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資料１－３ 

入札監視委員会 平成 18 年度第 6回会議の議事録 

意見・質問 回  答（説明） 
（１）予定価格の事前公表及び条件付一般競争入
札について 
 
 
 
 
・ 業種別の落札率推移の中で、管工事の落札率
は平成 16 年度に一気に下がり、平成 17 年度には
他の業種と同じ程度に戻り、平成 18 年度にまた
下がっているがなぜか。 
 
・ 予定価格の事前公表を行ったねらいは、落札
率を下げることかと思うが、その効果についてど
う評価しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 業者の緊張感という面から、事後又は事前の
どちらが効果があったか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 予定価格を事前公表したことに対する業者側
の反応はどうか。自分なりには、発注者への介入、
予定価格を詮索されないという面から、良い方法
だと思う。 
 
 
 

＝予定価格の事前公表を行った前後における落札
率の推移と事前公表による落札率低下の効果に
ついて、及び、条件付一般競争入札導入以降の
入札・随意契約実施件数と落札率の推移につい
て説明＝ 
 
・ 他の業種と比べ、各業者間の競争意識が相当
強いように感じている。 

 
 
 
・ 他にも落札率に影響すると思われる制度改革
を行っていることから、予定価格の事前公表自
体が具体的にどの程度落札率を下げる効果があ
ったか測ることはできないが、何らかの影響は
あったと考えている。ただ、効果には限界があ
り、入札・契約制度は毎年工夫していかないと、
落札率は固定してしまうと思われる。また、今
後の制度改革により、他の方法の方が落札率を
下げる効果が高いことがわかれば、予定価格の
事前公表の影響は少なくなっていることから、
予定価格を公表する時期はどちらでもよいので
はないか。その時点で改めて、予定価格を事前
公表とするべきか事後公表とするべきか再検討
する。  

・ 設計額を基に予定価格を設定するが、どちら
も大体の価格は業者で推測できるものであるこ
とから、透明性を高める意味で事前に公表して
もよいのではないかという意見が別の会議の中
であったことが試行するきっかけとなったもの
であり、業者側の緊張感には余り影響はないと
考える。また、落札率を低めるというのは、事
前公表することで最初から期待していた効果で
はなくプラスアルファの部分である。 
 
・ 応札する際の目安とすることもできる反面、
自ら積算せず入札に参加することができてしま
うことから、どうすれば、きちんと積算し応札
してもらえるかが今後の課題である。また、予
定価格を事後公表としている場合、予定価格が
漏洩してしまえば官製談合となってしまうこと
から、これを防ぐことができるメリットもある。
更に、予定価格内に収まらなければ落札者が決
定せず、再入札となってしまうが、予定価格を
事前公表することにより再入札の手間や時間を
省くこともできる。 
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意見・質問 回  答（説明） 

（２）定例会議 
① 発注状況の報告 
 
意見・質問なし 
 

＝平成 18 年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの工事
発注件数及び金額について報告＝ 
 

② 指名停止措置状況の報告 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 昨日の朝日新聞の記事で、課徴金減免制度と
いうのがあった。これはどういうものか。また、
市でも適用を考えているか。 

＝平成 18 年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの指名
停止措置状況について報告＝ 

 
・ （上越機工）平成 17 年 9月に不渡りを出し、
倒産には至らなかったものの経営再建を目指し
ている。このため、市では指名を控えている状
態。有資格者名簿に残っていることから、賃金
不払いにより指名停止となったものである。    
以降は、談合関係での指名停止である。 
 
・ 課徴金、いわゆる談合したことに対する罰金
を自首した順番によって減免するものである。
罰金がそのままだと自首するメリットがないた
め導入された。県がこの減免制度を指名停止に
活かすようになれば、当市でも検討したい。 

 
③ 抽出案件の審議 
（市役所発注案件） 
『１ 春日保育園改築工事』 
・ 予定価格を事前公表し、最低制限価格を設定
しているものは、業者側で制限価格を推測できる
ことから、制限価格に近いものがあってもいいと
思うが、実際は少ない。 
 
 

 
 
 

・ 発注工事一覧表をみると、まんべんなく幅広
い業者が落札しているように感じる。きちんと積
算せず、予定価格の 94％くらいで応札すれば落
札可能という考えがあるのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 競争性を確保するために、地域性の解消は課
題であり、積極的に取り組んでもらいたい。予定
価格に近い応札をする業者は受注意欲がないと
考えてよいか。 
 
 

 
 
＝概要説明＝ 
・ 予定価格の設定方法は自治体によって異な
り、設計額をそのまま予定価格としているとこ
ろもあるが、上越市では予定価格イコール設計
額ではない。設計額の内訳の中から最低限必要
とされる費用を基準に最低制限価格を設定して
おり、これ以上安ければ粗悪工事となるような
ギリギリの価格であるため、なかなかそこまで
の額で応札する業者はないと考えている。 

 
・ 落札率を出来るだけ下げ、税金を有効に使お
うという考えから制度改革をしているわけであ
るが、落札率が現在のように高止まりの場合、
制限価格の本来の役割を果たしていない。一概
に落札率が低いから良い、高いから悪いとは言
えない。落札率何％を目標とするのではなく、
本当に競争性が十分に働いた結果であれば、適
正な結果であると考えている。ただ残念ながら
まだ上越市では競争性が十分に働く制度となっ
ておらず、特に地域性の解消が課題となってい
る。 

 
・ 予定価格に近い応札をする要因のひとつに
は、現在抱えている工事の有無が大きく影響す
る。入札を辞退することもできるが、格好悪い
ため、高い額での応札となるようだ。 

 
 
 

 



3 

 

意見・質問 回  答（説明） 
『２ マンホールポンプ設置その１工事』 

・ 落札率が 90％を切っており、それなりに競争
があったと思われる。 
 

・ 発注工事一覧の契約№9、10 が同じような工事
であることから、安く応札でき同じ業者が落札で
きたのかと思った。 
 

＝概要説明＝ 
 

『３ 春日中学校給食室増築工事』 
・ 前回の会議でも言及したが、指名時に企業の
経営体力の把握はできないのか。工事が遅れると
市民に迷惑がかかる。こんなことにならないよう
情報収集に努めてほしい。 
 
 
 
 

・ 企業の財務状況の把握方法については今後の
課題としてほしい。ドライシステムとはどんなも
のか。 
 

＝概要説明＝ 
・ 倒産時に上越市発注の工事を5件抱えていた。
登録時に経営事項審査という財務状況も含め多
方面から客観的に判断する指標により確認して
いるが、この審査だけでは今現在の状況は把握
できない。ただ、企業の倒産などによる工事の
遅れについてはあってはならないことだと考え
ている。 

 
・ 衛生面や安全面などから、調理室の床を常に
乾燥させておくようにするために、排水溝など
の改良を行うものである。 

 

『４ 道路舗装改良工事』 
・ 発注工事一覧表から、同日入札や同じ又は近
い区域の工事の発注では、同じ業者が受注する傾
向があるように見受けられる。 
 
 
 

＝概要説明＝ 
・ 業者が必要な技術員を配置できないなど施工
能力以上に受注してしまうことを避けるため、
同じような業種の場合には日や時間を変えて発
注している。同種の場所が近い工事では経費が
安くなる。 

 

『５ 2-212 他舗装復旧工事』 
・ 前の「道路舗装改良工事」より金額が低いが、
指名業者数が多いのは何故か。 

＝概要説明＝ 
・ 区発注の工事では、旧町村の指名実績に基づ
いて業者を選定しているが、数が少ない場合、
近隣区の業者を加えている。Ａランク工事の場
合、Ａランク業者しか追加できないが、金額が
少ない工事の場合、Ｂランク業者からも指名で
きる。旧町村の入札案件は、指名実績に加えて
金額も見てバランスを考えている。 
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意見・質問 回  答（説明） 
『６ 下水道舗装本復旧工事』 

・ 発注工事一覧表の№45 から№50 が同じような
工事で施工場所も近く、少数の業者による寡占状
態であることから抽出案件とした。 
 

・ 落札率も似通っている。 
 

・ 結果的に 2社で独占しているが。 
 

・ 旧町村の指名実績により指名すると、業者が
限定されてしまうのでは。 
 
 
 
 

・ 結果をみると業者が限定されており望ましく
ないことから、何らかの対策を講じてほしい。 
 

・ 行政の姿勢について問いたい。業者への支援
の仕方が間違っているように思われる。甘やかす
のでなく、育てる方向に。行政は業者側に立つの
ではなく中立の立場を保ってもらいたい。 
 

・ ある程度過去の指名状況まで勘案し、あまり
入札結果が変わらないようなら、新たなメンバー
を指名するなど工夫すべき。 

 
・ 発注工事一覧№185 から№188 の結果をみると
工事概要はほぼ同じで、長さが異なるだけのよう
である。そこで、1ｍあたりの単価を計算してみ
たところ、№185 は約 138 千円、№186 は約 121
千円、№187 は約 46 千円、№188 は約 118 千円と
いう結果となり、同じような工事なのに随分違う
ことに驚いている。工事の効率という面から、こ
んなに区分けして発注しなければならないのか。 

 
 

 
・ 発注状況一覧をみると、名立区の工事はほと
んど 1社が独占している。一般市民の目から見る
とおかしいのではないか。指名要件を改善する余
地がある。 

 
 

＝概要説明＝ 
 
 
 
 
 
 
・ 営業区域のようなものがあるのかも知れない。 
 
・ 今後は実績にとらわれず、指名していくように
していかなければならない。舗装工事は特に、
アスファルトフィニッシャーという機械を持っ
ていることが指名条件となってしまうため、よ
り限定される傾向にある。 

 
 
 
 
・ 行政の「支援」の仕方が「抱擁」でなく「育
成」となるように、特に地域性により業者が継
続的に限定されることがなくなるように努めた
い。 

  
 
 
 
 
・ 区の工事については、区に本社のある業者が
落札するケースが多い。また、今回のケースは
災害復旧ということもあり、特に地元業者から
支援してもらうという意識が強い。更に、急い
で復旧しなければならないという時間的な制約
もある。一括して発注すれば確かに効率的だが、
工事が完成するまでの時間は分割したときより
も必要となる。今までこういった分析はしてこ
なかったため、区毎の傾向があるかどうか見て
いきたい。 

 

『７ 下水道舗装本復旧工事』 
 
意見及び質問なし 

＝概要説明＝ 
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意見・質問 回  答（説明） 
『８ （仮称）五智地区歴史の里新築空調設備工
事』 

・ 落札率が 60％台というのは珍しいのではない
か。 
 
 

・ 同額での入札が多いようである。 
 

・ 積算内訳は業者からもらっているか。 
 
 
 
 
 

・ 機器に関する費用は他社と差が出ないことか
ら、人件費を安くするしかないのではないか。 
 
 

＝概要説明＝ 
 
・ 低価格で落札した場合、事情を個別に聞いて
いる。今回の場合、今までの工事実績も優秀で
あり、問題ないと判断した。 

 

・ 積算内訳書はもらっていない。監督を重点的
に行ったり、事前に事情聴取を行うことで工事
の質はカバーできている。 
 
・ 工事の竣工後には、評価も行っている。 
 
・ 工事を受注する場合、企業それぞれの大きな
戦略の中で個々の工事の受注を決めていく。ひ
とつの工事が低価格だったからといって即人件
費や下請けへのしわ寄せにつながるとは考えて
いない。今回のケースでは業者の地元での工事
であり、どうしても受注したいということがあ
ったのではないか。 
 

（ガス水道局発注案件） 
『９ 城山浄水場浄水施設改良工事』 

・ 条件付一般競争入札の案件だが、2社の応札し
かなかったのは残念。 

 
＝概要説明＝ 
・ 市内では要件に該当する業者が 2 社しかなか
ったことから、あまりに少なく競争性が働かな
いと判断して地域要件を県内業者に広げ、登録
者名簿などから応札可能な業者が70社ほどある
と見込んでいたが、結果的に 2 社の応札となっ
た。 
 

『１０ ガス水道管入替その２工事』 
・ ㈱植木組、新貝工業㈱、北陸工業㈱が同額で
応札している。前に説明を受けた「下水道舗装本
復旧工事」でも㈱植木組、丸運建設㈱、本間道路
㈱が同額の応札をしている。 
 

・ 先に落札率を決めて応札すると同額入札が多
くなるのではないか。  
 

・ 予定価格に対しても応札額が高めであること
から、あまり受注意欲もなかったものと思われ
る。 

＝概要説明＝ 
 

●その他 
・ 改善のための課題もあると思うが、入札監視
委員会のような形で、市民の目線での監視を継続
していくことが大切である。委員の皆さんには、
今後も様々な提言をお願いしたい。 

 
・ 今回が最後の定例会となるが、この間に意見
をいただいた「条件付一般競争入札の地域性の
拡大」「制限価格の有効性の検討」「適正な発
注時期」等を踏まえ、市民の視点に立った発注
に努めていきたい。 

 


