたため、塩ビライニング鋼管を採用した
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HIVP（樹脂管）を採用しても品質は問題

ないのか。 
 
 
・当初から HIVP（樹脂管）を採用してい

れば、応札はあったと考えるか。 
 
・塩ビライニング鋼管と HIVP（樹脂管）

どちらも品質は問題なく、さらにHIVP（樹

脂管）は作業時間を早めることができるに

もかかわらず、１回目から３回目入札時ま

で塩ビライニング鋼管を採用したのはな

ぜか。 
 
・コストや耐久性を総合的に考えると塩ビ

ライニング鋼管の方がよいということか。 
 
 
 
・最終的に１者しか応札がなかったが、４

回目の入札時に地域要件を知多建設事務

所管内のみにしているが、２回目入札時の

知多建設事務所管内、名古屋市を除く尾張

建設事務所管内ぐらいに広く設定しなか

ったのはなぜか。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・これまでの工事では、塩ビライニング鋼

管と HIVP（樹脂管）はどのように扱って

きたのか。 
 
 
 
・業者の反応はどのようか。 
 
 
 
 
 
 
・耐久性について、塩ビライニング鋼管の

方があるとのことであったがどれぐらい

違うのか。 
 
・価格はどれぐらい違うのか。 

が、公営住宅の仕様書においてはどちらの管

の種類も認められているため品質は問題な

い。 
 
・今回の工事の入札状況を教訓にして、改修

工事を発注していきたいと考える。 
 
・価格が、若干ではあるが塩ビライニング鋼

管の方が安い。時間をかけて工事ができるな

らば、耐久性もある塩ビライニング鋼管を採

用した方がよいと考えたため当初はそちらを

採用した。ただ室内工事の手間等を考慮した

結果、HIVP（樹脂管）を採用することとした。 
 
・工期を十分確保できるときは塩ビライニン

グ鋼管を採用するのが通常であるが、今回の

ように改修工事で期間が限られているため

HIVP（樹脂管）を採用した。 
 
・県の工事以外にも市町村の工事がどれぐら

い発注されているのかを把握している。４回

目の入札を発注する際、ちょうど知多半島内

の市町村の工事のうち、何件かが４月に発注

され、８月に工事が終わっていることがわか

り、手が空いている業者がいると考えられた。

そのため知多建設事務所管内で地域要件を設

定しても、落札する業者がいると考え、知多

建設事務所管内のみで地域要件を設定した。 
 
 
 
・どちらの管も採用した例があるが、住宅改

修工事は人が居住している状態で実施する工

事であるため、住人への負担等を考慮し HIVP
（樹脂管）を採用していくべきだと考えてい

る。 
 
・HIVP（樹脂管）の方が、取り扱いやすいと

のことである。塩ビライニング鋼管であれば、

家に伺って実施する工事について２．５日間

かかるのが、HIVP（樹脂管）であれば、１日

だけで工事を終了することができると聞いて

いる。 
 
・かつて樹脂管の耐久性に信頼がなかった頃

は、鋼管の方が良かったが、今は樹脂管も改

良され、耐久性はよくなってきている。 
 
・管の材料自体は、塩ビライニング鋼管より
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・人件費を含めるとどうなるのか。 
 
 
・分かった。 
 
・第３回及び第４回の指名業者の等級は第

２回を踏襲しているのか。 
 
 
 
・分かった。 

も HIVP（樹脂管）の方が安い。しかし結露を

防止するための巻く材料が HIVP（樹脂管）の

方が高くなる。試算した結果、２０万円ほど

差がある。 
 
・人件費を含めた材料と工事費込みの材工費

で比較した結果、２０万円ほどである。 
 
 
 
・１回目は管工事の B ランク業者、２回目は

管工事の A 及び B ランクで設定した。３回目

及び４回目についても、２回目と同じ管工事

の A 及び B ランクで設定した。 
 
 

 
【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、不調に伴う再発注における業者の条件設定あるいは発

注時の工法等で得られた経験を活かして、安定して応札いただけるような工夫に取り組んで

もらうよう要望します。 
 
【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                       


