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１．日  時 平成２５年８月６日（火） 午前１０時１５分～午前１１時１５分 

２．場  所 大和市役所５階委員会室 

３．出席状況 委 員３名 

       事務局６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。 

【質  疑】 

特になし 

 

（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。 

【質  疑】 

特になし 

 

（３）抽出事案の審議について 

 

 ①「談合等不正の情報があったか」（契約検査課） 

【抽出理由】 

 今回の審議対象の案件において、談合等、不正に関する情報の提供を受けたことがあったか。 

 あった際は、どのような処理を行ったのか。 



 

【回  答】 

 無かった。（談合情報マニュアルの説明） 

【質  疑】 

 委 員：談合以外の不正情報に対する指針はあるのか。 

 事務局：指針は無いが、場合によっては入札参加者選考委員会に諮る等その場その場で対応して 

いく。 

 

②「ガソリン等油類（単価契約）」（契約検査課） 

【抽出理由】 

供給物は石油製品という、いわば汎用品であり、特殊性も無いようなので、競争入札に支障ない

のではないか。 

【回  答】 

本案件の内容は、車両への給油及び冬期の暖房用燃料の納入（７２か所）であり、１業者では、

市内全域をカバーすることができない可能性がある。また、災害等により極端な石油不足に陥った

場合でも、安定的に供給できることが望ましく、市内各地に給油所を設定できること、統一価格で

の給油が可能であること、更には官公需適格組合の共同受注により中小企業の受注機会の増大に資

すること等を考慮すると、入札に付することが不利となるため随意契約としている。 

 なお、契約後、市場価格に変動があった場合は、受注者と協議の上、契約単価の変更を行うこと

ができるとし、毎月単価の見直しを行っている。 

【質  疑】 

 特になし 

 

 ③「夏服（上衣）ほか４品目」 （警防課） 

「小学校プール鍵付樹脂製ロッカー」（スポーツ課） 

「積載台車付小型動力ポンプ」（警棒課） 

【抽出理由】 

上記３件については、同一業者が落札している。念のため、落札状況（具体的には、他業者も含

めた入札（見積）の提出時期）について確認したく、本件を抽出した。 

【回  答】 

３件とも電子入札を行った案件で、各条件等は次のとおり。 

「夏服（上衣）ほか４品目」：営業種目として「縫製品」を登録する市内の業者であることを条件と

し、条件に該当する８社のうち３社が参加。入札書は、５月１３日８時半から５月１４日正午まで

の間に、システムにより提出。 

「夏服（上衣）ほか４品目」：営業種目として「什器」その細目に「ロッカー」を登録する市内の業

者であることを条件とし、条件に該当する７社のうち４社が参加。入札書は、５月１７日８時半か

ら５月２０日正午（土日を除く）までの間に、システムにより提出。 

「積載台車付小型動力ポンプ」：営業種目として「消防防災用品」その細目に「消防ポンプ・ホース」



を登録する準市内までの業者であることを条件とし、条件に該当する１１社のうち６社が参加。入

札書は、５月２０日８時半から５月２１日正午までの間に、システムにより提出。 

【質  疑】 

 委 員：短期間で同じ業者が落札するという状況はよくあるのか。 

 事務局：物品のケースではある。  

 

④「平成２５年度焼却灰分析委託」「平成２５年度最終処分場水質分析業務委託」（施設課） 

【抽出理由】 

ともに同一業者が落札している。双方ともに１０以上の業者が入札に参加しているなかで、同一

業者が落札していることから、本件を抽出した。落札率（対設計）は双方ともに４０％台であり、

この結果は、競争による入札の結果といえ、当然問題はないが、入札過程を確認したい。 

【回  答】 

最低制限価格を設けない委託業務の案件については、開札の結果、第一順位者の落札率が８０％

を下回ることとなる場合、落札決定を一時保留とし、業者の入札価格が仕様書又は設計書を網羅し

ての額であるかを確認している。具体的には第一順位者から内訳書の提出を求め、数量等が仕様を

満たしているのか、積算に誤り及び不足等はないかを確認し、網羅されていると確認できた時点で

落札決定としている。 

【質  疑】 

 委 員：他の案件で、０．０１％という落札率もある。当初の設計と離れていても出来るという 

割合はどのくらいか。  

 事務局：人手をもとにする案件は最低制限価格を設けているが、分析等は人を常時張付けるもの 

ではないため、最低制限価格は設定していない。適正なのは何％というのは疑問だが、 

仕様から落ちているものが無いのでよしとしている。  

 

 ⑤「平成２５年度公園便所清掃委託（その２）」（みどり公園課） 

【抽出理由】 

入札（見積）結果をみると、落札業者は１８０万円であり、２順位が約３１６万円である。落札

額は、予定価格の３分の１以下である（２順位でも半分程度）。本筋から外れるかもしれないが、契

約金額で、予定していた水準の業務委託が履行できるのかが気になったため、本件を抽出した。 

【回  答】 

平成２１年度までは指名競争入札により決定しており、平成２１年度は税抜き２４０万円で落札

している。平成２２年度から条件付一般競争入札に切り替えてからは、ほぼ同様の金額で、現在の

業者が引き続き落札しているが、実績報告書や職員による現場確認においては、仕様書どおりに履

行されており、利用者からの苦情等も無い。 

 また、積算は県の公園緑地の維持管理基準に基づき設計している。 

【質  疑】 

 特になし 

 



⑥「第２３回参議院議員通常選挙開票事務派遣業務委託」（選挙管理委員会事務局）  

【抽出理由】 

参議院の場合、衆議院のように解散はなく、選挙日が予測できるので、元来余裕をもって競争入

札をできるのではないか。  

【回  答】 

本来であれば、条件付一般競争入札により執行すべきものであった。しかし、平成２４年１０月

１日に改正労働者派遣法が施行されたことにより、日雇派遣が原則禁止となったことから、本業務

の派遣労働者は例外として認められる対象者に限られたため、人員の確保が大変困難となり、さら

に、今回は国政選挙であることから、該当する派遣労働者の人材を各市で取り合う状況であり、選

挙管理委員会においても、人材派遣会社各社に打診をしてきた。このような状況の中、本市の必要

人員を確保できるという業者が他に無かったため、随意契約としたもの。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑦「小中学校印刷機賃貸借（長期継続契約）」（教育総務課）  

【抽出理由】 

落札率（対設計）が０.０１％で３８４０円、他業者の入札（見積）結果との乖離がある（他業者

は、約２４００万円～３８００万円）。このような結果となった理由を確認したく、本件を抽出した。  

【回  答】 

印刷機のリース契約等では、本体を安く落札して、消耗品・保守等で元を取る方法が取られてお

り、１円入札が各地で問題になっている。後に発注する消耗品の料金に転嫁をされ、結果として割

高になる可能性があるため、今回物品案件の「小中学校印刷機消耗品（単価契約）」とを一括して入

札に付したもの。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑧「産業医派遣（健康管理）委託（単価契約）」（人財課）  

【抽出理由】 

３，４年して産業医を新しくして、別な医師が診断するというのも効果的ではないか。ある医師

の見立てが絶対に正しいとはいえない。 

【回  答】 

産業医は、単に心身の状態についての良不良を判断するのではなく、対象者本人の在職期間全体

に亘る心身状況の経過を踏まえて、また、市で備える復職計画の流れ及び復職後経過観察、更には、

対象者本人の配属先の状況等の要素を総合的に勘案して、診察・助言・支援の対応を行っているた

め、できる限り継続して１医師に委ねることが良策と判断している。 

１医師の見立てが絶対に正しいとはいえない件に関しては、更なる詳細検査が必要な場合、ある

いは、対象者本人の意向、若しくは、産業医としての判断から、大学病院等に検査・診察紹介をす

るなどのセカンドオピニオン的手段も取り入れながら当該医師及び産業医の判断を照合しながら対



応している。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑨ 「平成２５年度財務会計システムサーバー保守委託」  

「平成２５年度資産管理システム保守委託」  

「平成２５年度財務会計システム保守委託」 （情報政策課）  

【抽出理由】 

システム開発者がシステム本体の著作権等を有している場合には、どうしても保守を当該業者に

委託してしまう傾向がある。 

 そもそもシステム開発委託段階でシステム本体への権利を市が取得するようにすべきではないか。 

【回  答】 

本市では、システムの独自開発や、独自開発項目いわゆるカスタマイズは、構築費用のみならず、

保守費用が増大するため、「情報システム調達ガイドライン」※1において、情報システムの調達に

あたっては、パッケージ製品の活用を前提としている。 

パッケージシステムの著作権は事業者にあり、使用許諾契約に基づきシステムを導入することと

なり、ご指摘のシステムについても、パッケージシステムを導入している。 

また、システムの保守にあたっては、構築事業者が機器の構成や、本市のネットワーク上で当該シ

ステムが稼働するために必要な各システムとの連携に必要な詳細設定等を熟知していることから、

システムの安定稼働、ひいては業務の安定運用につながることから、構築事業者に保守を委託する

ことが最適としている。 

したがって、情報システム調達ガイドラインでは、導入にあたって、調達における競争性、透明

を確保する観点からも、原則として入札もしくはプロポーザル方式による受注者選定を行うことと

しており、このプロポーザル方式においても、システムの構築費のみならず保守費をも含めたライ

フサイクルコストを比較して事業者を選定することとしている。 

【質  疑】 

 委 員：原則はパッケージ製品を利用するとし、パッケージ製品を利用する場合でも取得時のコ

ストだけでなく、メンテナンス等のコストも含めてコスト管理をしていくということか。 

 事務局：そのとおりである。 

 

⑩「大和市役所本庁舎給水・給湯管オゾン洗浄業務委託（その２）」（管財課）  

【抽出理由】 

落札率１００％であり、参加及び応札者１社であるが、なぜか。  

【回  答】 

落札率に関しては、参考見積額を執行伺額としたが、参考見積を取得した業者が落札業者であっ

たため落札率が１００％となったと考えられる。 

 また、応札者の数については、建物が古く洗浄する配管距離も長いこと、また、市役所では長期

断水ができないことなどから、落札者以外の応札者がいなかったものと推測される。  



【質  疑】 

 委 員：参考見積りの額が相当かどうかというのが問題。それについてはどうか。 

 事務局：本来設計によることがよい。見積りも複数取るように言っているが、専門的な内容につ

いては、１社からというのもやむを得ない。 

  

⑪「市公共施設一般廃棄物収集運搬委託（その１）」（管財課）  

【抽出した理由】 

７月の競争入札時期を早期に実施できなかったのか。（以前にも同様の案件あり） 

【回  答】 

本案件については、市内 53カ所の市施設を回り一般廃棄物を収集し、環境管理センターに運搬す

る業務で、年関契約するまでのつなぎとして３ヶ月間、前年度業者と契約しているものである。３

ヶ月としているのは、一般競争入札とする場合、公告時期、落札業者側の人員確保、車の手配、各

施設の場所の確認等を考慮したことによるもの。 

【質  疑】 

 委 員：前年度中に出来ないのか。 

 事務局：早く公告して、４月１日に開札というやり方もあるが、その日のゴミを回収出来ない。 

     全庁的に３か月は前年度業者に、７月からの業務は競争でのパターンの繰り返しをして 

いる。 

     ３月２５日前後の議決から４月１日までに全ての手続きをするのは困難で、競争性を高 

めるため７月からにして、その間に競争入札の手続きをしている。          

 

⑫「平成２５年度家屋等・地下水位調査委託（単価契約）」（河川・下水道整備課）  

【抽出理由】 

落札率が３５％と低く、他社の応札額と比べてもかい離しているが、このようなことが想定され

る場合は、最低制限価格を設けるべきではないか。  

【回  答】 

最低制限価格は本市の場合、一般委託については、平成２２年から導入しているが、その時の考

え方として、自治法施行令第１６７条の１０第２項において、工事または製造の請負その他の請負

について「当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるとき」と定めら

れていることから、清掃業務など労働集約的な請負契約については、人件費の占める割合が高く、

著しく低い価格で落札した場合には、契約内容の適正な履行の確保に問題が生ずるおそれがあると

いうことで、限定した業務についてのみ導入していくこととした。 

  〈 対象とする委託契約 〉 

   （１）建物清掃業務 

   （２）警備業務（機械警備業務を除く） 

   （３）施設運転管理業務 

   （４）窓口受付等業務 

   （５）給食業務 



   （６）その他特に必要と認めたもの 

本案件は、常時人員を配置する業務ではないため、最低制限価格を設けていない。今までに、労

働集約的な業務以外の業務で、落札率が低いことで、その業務内容が問題となった事例はないこと

から、現状では、業務が適正かつ安価で実施できればよいと判断している。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑬「大和市立病院小児救急等整備工事（機械設備）」（病院総務課）  

【抽出理由】 

参加業者数（６）のうち、辞退者数（３）が半分である（また、失格者数[１]）。辞退の過程（例

えば、辞退日時等）を確認したいとの理由から本件を抽出した。 

【回  答】 

本件は、電子入札により執行した案件であるため、辞退届は入札書提出期間に電子入札システム

により提出されている。辞退する理由としては２者が「現場代理人が重複したため」「配置予定技術

者がいないため」となっているが、１者は辞退理由が記載されていなかった。辞退については、業

者の様々な事情があることからやむを得ないことであると考えている。しかし、入札に参加の表明

をしておいて、やみくもに辞退を繰り返す場合もあるので、前回の監視委員会でご指摘いただいた

ように辞退理由を明記してもらうように業者にお願いをしているところである。 

また、失格者の１者については、最低制限価格を下回ったため無効としたもの。 

【質  疑】 

 委 員：辞退が何回も続いた場合、入札に参加させないということはあるのか。 

 事務局：今のところお願いの文書を出している。告知をしてから対応を考えたい。 

 

 

⑭「平成２４年度雨水幹線築造工事（下福田南第二排水区）」（河川・下水道整備課）  

【抽出理由】 

応札者の７割弱が無効であり、その割合が高いが、何か原因は考えられるか。 

【回  答】 

本案件においては、参加申請業者７者のうち、１者不参加、６者応札でした。応札６者のうち、

最低制限価格未満の入札が４者であり、最低制限価格未満の入札書については要領で無効と定めて

いるため無効となっている。 

 本案件は金額的にも大きい工事であり、落札したい業者は最低制限価格ギリギリを狙って入札を

した可能性が高く、市の積算よりわずかでも低い金額で積算した業者は、最低制限価格未満となり

ます。その結果本件については最低制限価格未満の入札が多くなったことが考えられる。 

本市の入札においては、予定価格及び最低制限価格自体は事後公表だが、工事については、積算

に必要な資料は可能な限り事前に公表しているので、案件によってはこのように最低制限価格付近

での混戦となる場合がある。 

【質  疑】 



 特になし 

 

⑮「旧地域医療センター改修工事」（管財課）  

【抽出理由】 

落札率が９６％以上と高く、応札した他社の入札とのかい離が大きい。原因は何か考えられるか。  

【回  答】 

本工事は全面改修工事で、天井や壁、既存の設備機器をすべて撤去した後、新たに壁や天井を作

り、照明設備や空調・衛生設備等の設置を行う工事のため、自社で積算を行う建築工事のほかに、

解体工事、電気工事、空調工事、衛生工事などは社外に見積りを依頼する部分が多いことが考えら

れる。こうした社外の見積り部分の精査の度合いが、入札額の差が出た原因のひとつではないかと

推察される。   

【質  疑】 

 特になし 

 

３ その他 

○事務局から進行方法の確認。 

 当該委員会が始まってから、細かい点だが改善させていただいている。 

 今回もバックヤードに担当職員が待機しているが、職員の緊張感につながっている。 

 委託に関して、「見積り」「最低制限価格」等、改めて質問を受けて、これでよいのかと考え

る機会となる。 

  ○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 



（様式第１号）　平成２５年度　　第１回　大和市入札監視委員会　抽出事案一覧表

落札率

対設計 価格 対設計
参加
者業
者数

応札
者数

辞退者数
不参加者
数(入札
書不着）

失格
者数
（無
効）

くじと
なった
業者
数

1 4 － 33 25-960-0 ガソリン等油類（単価契約） 大和市内
石油類（ローリー納
め）

随意契約６号該当
神奈川県石油業協同
組合

県内
その他(単
価)

85,039,616 63,675,950 63,675,950 74.88 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札 南木委員長

4 － 59 25-1867-0 夏服（上衣）ほか４品目 大和市消防本部 縫製品 条件付一般競争入札 (株)大黒屋金物店 市内 総価契約 1,919,610 1,809,000 1,851,675 96.46 ― ― 平成25年5月14日 3 3 電子入札

4 － 61 25-2299-0 小学校プール鍵付樹脂製ロッカー 大和スポーツセンター 什器 条件付一般競争入札 (株)大黒屋金物店 市内 総価契約 6,562,000 6,180,000 6,158,250 93.85 ― ― 平成25年5月20日 4 4 電子入札

4 － 63 25-2319-0 積載台車付小型動力ポンプ 市内８箇所 消防防災用品 条件付一般競争入札 (株)大黒屋金物店 市内 総価契約 17,354,400 16,528,000 17,304,000 99.71 ― ― 平成25年5月21日 6 6 電子入札

3 － 132 25-458-0 平成２５年度焼却灰分析委託 大和市環境管理センター 環境影響調査 条件付一般競争入札
(株)エスク横浜分析セ
ンター

県内 総価契約 1,260,000 1,200,000 509,460 40.43 ― ― 平成25年4月9日 11 10 1 電子入札

3 － 133 25-459-0 平成２５年度最終処分場水質分析業務委託
大和市一般廃棄物最終処分場
（ＮＯ．６）ほか

環境影響調査 条件付一般競争入札
(株)エスク横浜分析セ
ンター

県内 総価契約 1,417,500 1,350,000 628,530 44.34 ― ― 平成25年4月9日 12 10 2 電子入札

4 3 － 166 25-2314-0 平成２５年度公園便所清掃委託（その２） 市内各公園 清掃請負（庁舎外） 条件付一般競争入札
オリオンガードサービス
(株)

市内 総価契約 6,363,000 5,990,000 1,890,000 29.70 ― ― 平成25年5月20日 6 6 電子入札 谷江委員

5 3 － 173 25-2596-0
第２３回参議院議員通常選挙開票事務派遣業務
委託

大和スポーツセンター 労働者派遣業務 随意契約６号該当
ランスタッド(株) 厚木オ
フィス

準県内 総価契約 1,350,720 1,286,400 1,350,720 100.00 ― ― 平成25年5月28日 1 1 紙入札 南木委員長

6 3 － 193 25-981-0 小中学校印刷機賃貸借（長期継続契約） 市立小中学校２８校 物件の借入れ 条件付一般競争入札 (株)八雲堂 県内
債務負担・
継続

41,580,000 39,600,000 4,032 0.01 ― ― 平成25年4月12日 5 4 1 電子入札 谷江委員

7 3 － 204 25-66-0 産業医派遣（健康管理）委託（単価契約） 大和市役所ほか 検査業務委託 随意契約６号該当
(財)ヘルス・サイエン
ス・センター

県内
その他(単
価)

1,666,875 1,587,500 1,661,625 99.69 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札 南木委員長

3 － 90 25-57-0
平成２５年度財務会計システムサーバー保守委
託

大和市役所 情報処理業務委託 随意契約２号該当 ジャパンシステム(株) 県外 総価契約 693,000 660,000 693,000 100.00 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札

3 － 91 25-59-0 平成２５年度資産管理システム保守委託 大和市役所 情報処理業務委託 随意契約６号該当
ユニアデックス(株) 首
都圏第一営業所

準県内 総価契約 3,071,880 2,925,600 3,071,880 100.00 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札

3 － 92 25-60-0 平成２５年度財務会計システム保守委託 大和市役所 情報処理業務委託 随意契約２号該当 ジャパンシステム(株) 県外 総価契約 3,790,500 3,610,000 3,790,500 100.00 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札

9 3 － 25 24-14636-0
大和市役所本庁舎給水・給湯管オゾン洗浄業務
委託（その２）

大和市役所
庁舎等建物・敷地
の清掃

条件付一般競争入札 (株)ハリマビステム 県内 総価契約 2,835,000 2,700,000 2,835,000 100.00 ― ― 平成25年3月8日 1 1 電子入札 林委員

10 3 － 36 25-154-0 市公共施設一般廃棄物収集運搬委託（その１） 大和市役所本庁舎ほか５３ヶ所 廃棄物処理の請負 随意契約６号該当 和興建清(株) 市内 総価契約 1,223,019 1,164,780 1,200,150 98.13 ― ― 平成25年4月1日 1 1 紙入札 南木委員長

11 3 － 264 25-2215-0
平成２５年度家屋等・地下水位調査委託（単価契
約）

大和市内 損失補償調査 条件付一般競争入札 (株)創和技術 県内
その他(単
価)

26,617,500 25,090,000 9,345,000 35.11 ― ― 平成25年5月21日 23 22 1 電子入札 林委員

12 1 － 10 24-病院7 大和市立病院小児救急等整備工事（機械設備） 大和市立病院 管 条件付一般競争入札 原設備工業(株) 市内
債務負担・
継続

110,260,500 105,010,000 102,375,000 92.85 92,050,000 83.48 平成25年1月21日 6 3 3 1 電子入札 谷江委員

13 1 － 27 24-15608-0
平成２４年度雨水幹線築造工事（下福田南第二
排水区）

大和市福田地内 土木一式 条件付一般競争入札 神崎建設(株) 市内
債務負担・
継続

67,903,500 64,670,000 57,351,000 84.46 54,600,000 80.41 平成25年4月2日 7 6 1 4 電子入札 林委員

14 1 － 33 25-2484-0 旧地域医療センター改修工事 大和市鶴間１－２５－１５ 建築一式 条件付一般競争入札 (有)藤田工務店 市内 総価契約 53,991,000 51,420,000 52,238,550 96.75 44,750,000 82.88 平成25年5月31日 3 3 電子入札 林委員

契　約　日
入札書比較

価格
契 約 番 号 件　　　　　　　　　名 場　　　　　　　　　所 契　約　業　種 契　約　方　法 業　　者　　名 提出委員

2

3

8

谷江委員

谷江委員

南木委員長

業者数

電子or紙
入札

最低制限価格

契約金額№ 所在区分
予算根拠

区分
設  計  金  額
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