
青森県入札監視委員会議事概要 

○ 開催日時  令和３年６月１７日（木） ９：３０～１２：００ 

○ 開催場所  青森県庁南棟４階Ｂ会議室 

○ 出席委員  委員長  赤津 重光 （弁護士） 

委 員  國方 明  （青森公立大学准教授） 

委 員  小藤 一樹 （八戸工業大学准教授） 

委 員  丸居 篤  （弘前大学教授） 

委 員  緑川 芳順 （東日本建設業保証（株）青森支店長） 

○ 県事務局    監理課建設業振興グループ 高嶋副参事、埓見主幹 

工藤主査、 田澤主事 

○ 次第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）入札方式別発注工事及び指名停止の運用状況の報告 

高嶋副参事から、令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までの間に行わ

れた入札方式別発注工事の状況（一般競争入札１件、条件付き一般競争入札１７

３件、指名競争入札６２３件及び随意契約９件の計８０６件）及び令和２年１１

月１日から令和３年４月３０日までの間に行われた指名停止の運用状況（計１

件）について、報告があった。 

（２）抽出結果の報告 

抽出の委任を受けた小藤委員から、入札方式別発注工事一覧表から入札方式別

に計７件抽出したことが報告された。 

（抽出事案一覧） 

  入札契約方法 工事名 発注機関名 

① 随意契約 
青美第 3号  

青森県立美術館自動制御設備改修工事 
観光国際戦略局 

② 一般競争入札 
営工東青 2 第 1016号  

青森県警察本部庁舎耐震･長寿命化改修工事 

東青地域県民局

地域整備部 

③ 
条件付き 

一般競争入札 

営工東青 2 第 1019号  

青森県警察本部庁舎耐震･長寿命化改修空気調和

設備工事 

東青地域県民局

地域整備部 

④ 
条件付き 

一般競争入札 

承流 1下 第 4号  

岩木川浄化ｾﾝﾀｰ砂ろ過接触棟受変電設備外更新

工事 

中南地域県民局 

地域整備部 



⑤ 指名競争入札 
総河 第 1-4号  

平川総合流域防災（浅瀬石川加速化対策）工事 

中南地域県民局

地域整備部 

⑥ 指名競争入札 
債 第 2800号  

黒崎海岸海岸維持工事 

西北地域県民局

地域整備部 

⑦ 指名競争入札 
県債 第 6340号  

国道 102号外道路管理工事 

上北地域県民局

地域整備部 

 

（３）抽出事案の審議（要旨） 

① 随意契約 

「青美第 3号 青森県立美術館自動制御設備改修工事」 

 観光国際戦略局 

委員 

（敬称略） 

質問・意見 回答 

小藤 美術館の空調設備は、

（株）ジョンソンコン

トロールズが独自開発

しているものなのか。 

自動制御盤のシステムやセンサー等は（株）ジョ

ンソンコントロールズが独自開発したものです。 

（株）ジョンソンコン

トロールズの空調設備

の特徴は何か。 

美術品の管理・保全をするために、温度と湿度を

きめ細かくコントロールしなければ、美術品に痛

みが出てきてしまいます。そこを管理できるの

が、（株）ジョンソンコントロールズの設備でし

た。 

全国の美術館も、空調

設備は（株）ジョンソ

ンコントロールズの設

備が多いのか。 

導入事例は多いそうです。 

当初、（株）ジョンソ

ンコントロールズの空

調設備を導入したこと

により、更新工事が高

くついてしまうことは

ないのか。 

ありません。 

 

 

 



委員 質問・意見 回答 

丸居 誰が（株）ジョンソン

コントロールズから提

出された見積りを精査

したのか。 

設計業者及び美術館担当者で精査し、他部局にも

御教示いただきました。設計を担当していただい

た方については、竣工当時の空調衛生設備設計の

担当をしていた方であり、美術館に非常に精通し

ています。 

営繕単価を精査し、美術館に常駐している設備管

理者の確認もいただきました。 

（株）ジョンソンコン

トロールズから提出さ

れた見積りどおりの金

額なのか。 

そうです。見積りの金額が適切かどうかは、仕様

や他メーカー等の積算資料を確認しました。 

國方 外調１機、空調４機の

一部の空調設備の更新

なのか。 

予防保全という形で、空調設備の消耗品を交換し

ました。 

今後も同様の予防的更

新が起こりうるのか。 

そうです。 

緑川 施工箇所の割に工期が

長いが、どのような事

情があるのか。 

美術館の管理運営上、期間が限られていること

や、配管からの水漏れ等の不測の事態を想定し

て、工期を長めに設定しました。 

また、平日休日問わず開館していて、空調を止め

るわけにはいかないので、休館日に集中的に工事

を行っています。毎月の休館日にのみ工事を行う

ため、工期が長くなっています。通常、休みは月

に１～２日程度ですが、９月は休館日を５日設け

て、工事を行いました。 

 

 

 

 

 



② 一般競争入札 

「営工東青 2 第 1016号 青森県警察本部庁舎耐震･長寿命化改修工事」 

東青地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 入札参加者が２者にな

った理由は何か。 

全体の金額は大きいが、工期が５年と長いため、

１年に換算するとそこまで大きい金額にならない

ので、技術者の配置等を検討した結果、難しいと

考えたのではないかと思われます。工事の特殊性

も加味して、なかなか手が出せなかったのではな

いかと思います。 

２者を採点した結果、

１位２位はどのように

して決まったのか。 

価格と価格以外の評価点で、落札決定に至ってい

ます。価格以外の評価点で差がついたのは、技術

提案の課題による採点です。 

丸居 落札者の技術提案のう

ち、どの辺りが評価さ

れたのか。 

施工上の課題のうち、（１）「耐震補強工事での既

存躯体の増設壁との接合に関する施工精度の確保

及び既存躯体保護に関する工夫」では「耐震補強

工事」に関する部分、（２）「効率の良い資材・発

生材の搬出入計画及び外部の通行人等第三者の安

全確保ならびに在館者に対する安全対策」では「搬

出入計画」に関する部分で評価されました。 

國方 「工事の特殊性」とい

う話があったが、技術

提案書を出していただ

く際に、特殊な工事で

あることが業者に伝わ

った結果、入札参加者

が２者になってしまっ

たのか。 

公告の際に公表した図面や入札説明書により、当

該工事は、入所者との綿密な打合せの上、ローテ

ーションしながら施工する必要があること、施工

上の課題をクリアしつつ工事を進める必要がある

ことが見て取れますので、業者としては取り組み

にくい工事だったのではないかと考えられます。 

 

 

 

 



③ 条件付き一般競争入札 

「営工東青 2 第 1019号 青森県警察本部庁舎耐震･長寿命化改修空気調和設備工事」 

東青地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 想定有資格共同企業体

数が１８者ですが、実

際の入札参加者数が１

者になったのは、「青

森県警察本部庁舎耐

震･長寿命化改修工事」

と同様に、工期が長く、

割に合わないことが原

因なのか。 

そのように解釈しています。 

工事中、技術者の配置が必要になりますが、工期

が長くなると、先々の予定を立てることが難しく

なる点も原因かと思われます。 

緑川 入札参加資格につい

て、「各構成員が、県

内に本店を有している

こと」という記載があ

るが、県外業者が参加

する余地がないという

解釈でよろしいか。 

そうです。 

入札参加資格のうち、

工事の施工実績には、

構成員の施工実績も加

味されるのか。 

同種の工事の施工実績については、ＪＶの代表者

のみに条件を設定していますので、構成員の施工

実績は問われません。 

 

 

 

 

 

 

 



④ 条件付き一般競争入札 

「承流 1下 第 4号 岩木川浄化ｾﾝﾀｰ砂ろ過接触棟受変電設備外更新工事」 

中南地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 入札参加者が１者にな

った理由は何か。 

考えられるのは、今回の工事場所の下水道施設で

は、停電可能時間が３時間程度のみであるため、

数回に分けて作業をする必要があることです。ま

た、青森県の電気工事業の技術者の数が限られて

いることも要因となっているのではないかと思い

ます。 

赤津 当該設備は、特定の業

者が扱わなければなら

ないというようなもの

か。 

そうではないと考えています。 

特定の業者でなければ施工できないということで

あれば、随意契約や指名競争入札等により契約事

務を進めることになります。 

緑川 応札前に、業者から工

事に関する問合せはあ

るか。 

ありませんでした。 

今回の工事は、ＪＶによる工事ということで、Ｊ

Ｖを組む前の段階で問合せが来ることは少ないで

す。 

國方 

 

想定有資格共同企業体

数について、設定資格

要件（１）から（１８）

までに該当する業者を

選ぶと２０者になるの

か。 

ＪＶの代表者となり得る県外業者は４４者、構成

員になり得る県内業者は２０者いたため、想定有

資格共同企業体数を２０者としました。 

県外業者については、「下水道処理施設電気設備工

事に係る１５千万円以上の施工実績を有するこ

と」という要件を設定し、絞り込みました。 

丸居 ＪＶの代表者を県外業

者に限定しているが、

代表者を県内業者まで

広げると、入札参加者

が増えるのではない

か。 

今回の工事には、キュービクルの作成が含まれて

おり、自動制御に関するコントローラ盤と既存の

設備とのマッチング等を考慮して、県外の比較的

大きい業者が代表者となるように資格を設定しま

した。 

 

 

 



⑤ 指名競争入札 

「総河 第 1-4号 平川総合流域防災（浅瀬石川加速化対策）工事」 

中南地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 関連工事落札者を入札

参加者から外す理由

は、広く、色々な業者

に落札機会を与えると

いうことでよろしい

か。 

そうです。 

國方 関連工事落札者が落札

した「総河第 1－2平川

総合流域防災（加速化

対策）工事」と、今回

の工事の施工場所は隣

接しているのか。 

隣接していない、別の場所です。 

⑥ 指名競争入札 

「債 第 2800号 黒崎海岸海岸維持工事」 

西北地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 指名業者を選定した理

由のうち、「つがる市及

び西津軽郡に本店を有

する」とはどういうこ

とか。 

「建設業の許可を有する営業所の所在地が、つが

る市及び西津軽郡にあること」ということです。 

⑥ 指名競争入札 

「県債 第 6340号 国道 102号外道路管理工事」 

上北地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

小藤 落札率が９６．９％と

高めであるのはなぜ

か。 

管理工事であるため、夜間、休日を問わず対応が

必要な工事であり、計画的に施工できるわけでは

ないため、ある程度、落札率が高くなっていると

思われます。 

 



３ その他  次回開催予定日は、令和３年８月頃別途各委員へ日程照会を行うこと

とした。次回事案抽出の担当は、丸居委員とする。 

 

４ 閉会 

 

事務局： 青森県県土整備部監理課建設業振興グループ  

電話 ： ０１７－７３４－９６４０ 


