
  

平成２５平成２５平成２５平成２５年度年度年度年度    第３第３第３第３回大和市入札監視委員会回大和市入札監視委員会回大和市入札監視委員会回大和市入札監視委員会    会議要旨会議要旨会議要旨会議要旨    

 

１．日  時 平成２６年２月４日（火） 午後１時３０分～２時３０分 

２．場  所 大和市役所 本庁舎 第５会議室 

３．出席状況 委 員３名 

       事務局６名 

４．会議次第 

１ 委員長あいさつ 

２ 議題 

  （１）入札状況について（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 答申について 

４ その他 

 

 

【会議要旨】 

１ 委員長あいさつ 

 

２ 議題 

（１）入札状況について（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】 

   停止措置は支店等に対して行うのか。 

【回  答】 

    支店等で業者登録している場合にも、停止措置は会社全体に対して行う。 

 

 

 

 

 

 



  

 

（３）抽出事案の審議について 

    

○○○○一般論として一般論として一般論として一般論として    

下記のようなケースを市としてはどのように考えるか。 

大抵が同じ参加業者が入札しているが、落札業者は次回以降、不参加・辞退・無効を繰

り返し、結果数回の入札を重ねると全ての参加業者が落札しているケース。 

【回  答】 

固定資産鑑定評価業務委託（５－１）から同（５－５）までの入札結果が今回ご指摘の

入札結果となっている。これらは、条件付一般競争入札の入札条件として「２以上の落札

者となることはできないこととする」と入札公告時に明示したもので、このような条件を

付した理由としては、１つの委託業務において約１００ポイントの標準宅地の鑑定評価を

行うが、１業者が２つの業務を請け負った場合は履行期間（およそ１６０日間程度）内に

市内の約２００ポイントの現地確認をすることとなり、市が求める成果品に至らない危険

性が高いと判断したためである。 

  なお、入札参加資格要件に該当する業者は８社であり、そのうち５社の入札参加があっ

た。 

  以上のことから今回の入札結果については、適正に入札が行われたと判断している。 

【質  疑】 

委 員：本件については理解した。ではそのような条件がない場合はどうか。 

事務局：基本的には適正な競争入札の結果として捉えるが、続くようであれば業者を呼び、

談合等がないことについて確認していく。 

事務局：例えば学校ごとに行う工事の入札で同時期に行えない場合を考えると、工事につ

いては現場ごとに技術者の配置が必要となり、後発工事に配置する技術者がいない

ため先発工事の落札者が参加しない場合も考えられ、必ずしも不正等があるとは考

えていないが、注意をしていく必要はあると考える。 

 

○○○○苦情などについて苦情などについて苦情などについて苦情などについて        

本委員会の対象期間において苦情や情報は適切に処理されているか。 

【回  答】 

一般競争入札（条件付）を行う際には、個々の入札案件の疑問などをできる限り解消す

るために質問提出期間を設け対応している。また、工事案件は、入札の透明性、公平性を

より高めるために、開札後に工事費の内訳書を公開し、入札参加者からの疑義の申立期間

（開札日の翌日の正午まで）を設けている。 

本委員会の対象期間においても、１件疑義申立書が提出され、その内容は、設計の積算

誤りではないか、との指摘であったが、確認したところ設計誤りは無く、その旨を説明し

たところ納得していただいた。 

その他、問い合わせ（苦情）が多い事例としては、物品購入の入札の時に製品を指定す

る場合があり、製品を指定した理由を求められることがあるが、担当部署と調整してその

説明を行っている。 



  

【質  疑】 

 特になし 

 

①①①① 平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）監理業務委託平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）監理業務委託平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）監理業務委託平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）監理業務委託    

工事監理者を基本設計に関与していない者から選定するのも、独立した見地からの

チェックという意味で工事監理のみならず、基本設計の良し悪しも分かるので適切なこと

ではないか。 

【回  答】 

昨年度、永久橋の劣化診断調査を元に基本設計を委託し、本年度、市が詳細設計を行い

発注した。 

工事監理とはその者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり

に実施されているかいないかを確認することであり、工事監理者は設計内容の良し悪しを

判断する立場にはない。また、市が発注する契約については、職員によって監督又は検査

を行なうことが困難又は適当でないと認められるときを除き職員が実施することとなっ

ており、ご指摘の「独立した見地からのチェック」については制度上も制約がある。 

設計者と異なる第三者に監理をさせる場合、工事内容を熟知するためには期間・経費等

が必要となり、設計をした者が監理を行うことが技術的に有利となる。 

【質  疑】 

  特になし 

 

②②②② 平成２５年度ごみクレーン操作室窓洗浄装置保守点検委託平成２５年度ごみクレーン操作室窓洗浄装置保守点検委託平成２５年度ごみクレーン操作室窓洗浄装置保守点検委託平成２５年度ごみクレーン操作室窓洗浄装置保守点検委託        

【抽出理由】 

対象物件が特許製品といっても、クレーン操作室窓洗浄装置の保守・清掃業務に約２ケ

月の期間で約７４万円の契約金額は高くないか。 

【回  答】 

本装置は、ごみクレーン室とごみピットを隔てた窓をごみピット側より自動洗浄する装

置であり、ごみピット内部の高所で人の手の届かない窓を洗浄する装置である。 

本装置は、メーカー独自の技術により設計・製作されたものであり、保守点検にあって

は設備特有の構造、機能に加え、総合的に十分把握した上で行うものである。 

従って、本委託業務は、メーカーとの随意契約となり、委託点検に携わる技術者はメー

カーの奈良事業所から派遣されるため、出張費等が必要経費に含まれており、また作業場

所の特殊性から労務単価の割増、必要な交換部品の費用も含んでいる。 

【質  疑】 

 特になし 

    

③③③③ ④④④④    平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事（その１）    

【抽出理由】 

上記の事案は参加業者が５社であるが、３社は辞退、１社は不参加である。その原因

は何か考えられるか。 

【回  答】 



  

辞退３者については、橋梁補修は特殊な工事で監理する現場代理人が限られており、予

定していた人員が他の工事の現場代理人に専任することとなったなど技術者等の配置が

困難になったことが辞退理由であり、不参加１者については、積算してみたところ採算が

合わないと判断したとのことであった。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑤⑤⑤⑤ 学校薬剤師検査室建替工事（その２）学校薬剤師検査室建替工事（その２）学校薬剤師検査室建替工事（その２）学校薬剤師検査室建替工事（その２）    

平成２５年度競技場フィールド等改修工事平成２５年度競技場フィールド等改修工事平成２５年度競技場フィールド等改修工事平成２５年度競技場フィールド等改修工事    

【抽出理由】 

上記の事案は参加業者数が１社であるが、その原因は何か考えられるか。 

【回  答】 

○学校薬剤師検査室建替工事（その２）について 

学校薬剤師検査室建替工事はプレハブ建物の工事であることから、被災地でのプレハブ

建物の需要の増加の影響で、全国的にプレハブ建物の需要が高くなっていることが一因と

考えられる。なお、この案件については、一度目は地域区分を「市内」で、二度目は地域

区分を「県内」として条件付一般競争入札を実施したが入札が不調等になり、三度目に地

域区分を「なし」として実施した入札結果である。 

 

○平成２５年度競技場フィールド等改修工事について 

参加業者数が１社であった理由としては次のことが考えられる。 

・当該落札業者は、大和スポーツセンター競技場建設時の施工業者であり、その後も補修

工事等を受注しており、現場を熟知している。 

 ・施設利用状況を踏まえ、工期の設定を短期間かつ冬期（年度末）に設定しているため、

作業員の手配が困難な時期であり、これに対応可能な業者が少なかったと思われる。 

【質  疑】 

 特になし 

 

⑥⑥⑥⑥ 小中学校窓ガラス清掃業務委託小中学校窓ガラス清掃業務委託小中学校窓ガラス清掃業務委託小中学校窓ガラス清掃業務委託        

【抽出理由】 

この事案は、再入札を行っても落札者がいなかったため、制度に基づき随意契約となっ

たものであるが、この事案の設計金額について低いとは考えられないか。 

【回  答】 

当該委託業務は、市立小中学校２８校を隔年で半数ずつ継続的に実施している委託業務 

で、設計金額については、前々年度に受注した業者から参考見積書を徴収し、過去の実績

額も勘案して算出した。しかしながら、昨今の労務単価の上昇があるなか、参考見積りに

は、その上昇分が反映されていなかったことが考えられる。 

【質  疑】 

 特になし 

  



  

⑦⑦⑦⑦ ファイリングキャビネットほか６品目ファイリングキャビネットほか６品目ファイリングキャビネットほか６品目ファイリングキャビネットほか６品目        

【抽出理由】 

大和中学校で必要な物品の３案件について、A社が落札している。競争の結果であると

思われるが、従前、同校との事務関連用品の契約先は本件落札業者以外にも複数みられる

のかを確認したい。 

【回  答】 

  A社以外とは、今年度４社９件の物品購入契約（１月２０日現在）を行っており、随意

契約１号により契約を行っている。A社とは本件以外に５件の契約を行っている。 

【質  疑】 

 委 員：１号随契とはどういうものか。 

事務局：設計金額８０万円以下は入札ではなく、複数者から見積書を徴収して見積合せ

を行う随意契約としている。 

    

⑧⑧⑧⑧ 渋谷渋谷渋谷渋谷土土土土地区画整理事務所解体工事（その１）地区画整理事務所解体工事（その１）地区画整理事務所解体工事（その１）地区画整理事務所解体工事（その１） 

【抽出理由】 

事務所解体工事には、特殊なノウハウや経験等はそれほど必要ないのではないかと思わ

れるが、指名競争入札にする必要があったのか。 

【回  答】 

  本案件は、事務所引越並びに解体後の画地及び道路整備の日程上の都合から、１０月中

旬以降に工事着手し、年内には引渡しを受ける必要のある工事であり、条件付一般競争入

札に付したにも関わらず不調となったため、工期の都合上、やむを得ず入札公告期間がな

い分契約までの期間が短い指名競争入札に付したものである。なお、指名対象業者として

は、近年に契約検査課執行の建築一式工事に入札実績のある者を選定した。 

【質  疑】 

  特になし 

 

⑨⑨⑨⑨ 市仮住まい解体工事市仮住まい解体工事市仮住まい解体工事市仮住まい解体工事    

【抽出理由】 

業者選定理由には、「再度の入札に付し、落札者がいなかったが、当該業者の入札金額

が予定価格と近接していたため」との記載があるが、近接しているかを判断する基準はあ

るのか確認したい。 

【回  答】 

大和市随意契約ガイドラインで随意契約８号による見積合せを行える僅少な場合とは、 

入札金額が予定価格の１０％程度の範囲としている。 

今回の案件は、予定価格（税抜き）6,830,000円のところ最低入札価格が7,100,000円で 

あり、差が3.95％であったので最低価格者との随意契約８号を行ったものである。 

【質  疑】 

委 員：例えば金額の差が１０．５％だとどうなるか。 

事務局：１０％程度の範囲に該当するので、入札状況・業者との調整によって判断する。 

    



  

⑩⑩⑩⑩ 平成２５年度泉の森水車小屋修繕工事平成２５年度泉の森水車小屋修繕工事平成２５年度泉の森水車小屋修繕工事平成２５年度泉の森水車小屋修繕工事    

【抽出理由】 

入札業者は１社であり、解体工事、小屋修繕工事に対応できる業者は多数あるように思

われる。 

【回  答】 

今年度は地域区分「市内」とした「建築」の入札の参加が停滞している状況もあり、ま

た、消費税の改定による民間の駆け込み需要が増加しているため入札参加業者が少なかっ

たと推察している。また、入札参加の停滞の原因のひとつとして、一部の業者で技術者が

退職などで不足しているため入札に参加できないとの情報も得ている。 

【質  疑】 

 特になし 

    

⑪⑪⑪⑪ 平成２５年度飲料水兼用貯水槽保守点検委託平成２５年度飲料水兼用貯水槽保守点検委託平成２５年度飲料水兼用貯水槽保守点検委託平成２５年度飲料水兼用貯水槽保守点検委託    

【抽出理由】 

 基本的には点検・清掃業務と思われるが、約２ケ月間で約１２０万円という契約金額は

他の事案に比べ高くないか。 

【回  答】 

 委託費算出の基礎になる、直接工事費については、平成２５年度建築保全業務労務単価

及び公共工事設計労務単価から算出している。 

本件は、貯水槽内という特殊な環境下での清掃であり、一般的な清掃業務等に比べ高く

なる傾向にある。 

【質  疑】 

特になし 
 
 

３ 答申について 

  ○事務局から、答申について事務連絡。 
 

４ その他 

  ○事務局から、次回の日程について案内を行った。 



（様式第１号）　平成２５年度　　第３回　大和市入札監視委員会　抽出事案一覧表　　（対象期間：平成２５年１０月１日　～　平成２５年１２月３１日まで）

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 2 － 2 25-7925-0
平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事
（その１）監理業務委託

環境管理センター
鋼構造物及びコン
クリート

随意契約６号該当 明治コンサルタント(株) 横浜営業所準県内 総価契約 791,700 754,000 787,500 99.47% ― ― 平成25年10月8日 1 1 紙入札

2 3 － 37 25-11492-0
平成２５年度ごみクレーン操作室窓洗浄装置保守
点検委託

環境管理センター
その他の業務請負
等委託

随意契約２号該当 オリエンタル機電(株) 県外 総価契約 765,450 729,000 745,500 97.39% ― ― 平成25年12月24日 1 1 紙入札

3 1 － 10 25-7856-0
平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事
（その１）

環境管理センター 鋼構造物 条件付一般競争入札 湘南テクノ(株) 県内 総価契約 24,517,500 23,350,000 21,147,000 86.25% 20,140,000 86.25% 平成25年10月8日 5 1 3 1 　 電子入札

4 1 － 10 25-7856-0
平成２５年度環境管理センター永久橋補修工事
（その１）

環境管理センター 鋼構造物 条件付一般競争入札 湘南テクノ(株) 県内 総価契約 24,517,500 23,350,000 21,147,000 86.25% 20,140,000 86.25% 平成25年10月8日 5 1 3 1 　 電子入札

1 － 2 25-7517-0 学校薬剤師検査室建替工事（その２） 大和市中央１－５０１－１ 建築一式 条件付一般競争入札
日成ビルド工業(株) 神
奈川支店

準県内 総価契約 20,454,000 19,480,000 18,060,000 88.30% 16,740,000 85.93% 平成25年10月1日 1 1 　 電子入札

1 － 75 25-11419-0 平成２５年度競技場フィールド等改修工事 大和スポーツセンター 土木一式 条件付一般競争入札 長永スポーツ工業(株) 県外 総価契約 49,959,000 47,580,000 45,433,500 90.94% 41,390,000 86.99% 平成25年12月26日 1 1 　 電子入札

6 3 － 31 25-11159-0 小中学校窓ガラス清掃業務委託 市立小学校（１０校）及び中学校（４校）
庁舎等建物・敷地
の清掃請負

随意契約８号該当 和興建清(株) 市内 総価契約 1,859,256 1,753,000 1,815,843 97.67% ― ― 平成25年12月16日 1 1 紙入札

7 4 － 10 25-9552-0 ファイリングキャビネットほか６品目 大和中学校 什器 条件付一般競争入札 (株)齋藤商会 市内 総価契約 3,259,410 3,104,200 3,129,000 96.00% ― ― 平成25年11月12日 4 3 1 電子入札

8 1 － 27 25-8928-0 渋谷土地区画整理事務所解体工事（その１） 大和市福田１９５８－１ 建築一式 指名競争入札 (株)ハラダ 市内 総価契約 6,300,000 6,000,000 5,985,000 95.00% ― ― 平成25年11月1日 7 6 1 　 紙入札

9 1 － 78 25-11504-0 市仮住まい解体工事 大和市下和田字中ノ原９１３－２　他 建築一式 随意契約８号該当 大和綜備(有) 市内 総価契約 7,171,500 6,830,000 7,140,000 99.56% ― ― 平成25年12月27日 1 1 　 紙入札

10 1 － 79 25-11555-0 平成２５年度泉の森水車小屋修繕工事 泉の森 建築一式 条件付一般競争入札 大和綜備(有) 市内 総価契約 1,963,500 1,870,000 1,869,000 95.19% 1,600,000 85.56% 平成25年12月27日 1 1 　 電子入札

11 3 － 6 25-8348-0 平成２５年度飲料水兼用貯水槽保守点検委託 消防署南分署
庁舎等建物・敷地
の清掃請負

随意契約６号該当 大和市管工事(同) 市内 総価契約 1,281,000 1,220,000 1,281,000 100.00% ― ― 平成25年10月15日 1 1 紙入札

5

契　約　方　法№ 契 約 番 号 件　　　　　　　　　名 場　　　　　　　　　所 契　約　業　種

最低制限価格

契　約　日

業者数

電子or紙
入札
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