
青森県入札監視委員会議事概要 

○ 開催日時  令和４年６月２４日（金） １４：００～１６：００ 

○ 開催場所  青森県庁南棟４階Ａ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  百済 飛希 （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 進藤総括主幹、埓見総括主幹 

川村主事、大里主事 

○ 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 

進藤総括主幹から、令和３年１０月１日から令和４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０件、条件付き一般競争入札 

１５７件、指名競争入札７０３件及び随意契約１１件の計８７１件）及び令和３

年１１月１日から令和４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國方委員から、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 
条件付き 

一般競争入札 

承 第 5-51-8 号  

国道 279 号（むつ南バイパス）道路改良工事 

下北地域県民局 

地域整備部 

② 指名競争入札 
繰 第 6053 号 

松舘川河床整理（緊急自然災害防止）工事 

三八地域県民局 

地域整備部 

③ 
条件付き 

一般競争入札 

第 587 号  

東北横浜線舗装補修工事 

上北地域県民局 

地域整備部 

④ 指名競争入札 
第 618 号 

岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事 

中南地域県民局 

地域整備部 

⑤ 随意契約 
大特河 第 52-4 号  

金木川大規模特定河川工事 

西北地域県民局 

地域整備部 



⑥ 指名競争入札 

債水環 第 2102-2 号  

青森県津軽海峡地区（三厩第 2工区）水産環境

整備工事 

東青地域県民局 

地域農林水産部 

⑦ 
条件付き 

一般競争入札 

営工中南 3第 2003 号 

白神山地ビジターセンター改修機械設備工事 

総務部 

(東青地域県民局

地域整備部) 

 

（３）抽出事案の審議（要旨） 

① 条件付き一般競争入札 

「承 第 5-51-8 号 国道 279 号（むつ南バイパス）道路改良工事」 

 下北地域県民局地域整備部 

委員 

（敬称略） 

質問・意見 回答 

國方 想定有資格者数は１５

者だが、入札参加者が

４者となった理由は何

か。 

同時期に、下北管内で多数の災害関連工事を発注

していたため、技術者の不足等により入札参加者

が少なくなったと考えられます。 

小藤 入開札一覧表の価格評

価点は、予定価格と入

札金額との差を換算式

で出しているのか。 

そうです。 

価格以外の評価点の１

位と２位との差は、技

術提案の内容に差があ

ったということか。 

技術提案の内容というよりは、配置技術者の配点

の差が影響しています。 

総合評価落札方式が標準型又は簡易型Ⅰの場合

に技術提案を求めています。 

それ以外については、技術者の資格や工事成績評

定点等で評価しています。 

赤津 より高度な資格を持っ

た技術者を配置出来れ

ば、評価があがるとい

うことか。 

そうです。 

 

 



② 指名競争入札 

「繰 第 6053 号 松舘川河床整理（緊急自然災害防止）工事」 

三八地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

國方 工事の等級はＡ級だ

が、指名業者の等級は

特Ａ級なのはどういっ

た理由か。 

工事の等級については、金額によって定めており、

今回はＡ級でした。 

指名業者の等級については、施工する際に高度な

技術が必要とされるものでしたので、今回は特Ａ

級の業者を指名しました。 

１５者指名して１１者

辞退している理由は何

か。 

１１月から３月までで工事を終わらせなければい

けないということと、河川工事は非出水期に発注

することが多く、ほかの工事を抱えていたり、技

術者の問題があるためと想定しています。 

小藤 Ａ級の業者ではなく、

特Ａ級の業者を指名し

たことが、辞退者が増

えた理由として考えら

れないか。 

業者数としては、Ａ級の方が特Ａ級の業者数より

多いですが、仮にＡ級の業者を指名していれば、

辞退者が減っていたとは、はっきり言えないです。 

指名業者数は基準を満たしているので適正である

と思います。 

入札金額が１円単位ま

で同じことはあるの

か。 

あります。業者が最低制限価格を積算する能力が

あれば可能です。 

当該工事が単純な内容だったため積算もそこまで

難しくなかったように思います。 

丸居 落札価格は、最低制限

価格と同額か。 

同額です。 

最低制限価格を積算で

きるソフトウェアがあ

るのか、それともガイ

ドラインにそって積算

すれば分かるものなの

か。 

積算ソフトは販売されているため、それを使用す

る場合と、最低制限価格の積算ルールは公表され

ているので、自社で積算している場合もあります。 

 

 

 



③ 条件付き一般競争入札 

「第 587 号 東北横浜線舗装補修工事」 

上北地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

國方 想定有資格者数は２４

者だが、入札参加者が

５者となった理由は何

か。 

同時期に多数の工事を発注したため、別の工事の

入札や準備等のために参加しなかったことが考え

られます。 

今回は総合評価落札方

式が簡易型Ⅱなので、

価格以外の評価点は技

術者の資格など（技術

提案以外）で点数をつ

けているのか。 

そうです。 

総合評価のガイドラインで評価項目、評価基準が

定められておりますので、それに従い点数をつけ

ています。 

小藤 価格以外の評価点は工

事実績や配置技術者等

で点数をつけている

が、価格以外の評価点

が低い業者でも工事の

質は担保されるものな

のか。 

価格以外の評価点が低いことが、工事の質に直接

関わるものではないと考えているため、施工は可

能であると思います。 

丸居 ほかの４者が予定価格

と同額で入札に参加し

た理由は何か。 

同時期に多数の工事を発注したため、とりあえず

参加はすることにして、条件が良い工事があれば

そちらに力をいれるようにした結果ではないかと

考えます。 

予定価格と同額で落札

されることはあるか。 

あります。 

百済 価格以外の評価点は閾

（しきい）値があるか。 

何点未満だとよろしく

ないとか、仮に０点で

もいいのか。 

ないです。 

価格以外の評価点は、何点以上でなければ失格に

なるということはありません。理論上は０点にな

ることもあります。 

丸居 価格と価格以外の評価

点の満点はそれぞれ何

点か。 

価格評価点は７０点満点で、価格以外の評価点は

２０点満点です。 



委員 質問・意見 回答 

丸居 価格評価点は、予定価

格と入札金額の割合で

出てくるということ

か。 

そうです。予定価格から１円でも低ければ価格評

価点が加点されて、数値的判断基準までは点数が

加点されます。低入札調査基準価格を下回っても

点数は少しずつ伸びます。 

④ 指名競争入札 

「第 618 号 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事」 

中南地域県民局地域整備部  

委員 質問・意見 回答 

國方 総合点の高い業者を指

名したとあるが、名簿

の中に総合点が記載さ

れているということ

か。 

そうです。 

入札金額が１円単位ま

で同額の業者が多数い

るが、こういうことは

しばしばあるか。 

あります。 

⑤ 随意契約 

「大特河 第 52-4 号 金木川大規模特定河川工事」 

西北地域県民局地域整備部 

委員 質問・意見 回答 

國方 西北地域整備部から随

意契約がもう１件ある

が、契約内容は何か。 

仮橋の賃料を随意契約したものです。 

小藤 

 

仮設物の賃料を随意契

約したということだ

が、随意契約の基とな

る工事はどのように落

札者を決定したのか。 

条件付き一般競争入札の総合評価落札方式簡易Ⅱ

型で決定しました。 

随意契約の基となる工

事を落札すれば、次年

度も継続して契約でき

るということか。 

賃料払いが発生する期間について、年度をまたい

だ場合は随意契約を行っています。 



委員 質問・意見 回答 

小藤 河川工事ということ

で、仮設物は出水期に

は撤去し、非出水期に

再度設置するという方

法は取らなかったの

か。 

施工現場が川から外れた丘側にあり、増水等の影

響はないと考え、仮設物を存置する方法にしまし

た。 

丸居 賃料の計算は、仮設物

の単価と借りている期

間等で算出しているの

か。 

そうです。基準に則って賃料を計算しています。 

基となる工事の発注時

点で、賃料等が発生す

ることは分かっていた

のか。 

施工時点で昨年度内に仮設物を撤去する段階まで

工事が完了しないことが分かったため、仮設物を

存置することにしました。仮設物の賃料について

は、年度ごとに契約することが原則とされている

ことから随意契約しました。 

百済 基となる工事の変更契

約等では対応できない

ということか。 

そうです。 

赤津 賃料を支払う対象物

は、川の流れを仮止め

するための材料か。 

今回製作した橋台は、河川堤防の堤内地側に設置

したため、川の流れを仮止めするものではありま

せん。 

丸居 工事内容に仮設物の設

置、撤去が含まれてい

る場合は、積算に仮設

物の賃料も含まれてい

るか。 

含まれています。 

 

 

 

 

 



委員 質問・意見 回答 

赤津 年度内に仮設物を設置

し、撤去するものにつ

いては、分割発注の必

要はないので賃貸借の

契約方式をとらない。 

会計年度をまたぐもの

については、存置して

いる仮設物の賃貸借契

約を結ぶために、３月

３１日で契約を切り、

４月１日以降は賃料を

発生させて別発注とし

ているということか。 

そうです。 

工事の完成後も仮設物を存置しなければいけない

場合には、仮設物については別発注として賃貸借

契約を結んでいます。 

⑥ 指名競争入札 

「債水環 第 2102-2 号 青森県津軽海峡地区（三厩第 2工区）水産環境整備工事」 

東青地域県民局地域農林水産部 

委員 質問・意見 回答 

國方 指名競争入札一覧で同

様の工事名のものがあ

るので、補足説明して

ください。 

工事場所は近接している位置にあり、海中へ設置

するコンクリートブロックが違うため別発注とな

っています。 

指名業者の等級がＡ級

又は特Ａ級となってい

るが、落札業者は純粋

に入札金額による競争

で決定しているという

ことでよろしいか。 

そうです。 

 

 

 

 



委員 質問・意見 回答 

赤津 工事内容がコンクリー

トブロックの製作、運

搬、設置と多岐にわた

り、必要な機材等を自

社のみですべて揃えて

いる業者は少ないと思

うが、ＪＶを組むよう

な工事ではないのか。 

それとも機材等を所有

している業者に下請に

入ってもらう形をとる

のか。 

ＪＶを組むのは費用の大きい工事について求める

もので、当該工事は一般的な工事であるため、Ｊ

Ｖを組んだ業者へ発注することはしませんでし

た。 

いただいた意見のとおり、東青管内で作業船を所

有しているのは２者程度ですので、同様の工事で

あれば元請又は下請にほとんど入っているような

体制になっています。 

コンクリートブロックもそこまで大きい物ではな

いため、一般的なトレーラーを所有していれば運

搬可能であると思います。 

小藤 コンクリートブロック

の大きさや形が違うの

はなぜか。 

様々な魚に適した魚礁を整備するためです。 

⑦ 条件付き一般競争入札 

「営工中南 3 第 2003 号 白神山地ビジターセンター改修機械設備工事」 

総務部（東青地域県民局地域整備部） 

委員 質問・意見 回答 

國方 想定有資格者数に比べ

て入札参加者数が少な

いがなぜか。 

各業者が、手持ち工事、技術者の配置、今後発注

予定の工事への準備等を勘案した結果かと思いま

す。また、業者の本店所在地から工事現場が遠い

ため、遠慮した可能性はあると思います。 

入開札一覧表の備考欄

に「保留」とあるが何

か。 

低入札が行われたため、適切な施工が履行出来る

か調査を行う必要があるという意味です。 

低入札調査はどのタイ

ミングで行われるの

か。 

今回は開札の６日後に調査を行っております。 

赤津 低入札調査ではどのよ

うな項目を調査してい

るのか。 

その価格により入札した理由、手持ち工事の状況、

技術者の状況、資材等の価格、下請業者からの見

積り、商社からの見積り、東京商工リサーチでの

問題ありなし、財務諸表で経営状況を調べていま

す。 



委員 質問・意見 回答 

小藤 落札率が８０％程度

で、下請業者へのしわ

寄せが懸念されるが、

その点についても調査

しているのか。 

しています。 

工事が始まった後にチ

ェックは行うか。 

行っています。下請契約を結んだ場合は、書類を

提出させることとしています。定期的に現場へ行

き、必要な書類や工事看板が作成及び掲示されて

いるかチェックしています。 

 

３ その他  次回開催予定日は、令和４年８月頃別途各委員へ日程照会を行うこと

とした。 

 

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 


