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（ 概要）
栃木 県入 札適正 化委員 会（平 成１ ８年度 第２回 ）を 下記の とおり 開催し たので 、お知
らせし ます。
１

開

催

日

２

開 催 場 所

ア ーバン しもつ け２階 会議室

３

出 席 委 員

委 員長 永 井
護
宇 都宮 大学工 学部教 授
委 員 赤 塚 朋 子 宇 都宮 大学教 育学部 助教授
委 員 高 木 光 春 弁 護士
委 員 原 田 いづ み 弁 護士
（ 委員数 ５名 ・出席 委員数 ４ 名）

４

審 議対象 期間

平 成１８ 年４月 １日か ら平成 １８ 年９月 ３０日 まで

５

対 象 案 件

総 数 ８ ４８件
抽 出案件 ５件 （ 内訳） 一般競 争入 札
公募型 指名 競争入 札
指名競 争入 札
随意契 約
( 1) 開会
( 2) あいさ つ
( 3) 議事
・ 報告事 項等に ついて
・ 抽出案 件審議
( 4) その他
( 5) 閉会

６

会 議 次 第

７

議 事等の 概要

平 成１８ 年１１ 月２０ 日（月 ）午 後２時 から

別 紙のと おり
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別紙
議事 等の概 要
１ 報告事 項等に ついて
( 1) 入札契 約手続 きの運 用状況 及び指 名停止 の運用 状況 等につ いて
事 務局か ら、今 回の 審議対 象期間 中に発 注し た工事 及び指 名停止 の運用 状況に つい
て、 並びに 本県に おける 総合 評価落 札方式 に係る 取り 組みの 状況と 課題に ついて 報告
した。
また 、再苦 情処理 につい ては、 今回は 該当な い旨 、報告 した。
( 2) 抽出案 件の選 定理由 につい て
原田 委員か ら抽出 案件を 選定し た際の 理由に つい て報告 があっ た。
２ 審議案 件につ いて
( 1)「 一般国 道１１ ９号（ 仮称） 関堀立 体下部 工建設 工事 」につ いて
・工事 箇所 宇都宮 市関堀 町
・土木 部道路 建設課 発注
( 2) 「栃 木県議 会議事 堂新築 委員会 室家具 工事」 につい て
・工事 箇所 宇都宮 市塙田 １丁目
・総務 部県庁 舎整備 室発注
( 3) 「栃 木県行 政情報 ネット ワーク 一部Ｗ ＡＮ回 線更改 工事 」につ いて
・工事 箇所 宇都宮 市塙田 １ー１ −２０ 外２９ 箇所
・企画 部情報 政策課 発注
( 4) 「交 通情報 系中央 装置更 新及び 大田原 ミニセ ンター 新設 等対応 工事」 につい て
・工事 箇所 宇都宮 市塙田 １丁目 １−２ ０ 栃 木県 警察本 部交通 管制セ ンター
・警察 本部会 計課発 注
( 5) 「平 成１８ 年度ふ るさと 林道緊 急整備 事業 開設工 事」 につい て
・工事 箇所 鹿沼市 久野 林道真 上男丸 柏木線 １工 区
・林務 部鹿沼 林務事 務所発 注
○ い ずれの 審議案 件とも 概ね適 正であ ると認 めら れた。
３ 抽出案 件につ いての 主な質 疑
① 総 合評価 公募型 指名競 争入 札にお いて、 価格以 外の 評価項 目のう ち地域 活動実 績の
項目に 修正が あった 者があ るがそ の理由 は何か 。
・ 各ボラ ンティ ア活動 の登 録の有 無につ いて、 組織 ・団体 名をも って判 断する こと
がで きなか ったた め当初 は０点 として 公表し た。
後日、 当該業 者から の疑 義照会 により 調査し たと ころ当 該業者 の登録 が確認 でき
たた め、加 点の修 正をし た。
② 総 合評価 公募型 指名競 争入 札にお ける評 価項目 の中 で、業 者の姿 勢がで るのは 施工
計画 かと思 われる が、業 者が 作成す る計画 には県 が想 定する 内容が 的確に 含まれ てい
るか。
・ 施 工計画 には、 技術者 の力、 現場へ の思い が表 れる。
中には 現場へ 何度も 足を 運んで 作成し たと思 われ るかな り詳細 な内容 のもの も見
られ る。
③ 総合 評価公 募型指 名競争 入札に おける 価格点 の算 出方法 は
・ 今回の 案件に ついて は、 価格点 の配点 が９０ 点で あるの で「配 点（９ ０点） ×
最低 価格／ 入札価 格」に より算 出して いる。
④ 総 合評価 公募型 指名競 争入 札にお いて、 学識経 験者 の意見 聴取に はどの くらい の日
を要す るのか 。
・ 公 募か ら入札 まで１ ヵ月半 から ２ヵ月 を要す る。 期間の 短縮に ついて は今後 検討
して いきた い。
⑤ 公募 型指名 競争入 札で不 参加の 者があ るがそ の理 由は何 か。
・ 入 札日時 の誤り による 。
⑥ 契約 金額の 中には 家具の 代金も 含まれ ている のか 。
・ 含 まれて いる。
オ ーダー メイド の家具 を作っ て取り 付ける 工事 である 。
⑦ 入札 におけ る家具 の指定 要件は 何か。
・ 設 計の 段階で 、特定 の用 途に使 われる もの、 また 、建物 の一部 として 建築と 一緒
に家 具を設 置する という ことで 形態が 変わる 。

家 具の デザイ ンは、 建築 の設計 の際に 、建物 の床 や壁、 天井に 合うよ う設定 して
いる 。
⑧ 妥当 な予定 価格の 金額は 、どう 決める のか。
・ 議 事堂 におけ る部屋 のレ ベル、 バラン ス等で グレ ードが 変わる が、家 具のみ が突
出し ないよ う使用 材料に ついて は仕様 書にお いて 示して いる。
ま た、設 計事務 所の監 理によ り建物 とのバ ラン スのチ ェック を行っ ている 。
⑨ 低入 札案件 につい て落札 者決定 までの 経過を 示し てほし い。
・ 「 栃木 県低入 札価格 調査 制度事 務処理 試行要 領」 に基づ き調査 した結 果を運 営委
員会 にはか った上 で落札 者を決 定して いる。
⑩ すべ ての 業者が 予定価 格を 下回っ た額に より応 札し ている が、予 定価格 の設定 は適
切であ ったか 。
・ 家 具工 事は、 市場価 格を 調査し た上で 価格を 組み 立てる が、実 際に発 注は５ 〜６
ヵ月 先にな るので 、市場 の動き があっ たかと 思わ れる。
⑪ 設計 から発 注に至 ると実 際に価 格が下 がるこ とは よくあ ること か。
・ 工 種によ って上 下する が、オ ーダー メイド では ままあ る。
⑫ 随意 契約案 件につ いて、 予定価 格はど のよう に決 めるの か。
・ 工 賃や 現場で 使用す る具 材、施 工のボ リュー ム、 また、 過去の 例も参 考にし て決
め た。
⑬ 随 意契約 案件に ついて 、他 の業者 につい ても 技術的 に施工 が可能 かと思 われる が、
契約金 額が妥 当であ ったか どうか の比較 は行っ てい るか。
・ 行 ってい る。
⑭ ネ ットワ ークを 構築し た者 と随意 契約を 締結す ると なると １者独 占とな りかね ない
がいか がか。
・ 指 名競争 による 入札は 、セキ ュリテ ィの関 係で 難しい 。
⑮ １３ 者指名 のとこ ろ６者 が都合 により 入札を 辞退 してい るが、 いかが か。
・ 推測で はある が、コ スト 的に見 合わな いとい うこ とで辞 退した のでは ないか と思
われ る。
⑯ 指 名競争 入札を 行った もの の６者 が辞退 、５ 者は同 額によ る入札 という 結果を 見る
と、 自由、 公正な 競争が どの 程度行 われた か疑問 であ るが、 予定価 格は、 どのよ うに
定める のか。
・ 今 回は 、官制 制御機 器の対 応工 事につ いて実 績が ある業 者を指 名した が、コ スト
面を 考えた 結果と して辞 退する 者があ ったと 思わ れる。
な お、 交通官 制セン ターに つい ては、 警察庁 にお いて基 本的な 仕様が 示され てお
り、 それに 基づき 県に合 った設 計を行 う。
ま た、設 計積算 につい ては専 門の技 術者が 行う 。
⑰ 格付 基準点 数とは 何か。
・ 入 札参 加資格 の認定 は、２ 年に １回行 ってい るが 、これ によっ て業者 に点数 を付
け格 付け（ ランク 分け） をする 。
格付 けは 、「経 営事 項審 査評 価点 数」 と県 独自 の 「技 術評 価点 数」 を合 計し た点
数を 基準と する。
⑱ 電子 入札案 件につ いて、 混乱は なくな ったか 。
・ 林 務部で は電子 入札の 実施件 数は少 ないが 、ここ までト ラブル もなく 順調で ある 。
４ 要望等
・ 総合評 価公募 型指名 競争 入札に おける 地域活 動実 績に係 る評価 につい て、団 体名
と 登録名 が異な る場合 に、 業者か らの疑 義によ り実 態を確 認する ことに なると 申請
を 受ける 段階で 取扱い に違 いが出 てくる ことも 懸念 される ため、 画一的 な取扱 いを
お願 いした い。
・ 次回 でよ いの で 、「技 術評 価委 員会 」と 「入 札適 正化 委員 会」 との 関係 を整 理願
いた い。
５ その他
・ 次 回の 審議案 件抽出 は、赤 塚委 員が担 当する こと になり 、６月 に開催 する予 定と
なっ た。

