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会 議 録

〈２０２１年度 愛知県入札監視委員会第３回定例会議〉

【入札契約手続の運用状況等の報告】

２０２１年度第２四半期における発注工事について政策企画局、総務局、人事局、防災安

全局、県民文化局、環境局、福祉局、病院事業庁、企業庁、農林基盤局、建設局、スポーツ

局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）

（農林基盤局の指名競争入札について）

・自然環境保全治山事業第１－２号工事に

ついて、工事場所と落札した業者の所在地

がともに瀬戸市となっているが、指名業者

はどのような条件を設定したのか。

・後で分かれば教えてほしい。

・辞退した１２者の辞退理由はどのよう

か。

・工事名が第１－２号工事となっている

が、類似工事が他にもあるのか。

・お願いする。

（警察本部の一般競争入札について）

・交通信号機改良工事（製造工事）とは、

どういった内容の工事であるのか。

・機器調達だけの工事ということで、請負

率が低くなっているのか。

・分かった。

（総務局の一般競争入札について）

・愛知県海部総合庁舎中央監視装置用リモ

ートユニット更新工事について、一般競争

入札で請負率が７３．０％と低い理由は何

か。

・尾張農林水産事務所管内で発注するのが一

般的であるが、現状詳細を回答できる資料を

持ち合わせていないため、明確な回答ができ

ない。

・調査し、この後報告する。

・半数の業者が作業員の配置予定者不足を挙

げ、自社都合を挙げたのが３者あり、他の公

共事業が重なったという要因が多いと想像で

きる。

・第１－１号工事があるはずだが、資料を持

ち合わせていないため、この後併せて報告す

る。

・信号制御機の更新工事において、機器を調

達する内容になる。

・はい。

・本工事はリモートユニットの更新工事費と

一般管理費等の共通費に分けることができ

る。更新する機器メーカーの特約店が、市場

価格よりも安価で機器の調達が可能であった

こと、また、会社合意により役員報酬等の一

般管理費を削減したほか、交通費を抑制する

などによりコスト抑制を図ったことが考えら

れる。
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・低入札価格調査でもそのような調査結果

ということか。 

・分かった。 

（防災安全局の一般競争入札について）

・無線設備新基準対応改修の工事につい

て、一般競争入札で入札参加者が１者で請

負率が９８．８％と高い理由は何か。

・一般競争入札であるが、競争原理が働い

ていないように感じるが、その点について

の改善策は考えているのか。

・今後も一般競争入札では競争原理が働く

よう工夫をしていただきたい。

（建設局の一般競争入札について）

・あいち産業科学技術総合センター産業技

術センター三河窯業試験場改修工事につ

いて、一般競争入札で入札参加者が１者か

つ請負率が１００％と高い理由は何か。

・総合評価落札方式とあるが総合評価はど

のような結果であったか。

・１者となった理由としては、入札参加資

格条件の地域要件の影響が大きいのか。

・今後も一般競争入札では競争原理が働く

よう工夫をしていただきたい。

（建設局の指名競争入札について）

・一宮特別支援学校始め２校校舎等改修管

工事について、７０者指名して６９者が辞

・はい。

・建物の付帯設備の取替工事となるため、最

初に設置した業者以外では部品の準備等にコ

ストがかかることなどから他者の参加がな

く、１者の参加となったと考えられる。

入札率については、機器の見積をメーカー

から取り寄せて、設計しており、予定価格を

算出しているため、請負率が高くなったと考

えられる。

・過去の入札実績が同者であり、他者が入札

する際、機器の購入金額が落札業者に比べ、

高額となるから、落札業者以外が入札に参加

する可能性が低い。随意契約とすることもで

きるが、少しでも競争原理が働くように一般

競争入札を採用している。今回は請負率が高

くなってしまったが、今後も入札の状況を見

ながら考えていきたい。

・工事場所が碧南市であるため、三河管内の

地域の業者が参加できるよう要件を設定して

公告した。設定した工期が短く工事の手間が

かかる内容であるため、１者のみの入札かつ

高い請負率になっていると推測される。

・総合評価落札方式では価格と価格以外の要

素を含めて競争するものであるが、今回は１

者のみであったため総合評価の評価点に係わ

らず落札となっている。

・三河管内ほぼ全域を対象にしているが、技

術者配置等の業者の都合により１者のみの入

札となってしまったと考えている。

・本工事は一般競争入札で不調となった後、

指名競争入札に切り替えて発注したもの。指
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退等であり、請負率が９９．７％と高いが

その理由は何か。

・分かった。今後は競争原理が働くよう工

夫をしていただきたい。

（警察本部の随意契約について）

・中警察署エレベーター改修工事につい

て、１者での随意契約で請負率９８．２

２％と高くなっているがその理由は何か。

・入札執行回数が３回となった理由は何

か。

・見積の価格がだんだん低くなっていった

ということか。

・分かった。

（福祉局の不調・不落について）

・愛知県青い鳥医療療育センター昇降機更

新工事について、２者とも予定価格より大

幅に下回る額を入れて不落ということだ

が、予定価格が高く設定されていたとの考

えはないのか。

・参考見積を取り、それを基に予定価格及

び最低制限価格を設定しているというこ

とか。

・分かった。

名競争入札では一般競争入札の際より地域要

件を広げ、７０者を指名している。辞退理由

について半数以上の業者が技術者の配置が難

しいことを挙げ、予定価格が合わないという

理由を含めると５０者以上になり、残りは会

社都合等となる。工事名にあるように工事現

場が８キロメートル程離れた２か所での工事

となるため、制約がかかってしまうことが請

負率の高さにつながったと考える。

・設置したエレベーターの製造メーカーにし

か改修工事をできないと考え、随意契約にし、

かつ高い請負率であるがこの業者に決定し

た。

・入札された見積が１回目、２回目と合わな

く、３回目で予定価格と合致したためである。

・はい。

・予定価格算定に際し、参考見積をとって安

いものを予定価格としている。本件の入札で

は最低制限価格を若干下回り不落となり、再

度募集をかけて入札を実施したところ落札と

なった。 

・はい。 

【検討事案抽出の報告・確認】

抽出担当委員から、７月から９月までの発注工事について、１３局庁等の発注工事の中か

ら政策企画局、企業庁、都市・交通局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】

○ジブリパーク整備工事 公園緑地整備事業愛・地球博記念公園整備工事 合併工事

【政策企画局】

･主な質疑
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質問･意見 回答（要旨）

・ECI 方式はあまり見慣れない方式という

認識だが、使用した理由は何か。

・他の３つのエリアはすでに ECI 方式で

完了しているとのことか。

・その昨年の契約も今回と同様の業者が落

札しているのか。

・公募プロポーザルを実施しているとある

が、参加業者は何者か。

・１者ではあったが、評価基準に合致した

業者であったため、選定したということ

か。

・外部の有識者による意見聴取を行ったと

あるが、何回実施されているのか。

・その外部有識者委員会とは、公募プロポ

ーザルの際の委員と同じなのか。

・４回の委員会を通して、工事内容も金額

も妥当性について担保されていると考え

てよろしいか。

・金額の大きな工事に対し、見積期間が短

・実際に愛知県としてこの方式を採用したの

は、ジブリパークの整備工事がおそらく初め

てのケースである。

ECI 方式とは、２０１４年の法律一部改正

で施行されたものであり、公共工事の品質確

保の促進に関する法律（品確法）第１８条技

術提案の審査及び価格等の交渉による方式に

よるもので、「当該公共工事の性格等により当

該工事の仕様の確定が困難である場合」にお

いて適用するものである。

本件のジブリパークでの工事を進めるにあ

たり、スタジオジブリの世界観を表現する必

要があり、どのように仕様を定めていくか手

作業で試行錯誤しながら進めていく中で、通

常の工事における設計のように仕様確定する

ことが困難であったため、初めてのケースで

はあったが ECI 方式を採用した。

 本件の工事は本体工事の第２期工事として

２つのエリアを整備する内容を ECI 方式で発

注しているものである。

・昨年の７月に愛知県として初の ECI 方式を

採用した本体工事の第１期工事として契約

し、現在工事期間中である。

・はい。請負業者は同じ業者となっている。

・今回の入札については落札業者の１者であ

った。

・はい。

・合計４回の委員会を行い、仕様や価格の妥

当性を検討している。

・はい。同様の委員となっている。

・はい。

・見積依頼を通知する前段階から落札業者が
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縮されて１０日間なのは短く感じるが、問

題はなかったか。

・分かった。資料内の見積には金額のみの

記載だが、詳細についても確認できている

ものであるということか。

・分かった。

・公募プロポーザルの参加業者は１者のみ

とあったが、その理由はどのようか。

・今回の参加条件に過去の施工実績は入っ

ていないということで良いか。

・公募プロポーザルの参加業者が、落札業

者の１者のみとなった理由はどのように

考えるか。

・第１期と第２期で別々の公募プロポーザ

ルを行っているということか。

・第１期の工事金額はどのようか。

・公募プロポーザルとは、提案の内容で優

劣を決めるのか。もしくは金額も選定に入

るのか。

・業者が提出した見積について、委員会で

金額の妥当性を検証したとあるが、どのよ

うに価格交渉が行われているのか。

工事価格を算出し、有識者に妥当性を確認い

ただく流れを取っているため、通常の見積依

頼を受けて初めて価格算出を始める期間とは

異なり、短縮しても問題はないものであった。

・実際の価格交渉の段階では、細目に関して

も設計書として詳細まで確認している。

・なるべく多くの業者が参加し競争となるよ

う、参加資格条件はできる限り幅広くしてお

り、地元の業者も含め、３８者程が応募可能

な条件を設定したと考えている。

その結果が１者となってしまった。落札者は

第１期と同じ施行者であった。

・はい。

・昨年度の第１期工事でも同じように行い、

その際は３者が参加した。途中で１者が手を

下げたが最終的には２者となった。そのため

今回の第２期工事でも条件を同様にし、複数

者に参加してもらえると考えていた。しかし、

今回は１者のみの参加となってしまったこと

から、各業者個別の事情により条件が合う業

者が少なかったと考えている。

・はい。

・第２期の工事金額と同程度の規模である。

・今回のケースでは、価格評価はしていない。

・県で算出した予算としてのおおよそのター

ゲットコストと業者が自らの積算を基に算出

した全体の工事金額の見積の２つの価格差に

ついて埋める価格交渉をしている。

その中で、公共単価への置換え可能な項目

を置換えることで見積総額を下げる交渉や、

VE 提案をしてもらい施工内容の改善により

コストを削減できないかの交渉等、回数にす

ると１６回もの交渉を繰り返し行っている。

その結果１６回交渉の過程の中で合計３回の
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・最初に業者から提示された金額より低い

金額になっているのか。

・分かった。

・コストとベネフィットの検討は行われて

いるのか。

・分かった。 

価格の見直しを行い、価格交渉が成立となっ

ている。

・はい。

・今回の場合は工事単位ごとのベネフィット

を算出していないが、ジブリパークを整備す

るにあたり全体の事業費に対する経済効果に

ついて試算している。その結果、投資した額

に対し波及効果の額が上回ると想定してい

る。

○第２北部幹線第４工区配水管製作接合工事【企業庁】

･主な質疑

質問･意見 回答（要旨）

・入札業者の４者の請負率について、３者

同額で残りの１者も極めて近い金額とな

っているが、その理由は何か。

・県の見積と各業者の見積とで金額が大き

く異なる工事項目の費目はどのようなも

のか。

・入札業者の積算の中で材料費が取引先と

の関係で安く調達できるとあったが、管工

事では請負率が低くなることが多いと感

じるがいかがか。

・そもそもの県の見積設定方法について見

直すといった検討をしないのか。

・今回の工事は鋼管材料費、労務費等すべて

公表している単価のみで積算されているもの

である。企業庁のホームページに公開されて

いる積算基準、歩掛表、設計単価に加え、低

入札価格調査等実施要領で失格判断基準の率

等を公表していることにより、業者が最低制

限価格を推察でき、各業者の受注意欲が高か

ったため低い価格の入札となったと考えてい

る。

・入札時の内訳書において、直接工事費、共

通仮設費、現場管理費及び一般管理費の４項

目については、１者の１項目が少額の差があ

る以外はすべて同額である。項目の中の内訳

では多少相違があったが全体の合計額として

は３者が同額、１者が少額の差となっている。

県の基準価格と比較すると、一般管理費が低

く入札されており、役員報酬等の利益を低く

見積もっても受注したいという意欲が高かっ

たためと思われる。

・はい。その通りである。

・設計単価について、毎年市場価格を調査し

８月に見直しを行っている。そのため市場価
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・管工事では取引先との関係で材料費が低

く抑えられるケースが多いことは考慮し

ないということか。

・低入札調査にて、人件費を削減したこと

により、労働条件が過酷でないか等の確認

はしているのか。

・分かった。

・低入札の価格制限を業者に公開している

のか。

・それで各業者ぎりぎりのところで入札さ

れたことにより、各業者同じような価格と

なっているのか。

・分かった。

格を基に算出する予定価格は妥当なものと考

えている。

・予定価格は、どの業者が積算しても入札可

能な価格であるべきと考えている。個別事案

の企業努力による低入札の実績によって予定

価格を算定することは、そもそもの入札参加

を制限することにつながるため、適切ではな

いと考える。

・聞き取り調査にて確認している。

・価格自体を公表しているのではなく、算定

式を要領等で公表している。

・積算する能力のある業者であれば最低制限

価格を推察できるため、そのようなことにな

る。

○特定港湾施設整備工事 護岸工【都市・交通局】

･主な質疑

質問･意見 回答（要旨）

・工事場所について企業庁と都市・交通局

が隣接しているが管轄が分けられた理由

は何か。

・企業庁の管理する箇所についての工事は

いつ行われたのか。

・見積回数が４回にも及んだ理由は何か。

・結果的に県の予定価格の見積は低すぎた

ということか。

・それで説明にあったように、企業庁の工

・当初は一体的に企業庁が埋立・造成を行い、

そのうち道路予定地と道路に隣接する護岸を

港湾管理者として当港務所が管理を引き受け

たもの。

・今年度の７月１４日からの工期で同じ業者

へ発注している。

・回を重ねるごとに徐々に低い金額となり、

４回目に初めて予定価格を下回ったためその

時点で決定した。

・今回の場合、随意契約の見積は設計金額を

事前に提示しているものではないため、業者

がなるべく高い金額で落札したいと考え、ま

ず高い金額での見積書の提出をし、徐々に金

額を低下させている。県の積算は適切である

と考えている。

・削減できている。随意契約において業者か
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事と仮設を一体的に利用することで工事

費の削減ができているのか。

・請負率が９９．７５％と高くなっている

が妥当な金額と考えているのか。

・分かった。

・企業庁で発注された工事の入札状況はど

のようであったか。

・請負率はどのようか。

・削減することができた汚濁防止フェンス

分の工事費はいくらになるのか。

・企業庁が発注するときの予定価格の積算

方式と今回の積算方式は同じと考えてよ

いか。

・落札者が企業庁の工事での９７．１％の

落札の際の積算と同じような計算をすれ

ば今回も落札できることをわかりながら、

高めの金額で見積書を提示してきたとい

うことか。

・企業庁が発注する前に調整して一体の工

事として発注することはできなかったの

か。

・分かった。

らの見積書が予定価格を上回った場合には、

業者が金額を下げた見積書を再提示するか、

契約を見送り不落にするか、選択できる。そ

のため今回は３回業者が改めて見積書提示す

ることを選択し、４回目に決定となった。

・設計額を下回っているため妥当な金額と考

えている。業者からの見積書再提示の際の金

額を低くする幅がたまたま予定価格の少し下

の金額となったため、９９．７５％と高い請

負率になっている。

・一般競争入札で３者の参加があり同者が落

札したと聞いている。

・請負率は９７．１％となっている。次点の

業者が９８．３％、その次の業者が９９％で

あった。

・６０メートルのフェンスでおおむね１００

万円の削減になると積算している。

・同じ工法で見積をとり、県の基準等で計算

しているため、基本的には同じになる。

・業者としても手作業が多い工法の工事とな

るため、なるべく高く落札したいと考えたも

のと想定される。

・企業庁とは工法等について１～２か月検討

した。検討する中で、企業庁の工事でのフェ

ンスを活用することができると提示を受け、

工事価格を低くする調整ができた。

【入札契約手続の運用状況等の報告 追加説明】

（農林基盤局）

説明 委員の反応

・先程委員よりご質問いただいた件につい

て調査したところ、指名競争入札の自然環

境保全治山事業第１－２号工事の条件設

定について、事業地の瀬戸市と隣接の市の

・１－１工事は一般競争入札にして、１－２

工事は指名競争入札とした理由は何か。
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土木一式のB・Cから１３者選定している。

また同事業第１－１号工事については、一

般競争入札で４者参加し、９３．０％で落

札されている。

１－１工事は斜面の高さはあるが道路

に割と近い現場であり、１－２工事は渓流

の奥地まで行って谷止を作る工事であり、

工事内容の差から請負率の差になったの

ではないかと考えている。

・１－１工事は５千万円以上の工事金額で

あったため一般競争入札とし、１－２工事

は５千万円未満の工事金額であったため

指名競争入札としている。

・分かった。

【検討結果のまとめ】

 本日の定例会議における検討結果を申し上げる。委員会として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。

【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                      


