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１．日  時 平成２４年１１月２７日（火） 午後２時～午後３時１０分 

２．場  所 大和市役所第５会議室 

３．出席状況 委 員２名 

       事務局５名 

４．会議次第 

１ 開会 

２ 議題 

  （１）入札・契約の状況について（報告） 

  （２）入札参加停止業者について（報告） 

（３）抽出事案の審議について 

   ・別紙一覧表のとおり 

３ その他 

４ 閉会 

 

 

【会議要旨】 

１ 開会 

２ 議題 

（１） 入札・契約の状況について（報告） 

○事務局から工事、工事に伴う委託、一般委託、賃貸借及び物品ごとの発注件数を説明。 

○事務局から１１月１０日付で新聞３社に掲載された大和市の入札取消事案について 

説明。 

（２） 入札参加停止業者について（報告） 

○事務局から現在指名停止措置を受けている業者一覧及び指名停止の理由等について 

説明。 

委 員：情報収集はどのようにしているのか？ 

 事務局：全国の指名停止情報のメーリングリストの活用や倒産情報誌の購読により収集している。 

委 員：経営状況の安定や再建がなされた場合の具体的な基準はあるのか？ 

 事務局：当該企業からの申し出により確認のうえ解除をする。経営回復の情報はなかなか入りに

くい。裁判所の決定等を添付して書面で提出してもらう。 

（３）抽出事案の審議について 

①①①①    「市営やよい住宅２号棟エアコン交換補修」（管財課、街づくり総務課）    

「市立深見小学校給水設備改修工事」（管財課、教育総務課） 

「コミュニティセンター上草柳会館ほか３館トイレ改修工事」 

                    （管財課、生活あんしん課） 

【抽出理由】 



３案件に共通点が見られるが、他に共通点はみられるか。（共通点）落札率 

【回  答】 

今回の管工事３案件の落札率はともに９５％を超えており、そのうちの２件は９９％を超えてい 

る。落札業者は同一業者である。落札率は高い傾向にあるが、エアコンやトイレといった設備の価

格に大きく左右されるものであり、高い落札率となったひとつの理由であると考えられる。３案件

とも入札参加者が３～４社と若干少ないが競争性は確保されており、適正な入札が行われたと考え

ている。 

【質  疑】 

 委 員：同業者の落札が３本とも高い。はじめて一覧を見たときにこういうことがあるのかとい 

う素直な質問である。工種が管ということであるが、工事自体が見積もり易い面があった 

のかもしれないと理解をした。 

 事務局：この３件については、予定価格以内の業者数は、やよい住宅は３者中１者、深見小は４ 

者中３者、コミュニティセンターは４者中１者であった。 

 事務局：落札率が高いケースでは、まず設計金額が適切でない可能性がある。それから、既製品 

の据付が多い場合には、既製品の価格に左右される傾向はあると認識している。受注業者 

の付き合いのある取引業者によって金額の差が生じると思われる。本件については設計金 

額が厳しかったという話を聞いている。 

委 員：他の業者とかなり価格差がある。落札するためにかなり努力したということだと思うが、 

このような高い落札率での落札が重なるという状況が続いた場合にはどうなのかという 

部分はある。大量購入することで単価を抑えるという努力の結果という見方はできる。 

 

②②②②    「平成 24年度汚水管築造工事（大和合流地区）第１工区」（河川・下水道整備課）    

   「平成 24 年度社会福祉会館擁壁工事」（水質管理センター、健康福祉総務課） 

【抽出理由】 

両契約は傾向に共通が見受けられるが、過去における同業者における同業者の入札の傾向はどの 

ようになっているか。（共通点）落札率、不参加者が多い 

【回  答】 

この業者の平成２３年度の実績をみると２件の下水道工事を受注している。落札率は９８％、９ 

３％と高落札率であった。業者の参加状況は大和合流築造が８社不参加、社会福祉会館が４社不参

加、１社辞退であった。平成２３年度については特別辞退・不参加が多くはなく、今年度のみの特

徴となっている。落札率は高いが、適切に入札は執行されていると考えている。 

【質  疑】 

 委 員：入札の辞退・不参加は個別の事情によるものと思うが、過去においても辞退・不参加が 

     多いようなことがあると問題がある可能性があると思ったが、前年度は多くなかったと 

いうことなので、特に問題はないのかなと感じている。  

 事務局：本年度に入って辞退・不参加が多くなっている。今後は辞退・不参加があまりに多い場 

合は業者にヒアリングなどを検討する必要があるかもしれない。  

 委 員：入札の辞退・不参加の対応についてはすぐにではないが事務局で検討してください。 



 

③③③③「平成 24年度北部浄化センター焼却灰処分業務委託（単価契約）」（水質管理センター） 

【抽出理由】 

一般的なこととして、随意契約の際、紙入札を採用される場合が多いが、条件付一般競争入札に 

おいて紙入札を採用する場合は、どのような場合か。  

【回  答】 

条件付一般競争入札については、電子入札システムに不具合が生じて出来ないという時に紙入札 

を行う。また応札側のパソコンの具合が悪いが参加はしたいということであれば、紙による応札と

いう場合も考えられる。基本的には電子入札でということでお願いしている。 

【質  疑】 

 なし 

 

④④④④「特定健診健診票等」（保険年金課） 

「敬老祝品用肩あて」（高齢福祉課） 

【抽出理由】 

指名競争入札を採用している理由について 

【回  答】 

「特定健診健診票等」については、条件付一般競争入札だと、公告の期間が必要となり、この特定 

健診健診票について医療機関に説明会を５月１８日に開催するということで、それまでに準備をし 

なくてはならず、日程的に非常に厳しいということで、指名競争入札とした。 

「敬老祝品用肩あて」についても、期間がないということでの指名競争入札だが、これは８月下旬ま 

での納入が必要だったもので、担当課で、数量、品物の決定が遅れたものである。 

【質  疑】 

 委 員：後は何故時間が無かったのかということだけになる。 

 事務局：本来早くやれば条件付一般競争入札で出来るということで、担当課へも注意をしている。 

 

⑤⑤⑤⑤「平成 24年度「市政情報やまと」番組製作及び放送業務委託」（広報広聴課） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

また、以下すべてに同じであるが、随意契約の２号・６号・７号の相違は何か。 

【回  答】 

 まず、随意契約についての２号・６号・７号の相違について。 

地方自治法施行令第１６７条の２で随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

ということで、ここに（１）から（９）まである。 

２号・６号・７号というのは、この（２）（６）（７）のことを指している。 

その中で、まず２号ですけれども、不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする 

物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又

は目的が競争入札に適していないものをするとき。ということで、簡単に言うと２号については、



他に履行出来る業者がない。こういった場合に２号を使っている。 

 これに対して、随意契約の６号は、競争入札に付することが不利と認められるとき。ということ 

で、これは簡単に言うと他にも履出来る業者はいるが、他業者が履行するよりは有利。 こういっ 

た場合に６号を使っている。 

 ７号については、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると 

き。 

「市政情報やまと」の随意契約理由は、この業務は、市民へ効果的に市政情報を提供することを目 

的とし、コミュニティ放送が地域に密着したメディアであり市民にとって親しみを持ちやすい放送

局であること、随意契約の６号、他にも履出来る業者はいるけれども、他の業者が履行するよりは

有利という理由のところから、委託しているものである。これは市内に所在しており放送内容等に

関する連絡・調整など迅速な対応が可能であること、また、大和市がこの業者に出資しており、株

主割引の設定によって放送料金が安くなるということから、随意契約をしたものである。 

【質  疑】 

 委 員：出資割合はどのくらいか？ 

 担当課：金額は 17,100千円、一株 5万円で 342株を出資。全体の 9.47％である。 

 委 員：子会社というにはほど遠い。 

 

⑥⑥⑥⑥「平成 24年度ネットワークシステム保守管理委託」（情報政策課） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

【回  答】 

随契の理由としては、６号ということで、他にも履出来る業者はいるが、他の業者が履行するよりは有利 

ということの理由である。 

保守管理対象の情報ネットワークシステムは、この業者が構築をして、庁内における各種業務システム及びイ 

ンターネットを介した各種業務サービスの通信の基盤としているシステムであり、このシステムの保守契約というこ

とで、随意契約を締結するというものである。 

【質  疑】 

 委 員：システムの構築者だから、メンテナンスも任せた方が効率的ということか。 

 事務局：そうである。 

 

⑦⑦⑦⑦「平成 24年度一般廃棄物焼却炉運転管理等業務委託（その１）」（施設課） 

【抽出理由】 

随意契約とした具体的理由、「業者選定理由」についてより具体的な説明を知りたい。 

【回  答】 

随意契約の理由としては、６号ということで、他にも履出来る業者はいるが、他の業者が履行するより 

は有利という理由である。 

契約期間が平成２４年４月１日から２４年の７月３１日となっており、これは、前回、平成２１ 

年度から平成２４年３月まで、平成２１年度に指名競争入札を行い、この業者が平成２４年３月３



１日まで契約をしていた。 

次の契約を結ぶ、つなぎ的な契約として、新しく入札をして、新たに決まるまでの間以前の業者 

に４月１日から７月３１日まで随意契約でやっていただき、その後に次の業者が決まったら、橋渡

しをしていただくという期間である。 

結果としては、この後も平成２４年８月１日から２８年の３月３１日までは、この業者がとって 

いる。 

【質  疑】 

 なし 

 

⑧⑧⑧⑧「平成 24度資源回収業務委託（単価契約）」（収集業務課） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

【回  答】 

随意契約の理由としては、６号ということで、他にも履出来る業者はいるが、他の業者が履行するより 

は有利ということで、随意契約を結んでいる。 

資源回収を大和市はかなり細かく分別をして、可燃性の資源と不燃性の資源の収集・再利用、再 

資源化をしている。この可燃性資源（新聞・雑誌・ダンボール等）について中間処理施設を本市は

有しないため、その施設を持っているこの業者に委託することが有利であり、また、不燃性資源に

ついても、資源のリサイクルステーションが市内に１，２７０箇所ほどあるが、同じところに置い

てあるので、同時に回収するということで随意契約を行っているところである。 

【質  疑】 

 なし 

 

⑨⑨⑨⑨「地域活動支援センター運営委託」（障がい福祉課） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

【回  答】 

これについては、随意契約２号の該当ということで、他に履行出来る業者がないということで、 

随意契約をおこなっている。相手は社会福祉法人である。 

地域活動支援というのは精神障害のある方が地域でその人らしい生活を送ることができるように 

支援するといったことを目的としましたセンターであり、その運営について、大和市と座間、綾瀬

市の三市によって共同委託をこの社会福祉法人にしている。 

この業者については、精神保健福祉士といいまして専門性の資格を持った方を複数配置しており、 

複数配置できる業者が他にいないこと、また綾瀬、座間と一緒に共同委託している関係上、この業

者と随意契約をしているということである。 

 

【質  疑】 

 委 員：この金額というのは大和市が負担する金額か？ 



事務局：そのとおりである。 

委 員：単純に３分の１か？作業量によるのか？ 

 事務局：対象の人数、曜日が各市によって異なり、金額が違ってきている。 

利用者は、大和市が 69人、綾瀬市が 30人、座間市が 31人で、負担額は綾瀬と座間が 

７百万円ほどである。 

 

⑩⑩⑩⑩「図書館・学習センター図書室窓口及びサービス業務等委託（その４）」（図書館） 

  「図書館・学習センター図書室窓口及びサービス業務等委託（債務負担行為）」（図書館） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

【回  答】 

これについては随意契約６号ということで、他にも履出来る業者はいるが、他の業者が履行するよりは 

有利ということで、随意契約を結んでいる。 

平成２１年６月に条件付一般競争入札でこの業者に落札している。２４年の９月から条件付公募 

プロポーザルによって、図書館の業務についての提案をいろいろしていただき、９月からの契約を

予定しているが、２４年６月１日から２４年８月３１日までの３か月については、それまでのつな

ぎの部分ということで、前年度からの業者と随意契約を結んだものである。 

２４年の９月１日から２６年８月３１日までの契約については、随意契約６号ということで、条

件付公募型プロポーザルで図書館窓口業務の提案をいただいた業者の中から、一番いい成績を収め

た業者に対して行ったものである。 

【質  疑】 

 委 員：条件付き公募は、金額だけでなく、いろいろなやり方があるのか？ 

 事務局：そのとおりでございます。 

 委 員：つなぎの随意契約は一般的に多いのか？ 

 事務局：本来２４年の５月３１日終わるということは、それ以前にプロポーザルをやっていれば、 

２４年の６月１日からの随契は必要がなかったが、遅れてしまったということで、９月か

らということになった。その間、業務を止める訳にもいかず、つなぎという形で、それま

での業者と随意契約をし、その間にプロポーザルで新たな業者と随意契約を行った。 

 委 員：本来はつなぎ期間を無くしてやるのが好ましいということか？ 

 事務局：複数年契約をしていこうという過渡期にあり、年の途中から契約をする方に変わりつつ 

ある段階で、やむなくつなぎ期間ができてしまうケースもある。また、新しい方式で契約 

をした方がよいという意思決定がなされると、プロポーザルとかコンペをやりたいなと思 

っても、実は契約は来月で切れてしまうということがあり、コンペは３か月くらいかかる 

ので、その間はだけはつなぎでやろうということはある。このようにいくつかの要素があ 

って、こういうつなぎ期間ができている。  

      好ましいのは切れてしまうのはわかっているのだから、前から準備をしていって、仮に業 

者が変わったら、その移行期間についてはちゃんと引き継ぎをし、だぶってお金は払わない。

という条件を付けての契約を締結していくのが筋である。 



 

⑪⑪⑪⑪「ジェネリック医薬品希望カード」（保険年金課） 

【抽出理由】 

随意契約とした理由を知りたい。 

【回  答】 

これは随意契約６号ということで、他にも履出来るけれども、他の業者が履行するよりは有利と 

いうことの理由で随意契約をしたものである。 

これについては、ジェネリック医薬品の普及の重要性とその利用推進ということで、既存で印刷 

した物があり、それに市の名前を入れたり、若干各市によって修正を図られるものがあるが、その

修正をするということで、その商品の原版をもっている業者に辞意契約をしたものである。 

【質  疑】 

 なし 

 

その他質疑 

 委 員：随意契約６号が多かったが、個別の理由があるのだなということはわかった。 

     つなぎの期間の意味もわかるが、結果的にプロポをやっても前回業者で決まりではない 

     かという流れも出てくる。 

     随意契約の方が安いのであれば有利であろうが、一つ一つ何故かを伺っていきたい。 

 

３ その他 

  ○事務局から、次回の日程について日程調整を行った。 

 

４ 閉会 


