
  

平成２６年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２６年８月５日（火） 午後３時３０分～４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５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】 

   特になし 
 
（３）抽出事案の審議について 
 

  ① 中部浄化センター維持管理業務委託（債務負担行為） 

【抽出理由】 
比較的高額で長期に渡るものであるが、１者が落札すること及び５年間の契約期間

であることについて、その理由は何か。 
 



  

【回  答】 
    本案件は、下水処理サービスの質を確保しつつ民間の創意工夫を活かした効率的な

維持管理を行うための包括的民間委託である。この基本的な要素としては、性能発注

方式であることに加え複数年契約であることが国のガイドラインに示されている。 
   受注者の選定にあたっては、技術審査型条件付一般競争入札とし、先ず本市の技術

審査資格条件を公募要件としたうえで、本市が設定した要求水準を基に、包括的民間

委託に対する業務遂行能力などの技術提案を事業者より求め、提出された技術提案書

に基づきプレゼンテーションを行い、本市の要求水準以上の技術提案を行った事業者

を選定し、その選定業者の中から価格競争により契約事業者を決定している。この方

式により２者が技術提案を行い、技術審査の結果、２者とも要求水準に達し、その後、

この２者が価格競争を行い、落札業者を決定した。 
水質管理センターでは下水道事業における経営の視点を含めた施設の適正な運営

管理を実施するため、平成19年から中部浄化センターにおいて包括的民間委託を初め
て導入した。平成23年からは北部浄化センターにおいて、5年間の包括的民間委託を
導入し、安全かつ適正な維持管理業務を継続しているところである。      
本案件も長期的な業務が確保されることから、落札額の低下が期待できることや、

受注した事業者においては経費等の削減のインセンティブを十分に働かせることが

可能となることから、契約期間を5年間としている。 
【質  疑】 

  委 員：現在は特に問題ないかもしれないが、長期かつ高額な委託でありリスク回避

の意味では２者又は複数社との契約とした方がよいのではないか。そのよう

な考え方はあるのか。 
  事務局：２者以上との契約では、何らかの問題発生時の責任の所在が不明確となる場

合もあるため１者との契約としている。期間については、３年とすると安定

性やインセンティブがはっきりしにくいのではないかということで５年契

約としている。 
 
  ② 中部浄化センター維持管理業務委託（債務負担行為）  

【抽出理由】 
第１回入札の際には２者が参加しているが、第２回の際に１者が辞退しているが、

その経緯は。 
【回  答】 
  前案件での説明のとおり、本案件は技術審査型条件付一般競争入札を行っている。

２者が技術提案を行い、その後、この２社が価格競争を行ったが、２者とも第１回目

の入札では予定価格に達しなかったため、再入札となり、１者は再入札のときに最低

金額を下回る応札が困難なため辞退した。 
【質  疑】 

   特になし 
 

 



  

③ 平成２６年度福田相模原線歩道整備事業補償費積算委託 

【抽出理由】 
落札率が３８．８６％とかなり低い。設計金額ひいては設計積算基準に問題等が 

あるのではないか。 
【回  答】 
設計金額を算出する際に使用している設計積算基準は、神奈川県県土整備局の用地

調査等業務費積算基準を使用し、見積書や独自基準等は設けていない。また、設計金

額は設計担当者が現地調査を十分に行い、数量等を積上げたうえで算出しているので

問題等はないと考える。 
【質  疑】 

   特になし 
 
④ 児童福祉関連業務の書類仕分け及びデータ入力等業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 
労働者派遣において時間単価が本県最低賃金を下回っているようだが、この点にお

いて問題ないのか。 
【回  答】 

    本案件は、入札時に入札の金額の内訳書を提出することを条件として実施した。内

訳書の内容確認時に神奈川県の最低賃金額を下回っている金額であることが判明し、

落札業者に確認をしたところ、正社員を本業務に従事させるので最低賃金を下回る違

法な雇用は行わないとの確認を得た。よって、この点において問題はないと判断し、

契約を締結した。 

【質  疑】 
   特になし 

 
⑤ 平成２６年度資源回収業務委託(単価契約) 

【抽出理由】 
どちらかというと単純作業的業務の請負であり、市内業者に固執する必要はない。

この選定理由では一般的に既存業者の方が当然、業務に熟知しているから、それでは

常に既存業者を優先してしまう。既存業者との継続には当然メリットのほかデメリッ

トもあるので、本件のような場合、競争入札を排する理由は乏しいのではないか。「平

成２６年度水質管理センター廃砂収集運搬処分業務委託（単価契約）」のような業務

とは異なる。 
【回  答】 

   資源回収にあたり、本市はかなり細かく分別をして、可燃性と不燃性のそれぞれの

資源の収集・再利用・再資源化をしている。同組合は、この可燃性資源（新聞・雑誌・

ダンボール等）についての中間処理施設を有しており、また、市内に1,300箇所ほど
ある資源のリサイクルステーションから不燃性資源やその他プラスチック製容器包

装の回収、不法投棄物等の回収にも車両２０台以上を所有しているため、効率よく、

安定した回収が可能であり、また官公需の受注に積極的で、かつ受注した契約は責任



  

をもって履行できる体制が整備されていることを経済産業省が証明する官公需適格

組合でもある。さらに、廃棄物処理法の委託基準では、「委託料が受注業務を遂行す

るに足りる額であること。」と定められており、この法の解釈を国は「経済性の確保

等の要請よりも業務の確実な履行を重視」するとしている。同組合は資源回収事業に

携わっていた小規模事業者が集まり、県中小企業団体中央会の指導を受けて平成５年

に誕生した団体でもあることから、同組合と随意契約を行っている。 
【質  疑】 

  委 員：単純作業業務というわけではないということか。 
  事務局：1,300箇所のリサイクルステーションがあるほか、資源の種類も多く、収集

の仕方もかなり細かく規定しており、金額だけで請負業者を決定し、万が一

業務ができなくなっては市民生活等様々なところで支障が出るため、現在の

ような形で委託している。 
  

⑥ 平成２６年度犬猫死体収集運搬及び処分業務委託（その１・単価契約） 

【抽出理由】 
随意契約の理由（業者選定理由）として、「入札に付して受託業者を確定する期間

において、業務の履行が必要なため」とある。このような収集運搬及び処分業務委託

について、履行期間前に条件付一般競争入札を行うことはできないのか、確認したい。 
【回  答】 

    自治体では予算が確保されていないものについては、原則、契約を締結することが

できない。本市では、継続的に行う必要のある業務以外の契約案件は、３月中に条件

付一般競争入札の入札公告を行い、４月上旬に開札を行う事案もある。その際には、

「平成○○年度当初予算に係る大和市議会の議決を経た上で、平成○○年４月１日に

平成○○年度予算が発行することを条件とし、当初予算が大和市議会で否決された場

合等については、この入札公告は無効とする。」の一文を掲載している。この場合で

も委託等が出来ない期間が出来てしまう。 
    しかしながら、継続的に行う必要のある業務については、４月１日に契約を締結す

る必要があり、そのような業務については「つなぎ随意契約」として、前年度７月１

日から３月３１日まで契約をした受注業者と３か月の随意契約を行っている。３月下

旬に翌年度の予算の議会の承認を得て、短期間で契約締結するために実施しているも

のである。その後、７月１日の契約締結のための条件付一般競争入札を行う。 
本案件は、つなぎ随意契約を行った案件となる。 

【質  疑】 
 特になし 

 

⑦ 1)平成２５年度引地川公園ゆとりの森実施設計委託 

  2)平成２６年度やまとニュース配布業務委託（単価契約） 

  3)平成２６年度広報誌等配布業務委託（単価契約） 

  4)平成２６年度破砕機等清掃点検委託 

 



  

【抽出理由】 
上記の事案は参加業者が１者であるが、当初から少数の入札を予定していたもので

あるか。また、見積もりは多数の業者から取り寄せていたのか。 
【回  答】 

    1) この入札については、業務内容から地域区分を狭くしてしまうと入札参加者が

少ないことが想定されたため、競争性の確保のため地域区分を「なし」にして条

件付一般競争入札を実施したが、結果として１者の入札参加であった。なお、平

成２１、２３、２４年度に同様の入札を実施したが、その際にはそれぞれ２者の

入札参加があった。 
見積りについては、積算歩掛りの基本どおり、３者以上から徴収している。 

    2) 少数の入札を予定していたものではない。類似した業務（防災マップの市内全
戸配布など）の実績がある部署などからも業者の情報を収集し、複数業者から見

積書を取り寄せるべく行動したが、結果、業務内容（７日以内に市内全戸に配布

等）に合致した見積書の提出を受けたのは１者のみであった。しかし、見積書提

出業者以外の入札参加があることも考えられたため条件付一般競争入札を実施

したが、結果１者入札となった。 

    3) 少数の入札を予定していたものではない。見積書の徴取については、落札業者
のほか、他の１者の業者から見積書を徴取している。しかし、業務の特性（月２

回、約７万５千部を約７４０箇所に発行日の前日の１日間での配布など）からな

のか、例年、入札参加業者は少ない状況となっている。 

   4) 本委託は、不燃ごみ処理施設の破砕機関係機器等の清掃点検であることから、 
同種、同程度の業務実績の有無を条件に、地域区分は設けず入札を行っている。

その結果として入札参加者が１者であったものとなる。本委託の設計は、環境管

理センター積算要領等に基づき積算しており、積算にあたり業者からの見積りは

徴取していない。 
【質  疑】 

   委 員：応札が１者というのは、条件などいろいろなところでハードルが高いと思わ

れるので、複数者参加できるような条件を検討していただきたい。 
 

⑧ 平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その２ 

  平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その６ 

  平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その８ 

【抽出理由】 
上記の事案は造園に係る入札であるが、くじとなる率が比較的高くなっている、そ

の原因は何か考えられるか。 
【回  答】 

   土木工事の設計額の積算には公表された単価や歩掛を使用しているため、市の設計

額はほぼ正確に算出できるものと考える。また、最低制限価格の算出方法についても

市のホームページで掲載しているので、元の設計額の積算が正確に算出できた場合は、

最低制限価格に近似した額を算出することは可能であると考える。 



  

【質  疑】 
  委 員：くじはどのように行うのか。 
  事務局：電子入札で行っているため、各業者に来てもらうことなく機械で自動的に抽

選を行うことになる。くじの場合も事前に、業者側には自分がくじの対象と

なっていることやそのほか対象者が何者いるかがわかるようになっている。 
  

⑨ 平成２６年度公園草刈等委託（Ａ地区･単価契約） 

  平成２６年度公園草刈等委託（Ｂ地区･単価契約） 

  平成２６年度公園草刈等委託（Ｃ地区･単価契約） 

【抽出理由】 
契約金額が1,000円未満であるが、入札に参加する会社の意図は、市側の依頼を引

き受けたという実績をつくることに主眼があるのか、確認したい（少額入札の場合の

メリットについて十分把握していないため、この案件を抽出した。） 
【回  答】 
本３案件については、１平方メートルあたりの各単価を足し合わせた金額で条件付

一般競争入札の入札金額とした案件のため、各業務の単価を決めるための入札であり、

各業務量に単価を掛け合わせた金額が実際に支払いをする委託料となる。したがって、

本３案件は少額入札ではない。 
同じような単価契約で業務量がある程度予定されている場合は、単価に予定業務量

を掛け合わせて入札を行う場合もある。 
【質  疑】 

   特になし 
 

⑩ 平成２６年度「清掃の日」不燃ごみ収集作業業務委託 

【抽出理由】 
   本件のような単発の業務請負について、他の業者の参加があるか等を知るために、

ひいては年単位での業務請負の競争入札の実行性を判断するためにも競争入札を行

うべきではなかったのか。 
【回  答】 

    「清掃の日」は、自治会や各種団体が一斉に市内全域の道路や公園等の公共的な場

所を清掃するものである。原則として市民が回収したごみは、リサイクルステーショ

ンへ集積され、「清掃の日」当日に回収を完了する。 
    そのため、当該業務には、回収に必要な台数の車両を保有していることや、市内約

1,300箇所のリサイクルステーションの位置、状況等を熟知し、効率的な巡回ルート
で速やかにごみを回収することが必要となる。 
また、当日に回収が完了せず、積み残しが発生した場合、不法投棄の温床となり、

地元自治会や市民から苦情が寄せられるとともに、リサイクルステーションにおける

翌日以降の通常の資源物の回収に支障をきたすこととなることから当該業者と随意

契約をしている。 
 



  

【質  疑】 
  特になし 
 
⑪ 平成２６年度広報やまと作成等業務委託 

【抽出理由】 
   平成２６年度広報やまと作成等業務委託（デザイン制作委託）であるが、業務の内

容をお教えいただきたい（契約金額が42,336,000円となっており、高額の案件のため、
「やまとニュース」のデザインに関する業務内容を具体的に確認したいという趣旨）。 
【回  答】 

    本委託業務では「市の重要なお知らせなどを正しくかつ分かりやすく伝えることは

もちろん、従来の自治体広報誌にありがちな固いイメージから脱却し、市民が実際に

手にとって読んでみたいと思うような洗練されたデザインの誌面を目指す」という基   

本コンセプトに基づき、「広報やまと」を月２回作成する業務を委託している。 
依頼している業務の内容は、誌面作成（誌面企画へのアドバイス、編集会議への出

席、資料整理、原稿のリライトなど）、誌面の編集・デザイン（レイアウト、タイト

ル回り、図表、イラスト、写真処理、表紙イラストのデザイニングなど）、印刷、製

本、仕分け、梱包（７４０か所前後の配布先ごとに梱包し、雨よけのビニールで被う）、

納品（現物のほかＰＤＦファイルとテキストデータ）、掲示用のポスターデータの作

成（各号２種類・Ａ１判印刷用）のほか、必要に応じ、プロカメラマン及び対談の司

会・進行・執筆者、取材ライターの動員などを依頼している。 
   質問にある「やまとニュース」は、「広報やまと」とは、別の広報媒体であるが、「広

報やまと」と業者を統一することにより、イラスト・デザインの流用や作成までの調

整、連絡等の事務負担の軽減が図れることから、編集に日数が掛からないため、タイ

ムリーに旬の情報を提供することが可能となっている。「広報やまと」の基本コンセ

プトを踏襲しつつ、カラーにすることで訴求力を高め、旬で重要なお知らせを掲載し

ていくものである。「やまとニュース作成等業務委託」の業務内容は、誌面作成（紙

面企画へのアドバイス、編集会議への出席、資料整理、原稿のリライト）、紙面の編

集・デザイン（レイアウト、タイトル回り、図表、イラスト、写真処理など）、印刷、

納品（現物のほか、ＰＤＦファイル）としている。 
【質  疑】 
  特になし 
 
⑫ 大和市立渋谷小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

【抽出理由】 
   小学校給食調理業務委託の案件であり、１０者の入札のうち、２者が無効となって

いる。給食調理業務委託の場合において、業者側が最低制限価格を算定する基礎とな

る資料はあるのか、確認したい。 
【回  答】 

    本市では「大和市一般委託業務契約における最低制限価格取扱要領」を定めて、

ＨＰなどで公開しており、また、条件付一般競争入札を実施する際の入札公告にも



  

要領に基づいて最低制限価格を設定する入札案件であることは記載して周知を図っ

ている。 

適用案件は、一般委託業務のうち継続的に人員配置が必要な「給食業務」、「建物

清掃業務」や「警備業務（機械警備を除く）」などに適用して、極端な低入札による

受注を防止している。 

   本案件においても、各々の入札参加業者が業務の経費計算を行い、その中で要領に

基づく最低制限価格も視野に入れて入札を行ったものと推察される。 

【質  疑】 
 委 員：先の工事案件の場合には同額によりくじとなっているが、案件によっては

計算が難しいものや容易にできるものがあり、本案件では清掃業務などと

同様にばらつきのあるようなものなのか。 
 事務局：先ほどの案件は積算基準が明らかになっているが、本案件では最低従事者

数は決まっているが、会社ごとで給与水準などの積算基準が異なるほか、

会社負担の割合等も会社規模によって異なると思われるため、今回のよう

な結果となっていると考えている。 
 
⑬ 後期高齢者医療保険料納入通知書等作成委託（単価契約・債務負担行為） 

【抽出理由】 
   「がん検診受診券作成業務委託（単価契約）」と比べて印刷単価等に相違がある。

例えば、納入通知書印刷単価５円（がん検診受診案内印刷単価３．５円）、封筒６円

（同発送用封筒３円）など。この相違の理由はどこにあるか。 
【回  答】 

   本案件と「がん検診受診券作成業務委託（単価契約）」の印刷に関しては、印字の

仕様、発注数量が異なることや、封筒に関しては印刷物のサイズ、発注数量が異なる

ため、印刷単価等に相違が出てくるものと考えている。 
【質  疑】 
  特になし 
 
⑭ 色再生紙（単価契約） 

【抽出理由】 
   １者の参加・応札・落札であるが、コピー用紙の入札単価として一般販売されてい

る単価と比べて適当な金額と判断されている根拠を説明されたい。 
【回  答】 

    色再生紙の入札単価は、一般販売（カタログ）価格の約７８％であることから契約

単価として適当な金額と判断している。 
【質  疑】 
 委 員：紙は、質や厚さなど様々なものがあるが、その基準は定めているのか。 
事務局：市としては定めていないが、担当部署で、高速印刷機に耐えられる厚さや

その中で可能な限り安価なものといった形で仕様の中で決めている。 
 



  

○ 本委員会の人員について 

  【委  員】 
本委員会の委員の人数は現在３名であるが、運営上増員が望ましいと考えるが、

どのように考えているか。 
【回  答】 

    本委員会の設置当初の平成２４年度より、委員については３名の方にお願いをして

きた。昨年度の６月に１名が変更になり、審議いただいた。 
本年８月３１日の任期満了に伴い、委員の増員についても検討を行ったが、①少人

数により深い議論が出来るのではないかと判断したこと ②委員会を設置してまだ

間もないこと ③どのような業種の方に委嘱することが望ましいか判断に至らな

かったこと、により２期目についても現状の３名体制と考えている。 
今後、他市の状況などを参考にして委員の増員について検討していく。 

  
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２６年度　　第１回　大和市入札監視委員会　抽出事案一覧表　　（対象期間：平成２６年１月１日　～　平成２６年５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 3 － 21826-1620-0
中部浄化センター維持管理業務委託（債務負担行
為）

中部浄化センター
汚水処理施設等保
守管理

技術審査型条件付一
般競争入札

(株)西原環境 横浜営業
所

準県内
債務負担・
継続

1,388,750,400 1,285,880,0001,290,600,000 92.93% － － 平成26年5月8日 2 2 電子入札

2 3 － 21826-1620-0
中部浄化センター維持管理業務委託（債務負担行
為）

中部浄化センター
汚水処理施設等保
守管理

技術審査型条件付一
般競争入札

(株)西原環境 横浜営業
所

準県内
債務負担・
継続

1,388,750,400 1,285,880,0001,290,600,000 92.93% － － 平成26年5月8日 2 2 電子入札

3 3 － 21326-955-0
平成２６年度福田相模原線歩道整備事業補償費
積算委託

大和市上草柳八丁目ほか 損失補償調査 条件付一般競争入札 (株)トーアテック 県内 総価契約 2,084,400 1,930,000 810,000 38.86% － － 平成26年4月22日 16 15 1 電子入札

4 3 － 16326-380-0
児童福祉関連業務の書類仕分け及びデータ入力
等業務委託（単価契約）

大和市保健福祉センター 労働者派遣業務 条件付一般競争入札 (株)湘南ハイテク企画 県内
その他(単
価)

4,137,001 3,830,557 2,057,643 49.74% － － 平成26年4月3日 5 5 電子入札

5 3 － 12426-772-0 平成２６年度資源回収業務委託(単価契約) 大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当
大和市リサイクル事業
(同)

市内
その他(単
価)

274,792,176 254,437,200 274,792,176 100.00% － － 平成26年4月1日 1 1 紙入札

6 3 － 13626-804-0
平成２６年度犬猫死体収集運搬及び処分業務委
託（その１・単価契約）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 アニマルパーク(有) 県内
その他(単
価)

902,720 835,852 413,359 45.79% － － 平成26年4月1日 1 1 紙入札

2 － 1 25-11713-0平成２５年度引地川公園ゆとりの森実施設計委託 大和市福田地内 造園 条件付一般競争入札
セントラルコンサルタン
ト(株) 横浜営業所

準県内 総価契約 17,703,000 16,860,000 15,540,000 87.78% － － 平成26年1月9日 1 1 電子入札

3 － 16126-281-0
平成２６年度やまとニュース配布業務委託（単価契
約）

大和市内 広告・宣伝委託 条件付一般競争入札 (有)ウイズパル 市内
その他(単
価)

8,197,200 7,590,000 8,197,200 100.00% － － 平成26年4月3日 1 1 電子入札

3 － 16226-363-0 平成２６年度広報誌等配布業務委託（単価契約） 大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札
(株)タムラコーポレー
ション 営業本部

県内
その他(単
価)

7,396,920 6,849,000 7,396,920 100.00% － － 平成26年4月3日 1 1 電子入札

3 － 17126-553-0 平成２６年度破砕機等清掃点検委託 大和市環境管理センター
庁舎等建物・敷地
の清掃

条件付一般競争入札 (株)互幸ワークス 県内 総価契約 5,929,200 5,430,000 5,864,400 98.91% － － 平成26年4月4日 1 1 電子入札

1 － 7 25-11816-0
平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その
２

大和市福田地内 造園 条件付一般競争入札 (有)泰成緑地建設 市内
債務負担・
継続

73,807,200 68,340,000 64,519,200 87.42% 59,740,000 80.94% 平成26年1月15日 8 8 1 5電子入札

1 － 1425-12888-0
平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その
６

大和市福田地内 造園 条件付一般競争入札 (株)ヤマシゲ 市内
債務負担・
継続

80,211,600 74,270,000 69,962,400 87.22% 64,780,000 80.76% 平成26年2月5日 6 6 1 4電子入札

1 － 1925-14977-0
平成２５年度引地川公園ゆとりの森整備工事その
８

大和市福田地内 造園 条件付一般競争入札 (株)鈴木園 市内
債務負担・
継続

39,819,600 36,870,000 34,646,400 87.01% 32,080,000 80.56% 平成26年3月20日 4 4 2 2電子入札

3 － 23626-2381-0 平成２６年度公園草刈等委託（Ａ地区･単価契約） 大和市内
樹木保護管理の委
託

条件付一般競争入札 (有)泰成緑地建設 市内
その他(単
価)

1,640 1,519 918 55.98% － － 平成26年5月22日 8 8 電子入札

3 － 23926-2534-0 平成２６年度公園草刈等委託（Ｂ地区･単価契約） 大和市内
樹木保護管理の委
託

条件付一般競争入札 (有)明葉造園 市内
その他(単
価)

1,640 1,519 939 57.26% － － 平成26年5月26日 9 6 1 2 電子入札

3 － 24726-2664-0 平成２６年度公園草刈等委託（Ｃ地区･単価契約） 大和市内
樹木保護管理の委
託

条件付一般競争入札 (株)ヤマシゲ 市内
その他(単
価)

1,640 1,519 907 55.30% － － 平成26年5月28日 7 6 1 電子入札

10 3 － 21726-1175-0
平成２６年度「清掃の日」不燃ごみ収集作業業務
委託

大和市内 廃棄物処理の請負 随意契約６号該当
大和市リサイクル事業
(同)

市内 総価契約 1,000,000 925,926 1,000,000 100.00% － － 平成26年4月25日 1 1 紙入札

11 3 － 10126-1420-0 平成２６年度広報やまと作成等業務委託 大和市役所 デザイン製作委託 随意契約６号該当 (株)文化工房 県外 総価契約 42,336,000 39,200,000 42,336,000 100.00% － － 平成26年4月1日 1 1 紙入札

12 3 － 2 25-11763-0
大和市立渋谷小学校給食調理業務委託（債務負
担行為）

市立渋谷小学校 給食業務委託 条件付一般競争入札 (株)日京クリエイト 県外
債務負担・
継続

89,640,000 83,000,000 72,792,000 81.20% 66,400,000 80.00% 平成26年1月8日 11 10 1 2 電子入札

13 3 － 1425-12595-0
後期高齢者医療保険料納入通知書等作成委託
（単価契約・債務負担行為）

大和市役所 情報処理業務委託 条件付一般競争入札
(株)アイネス 公共営業
第二部

県外
その他(単
価)

1,146,600 1,092,000 847,350 73.90% － － 平成26年1月24日 2 2 電子入札

14 4 － 5526-2715-0 色再生紙（単価契約） 大和市役所 紙 条件付一般競争入札 (有)ウエキ文具センター 市内
その他(単
価)

2,599,884 2,407,300 2,114,877 81.35% － － 平成26年5月29日 1 1 電子入札

最低制限価格

契　約　日

業者数

電子or紙
入札

業　　者　　名 所在区分
予算根拠
区分

設  計  金  額
入札書比較
価格

契約金額

7

8

9

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


