
  

平成２６年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２６年１１月１３日（木） 午前１０時００分～１１時２０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 職務代理の指定について 
３ 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 

４ 答申について 
５ その他 
 

 
【会議要旨】 
１ 委員長あいさつ 
 
２ 職務代理の指定について 
  ○委員長により、職務代理者は谷江委員が指定された。 
 
３ 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 平成２６年度北部浄化センター水処理設備機器補修 

【抽出理由】 
最低制限価格以下の入札により無効となったのが６者である。多くの会社が最低制

限価格以下で事業を遂行できると見積もりをしていたということは、最低制限価格の

設定が妥当ではないということを意味するのか。この点を確認したい。 
【回  答】 

   本案件は、北部浄化センターにおける下水処理を安定的かつ良好な運転管理を維持

するため、主要な各種ポンプ類の点検整備及び消耗部品類の交換等を行うものである。

この設計金額については、公益社団法人日本下水道協会発行の下水道設計標準歩掛を

用いると共に、同規模かつ同等な施工実績を有する複数の業者より参考見積書を徴収

して実勢価格を把握して積算したため、適正な金額であると考える。 
最低制限価格については、ダンピング防止及び品質確保の観点から設定しているも

のであり、この積算基準は「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契

約制度運用連絡協議会モデル」（中央公契連モデル）を採用しているため、妥当であ

ると考える。 
しかしながら、設計を行うにあたり参考見積書の徴取の割合が多い案件については

参加業者の入札額と市の予定価格に相違が生じる場合があり、本案件がこれに該当し

たと思われる。 
【質  疑】 

   特になし 
 

② 平成２６年度がん検診推進事業クーポン等作成及び封入封緘業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 
参加業者３者のうち２者が辞退しており、対設計に対する落札率が65.33％と低く、

他に比べ特徴がある。当該２者の辞退、落札率が低くなった経緯が分かれば教えてい

ただきたい。 
【回  答】 

   このクーポン事業は平成２１年度より実施しており、基本の仕様は変えていない

が、今年度は対象者が拡大したことにより、クーポン券が３種類となったため対象

年齢が様々となり、業務が複雑となったことが２者辞退となった要因ではないかと

推察される。以前の入札状況は平成２３年度が参加業者４者、落札率 41.05％、２

４年度が参加業者２者、落札率 45.90％、２５年度が参加業者２者うち１者辞退、

落札率 36.26％となっており、設計金額は前年度の落札業者などから徴取した見積

書のうち最低価格としている。 

落札率が例年低くなっているが、事業開始以降、委託業務に問題が発生したケー

スはない。 
【質  疑】 

  委 員：今回の案件と前回の案件では、異なる業者が落札しているのか。 



  

  事務局：同じ業者である。なお、平成２４年度については別の業者が落札している。 
 

③ 平成２６年度犬猫死体収集運搬及び処分業務委託（その２・単価契約） 

【抽出理由】 
対設計に対する落札率が26.84％と他に比べ著しく低いが、設計金額に問題はな

かったのか。また、落札率が低くなった理由には何が考えられるか。 
【回  答】  
本案件の委託料の金額は、業者からの見積りにより算出しているのではなく、例年、

国などで提示している委託の設計基準に基づいて算出している。したがって、過去３

年間の対設計に対する落札率は平成２３年度が81.14％、２４年度が65.50％、２５年

度が39.96％となっており、近年、落札率が減少傾向にあるが、設計金額に問題はな

いと考えている。 

    落札率が低くなった理由としては、経費の多くを占める人件費や燃料費の大幅な減

額要因はなかったため、競争原理が働いたものと推察される。 
【質  疑】 

   特になし 
 
④ 1)平成26年度泉の森掲示板等整備工事 

   2)平成26年度広報掲示板設置工事（単価契約・道路・北部） 

   3)平成26年度広報掲示板設置工事（単価契約・道路・南部） 

   4)平成26年度広報掲示板設置工事（単価契約・公園・北部） 

   5)平成26年度広報掲示板設置工事（単価契約・公園・南部） 

   6)平成26年度広報掲示板設置工事（単価契約・公共施設全域） 

【抽出理由】 
１）のみならともかく、２）から６）において１者が最低制限価格と同額で入札を

しているが、これは偶然といえるのか。同社の積算能力が優れているからなのか。 
【回  答】 

   土木工事の設計金額の積算には公表された神奈川県の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。広報掲示板設置工事につ

いては全て（５件）同じ積算基準で、泉の森掲示板等設置工事についてもほぼ同様

の積算基準で設計しているため、１件正確な積算が出来れば、他の案件についても

同様に正確な積算は出来ると思われる。１者がくじにより落札しているが、他の業

者も同額で入札をしていることから、単価契約ということもあり、積算が比較的容

易であったと推察される。 
また、本案件は最低制限価格と同額での落札となっているが、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、元の設計金額の積算が正確に

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。 

【質  疑】 
   特になし 

 



  

⑤ 大和市防災行政無線デジタル化整備工事 

【抽出理由】 
落札者以外の辞退した入札者３者の辞退理由は何か。談合とまでは言えなくても、

４者が当初から落札者以外は辞退することを約束して入札に参加することはないの

か。 
【回  答】 

   防災行政無線とは、市域に防災情報などを放送するための機器で、工事の内容は、

既存のアナログ無線対応設備をデジタル無線対応設備に変更するものである。 

防災情報は、２４時間速やかに情報発信しなければならないことから、本工事期間

中も常に防災行政無線が使用できる状態を維持する必要があるため、既存のアナログ

無線も使用できる仕様となっている。設計にあたっては、外部に委託したうえで、技

術的に特定の事業者が有利になることなく、いずれの事業者でも工事の請負が可能と

なる仕様とした。また、この度の入札の際の仕様への質問に対しても、具体的な機器

等を限定することなく本市が求める機能を有するものであれば良い旨を回答してい

たが、結果として事業者の辞退があったものである。 

辞退の理由は、主に「仕様に対応できない」として辞退届が出ているが、具体的に

どの仕様に対応できないのかは明示されていない。質問の際の状況から推察すると、

既設のアナログ設備と新設のデジタル設備との併用や既設の操作卓と同様の制御が

一度の操作で行えることが条件となっていたことなどが主な理由かと思われる。 

   また、入札方法が条件付一般競争入札なので入札参加者は一堂に会すことがないた

め、どの業者が入札に参加するのかが分からない仕組みになっている。技術的に特殊

な案件であるため、入札参加者がある程度予測ができる可能性はあるが、最終的に辞

退するのであれば３者が敢えて入札に参加することはないと思われる。 
【質  疑】 

   特になし 
  

⑥ 大和市防災行政無線デジタル化整備工事 

【抽出理由】 
４者中３者が辞退し、落札した１者の入札価格は最低制限価格と同額である。３者

が辞退した経緯を確認したい。 
【回  答】 

   防災行政無線とは、市域に防災情報などを放送するための機器で、工事の内容は、

既存のアナログ無線対応設備をデジタル無線対応設備に変更するものである。 

防災情報は、２４時間速やかに情報発信しなければならないことから、本工事期間

中も常に防災行政無線が使用できる状態を維持する必要があるために、既存のアナロ

グ無線も使用できる仕様となっている。設計にあたっては、外部に委託したうえで、

技術的に特定の事業者が有利になることなく、いずれの事業者でも工事の請負が可能

となる仕様とした。また、この度の入札の際の仕様への質問に対しても、具体的な機

器等を限定することなく本市が求める機能を有するものであれば良い旨を回答して

いるが、結果として事業者の辞退があったものである。 



  

辞退の理由は、主に「仕様に対応できない」として辞退届が出ているが、具体的に

どの仕様に対応できないのかは明示されていない。質問の際の状況から推察すると、

既設のアナログ設備と新設のデジタル設備との併用や既設の操作卓と同様の制御が

一度の操作で行えることが条件となっていたことが主な理由かと思われる。 
【質  疑】 
 特になし 

 

⑦ 中央林間駅北口バスシェルター等設置工事（その１） 

【抽出理由】 
指名競争入札とした理由及び業者の選定理由を教えていただきたい。 

【回  答】 
   本案件については、この指名競争入札を行う前に条件付一般競争入札を行ったが、

入札が不調となった。バスシェルターの設置は、中央林間西側地域におけるコミュニ

ティバスの本格運行に必要な施設であり、１０月初旬の完成としていた。 

    入札不調後、改めて条件付一般競争入札を行った場合、入札公告期間など入札に至

るまでの日数が必要となり、製品の納品時期などから１０月初旬の完成が非常に厳し

くなることから、比較的短期間で行える指名競争入札とした。 

   なお、指名競争入札の選定理由は、「平成２４年度以降に本市発注の建築工事の入

札に参加した実績がある市内の業者」とし、９者選定した。 
【質  疑】 

    特になし 
 

⑧ 1)平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託（その５・債務負担行為） 

   2)平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託（その６・債務負担行為） 

   3)平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託（その７・債務負担行為） 

   4)平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託（その１０・債務負担行為） 

【抽出理由】 
１）、２）ともに運搬・保管の請負であり、１者のみが入札している（なお、３）、

４）では別会社の１者のみが入札している）。公共性もある事業であるように思われ

るが、この入札者が仮にいなかった場合、どのように対応がなされることになるのか。

また、随意契約に該当しない理由も確認したい。 
【回  答】 
コミュニティバス運行業務は、交通の利便性を向上すべき地域の利便性向上のため

に実施するもので公共性の高い業務である。入札者がいなかった場合は不調となるが、

設計内容等を見直し、改めて入札を行うことになる。 

今回の委託業務は、道路運送法に基づく許可を要するものであり、その許可を取得

できる事業者は多数あるため、随意契約に該当しないと判断した。 

【質  疑】 
   特になし 
 



  

⑨ 平成２６年度道路築造工事第３工区 

【抽出理由】 
入札金額が無効分を含めて、ほぼ同額である。金額設計基準が公開されているとし

ても、全入札者がこれほどまでに同じ金額で入札するほど積算が容易なのか。情報交

換（談合）の可能性はないのか。 
【回  答】 
土木工事の設計金額の積算には公表された神奈川県の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、当該工事は、路盤整

正工及び表層工（アスファルト）のみで、設計は比較的容易な内容である。さらに、

本案件は最低制限価格と同額での落札となっているが、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、元の設計金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。 
【質  疑】 

   特になし 
 

⑩ 北部学校給食共同調理場耐震補強工事に伴う代替給食調理業務委託 

（その２・単価契約） 

【抽出理由】 
   指名競争入札参加業者５者のうち３者が辞退しており、他に比べて特徴があるが、

当該３者が辞退した経緯が分かれば教えていただきたい。 
【回  答】 

   本委託業務は、小中学校５校の生徒・児童等（約4,000人）の給食調理を行ってい

る共同調理場の耐震工事により給食調理ができない約２か月間、業務を委託するもの

である。 

    本業務については、条件付一般競争入札を１度実施したところ２者の参加があった

が不調に終わったため、業務開始時期などを考慮して比較的短期間で入札が行える指

名競争入札を実施したものである。 

業者の指名基準は、「本市または近隣市で学校給食調理業務に実績があり、弁当の

配送も対応可能」として５者を指名した。しかし、当該委託業務は約２か月間の短期

間であること、また１日あたり約4,000食と食数が多いことなどから、対応困難と判

断して辞退に至ったと思われる。 
【質  疑】 
  特になし 
 
⑪ ジェネリック医薬品希望カード 

【抽出理由】 
   施設・設備の場合と異なり、印字カードであり、金額という点からすれば入札に付

すべきではないか。この契約者の方が余計なコストを支出しなくてよいので落札する

可能性が高いと思われるので、コストの点からは入札が不利ではないと思うが。 
【回  答】 



  

   当該印刷物は、カードと併せてジェネリック医薬品の案内についても掲載している

ものとなっている。ジェネリックの利用については、かかりつけの医師に相談が必要

であり、当該印刷物の作成当初、その記載内容を、一言一句、市医師会と調整し、そ

の結果、作成したものになっている。また、その際に、他者にも照会したが、市医師

会の意向に合わない内容であり、また校正することができないとの回答であった。し

たがって、予算の範囲内で市医師会の意向にあった内容に校正可能な唯一の業者が当

該業者であった。 
今後、入札を行い、他者が落札した場合は、文言が同じものを最初から作成するこ

ととなり、また他者のオリジナルの表現が含まれている場合は、その都度、市医師会

と調整を図る必要があるため、校正する経費も発生する場合が出てくる。 
上記の状況を踏まえ、かつ原版を保有している当該業者との随意契約することがコ

スト面、事務効率から妥当ではないかと考える。 
【質  疑】 
  特になし 
 
⑫ 平成２６年度北部浄化センター水処理設備改築更新設計委託など 

【抽出理由】 
   本案件は一例であるが、条件付一般競争入札の場合でも、応札業者が１者の場合が

いくつかある。本案件のような浄化センター水処理設備改築更新設計委託の場合には

応札業者がそれほど多くないと見込まれるが、このような場合に応札業者を増やすた

めに普段からどのような対策を講じているのかを確認したい。 
【回  答】 

   工事に関しては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づ

き発注予定工事等の公表を行っている。しかし、これも具体的な日程などは公表して

いない。工事、委託及び物品などの具体的な入札については入札公告で初めて明らか

にしているが、入札公告後に入札参加状況が少ない場合は、過去に同様の案件などに

参加した業者に対して入札案件の案内を事業担当課より行う場合がある。 
    複数の参加業者による競争性の確保を図りつつ、入札案件の情報については平等性

など考慮して入札・契約事務を行っている。今後も研究していきたいと思う。 

【質  疑】 
  特になし 

  
４ 答申について 
  ○事務局から、答申について事務連絡。 
 
５ 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２回　大和市入札監視委員会　抽出案件一覧表　　（対象期間：平成２６年６月１日　～　平成２６年９月３０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 1 － 3426-5771-0
平成２６年度北部浄化センター水処理設備機器補
修

北部浄化センター 機械器具設置 条件付一般競争入札 (有)シールＴＯＰ 県内 総価契約 8,035,200 7,440,000 7,214,400 89.78% 6,280,000 84.41% 平成26年8月7日 9 9 6 電子入札

2 3 － 6526-4158-0
平成２６年度がん検診推進事業クーポン等作成及
び封入封緘業務委託（単価契約）

大和市保健福祉センター
その他の業務請負
等委

条件付一般競争入札 (株)イセトー 横浜支店 準県内
その他(単
価)

4,817,853 4,460,975 3,147,390 65.33% － － 平成26年6月25日 3 1 2 電子入札

3 3 － 5426-3973-0
平成２６年度犬猫死体収集運搬及び処分業務委
託（その２・単価契約）

大和市内
その他の業務請負
等委

条件付一般競争入札 アニマルパーク(有) 県内
その他(単
価)

2,846,460 2,635,612 763,992 26.84% － － 平成26年6月20日 2 2 電子入札

1 － 3226-5825-0 平成２６年度泉の森掲示板等整備工事 大和市内
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内 総価契約 16,750,800 15,510,000 14,407,200 86.01% 13,340,000 86.01% 平成26年8月6日 3 2 1 1 電子入札

1 － 3826-5973-0
平成２６年度広報掲示板設置工事（単価契約・道
路・北部）

市内北部地区の道路
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内
その他(単
価)

5,097,600 4,720,000 4,352,400 85.38% 4,030,000 85.38% 平成26年8月8日 3 3 3電子入札

1 － 3926-5974-0
平成２６年度広報掲示板設置工事（単価契約・道
路・南部）

市内南部地区の道路
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 新大和産業(株) 市内
その他(単
価)

5,097,600 4,720,000 4,352,400 85.38% 4,030,000 85.38% 平成26年8月8日 4 3 1 2電子入札

1 － 4026-5975-0
平成２６年度広報掲示板設置工事（単価契約・公
園・北部）

市内北部地区の公園
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内
その他(単
価)

4,795,200 4,440,000 4,104,000 85.59% 3,800,000 85.59% 平成26年8月8日 3 3 3電子入札

1 － 4126-5976-0
平成２６年度広報掲示板設置工事（単価契約・公
園・南部）

市内南部地区の公園
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 (有)日野建設 市内
その他(単
価)

4,795,200 4,440,000 4,104,000 85.59% 3,800,000 85.59% 平成26年8月8日 4 4 3電子入札

1 － 4226-5978-0
平成２６年度広報掲示板設置工事（単価契約・公
共施設全域）

市内全域の公共施設
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内
その他(単
価)

4,795,200 4,440,000 4,104,000 85.59% 3,800,000 85.59% 平成26年8月8日 3 3 3電子入札

5 1 － 6226-5515-0 大和市防災行政無線デジタル化整備工事 大和市役所ほか 電気通信 条件付一般競争入札
(株)日立国際電気 公共
通信営業部

県外
債務負担・
継続

512,071,200 474,140,000 460,857,600 90.00% 426,720,000 90.00% 平成26年9月26日 4 1 3 電子入札

6 1 － 6226-5515-0 大和市防災行政無線デジタル化整備工事 大和市役所ほか 電気通信 条件付一般競争入札
(株)日立国際電気 公共
通信営業部

県外
債務負担・
継続

512,071,200 474,140,000 460,857,600 90.00% 426,720,000 90.00% 平成26年9月26日 4 1 3 電子入札

7 1 － 1626-4275-0
中央林間駅北口バスシェルター等設置工事（その
１）

中央林間３丁目４３６０－１０１ 建築一式 指名競争入札 大和綜備(有) 市内 総価契約 1,620,000 1,500,000 1,620,000 100.00% 1,340,000 89.33% 平成26年7月3日 9 7 2 2紙入札

3 － 9 26-3198-0
平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託
（その５・債務負担行為）

大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札 神奈川中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

150,347,700 150,347,700 149,644,163 99.53% － － 平成26年6月6日 1 1 電子入札

3 － 1026-3199-0
平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託
（その６・債務負担行為）

大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札 神奈川中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

292,945,000 292,945,000 292,703,122 99.92% － － 平成26年6月6日 1 1 電子入札

3 － 4526-3804-0
平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託
（その７・債務負担行為）

大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札 (株)海老名相中 県内
債務負担・
継続

249,170,200 249,170,200 248,931,779 99.90% － － 平成26年6月18日 1 1 電子入札

3 － 13126-7798-0
平成２６年度大和市コミュニティバス運行業務委託
（その１０・債務負担行為）

大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札 (株)海老名相中 県内
債務負担・
継続

306,115,700 306,115,700 305,900,000 99.93% － － 平成26年9月22日 1 1 電子入札

9 1 － 1226-4148-0 平成２６年度道路築造工事第３工区 大和市下和田地内 土木一式 条件付一般競争入札 (有)シンカンパニー 市内 総価契約 2,041,200 1,890,000 1,749,600 85.71% 1,620,000 85.71% 平成26年6月27日 7 7 3 4電子入札

103 － 8126-4551-0
北部学校給食共同調理場耐震補強工事に伴う代
替給食調理業務委託（その２・単価契約）

大和市立緑野小学校ほか４校 給食業務委託 指名競争入札 ハーベスト(株) 県内
その他(単
価)

259 240 206 79.54% － － 平成26年7月4日 5 2 3 紙入札

114 － 1426-4473-0 ジェネリック医薬品希望カード 大和市役所 書籍 随意契約６号該当 (株)ライズファクトリー 県外 総価契約 884,520 819,000 884,520 100.00% ― ― 平成26年7月3日 1 1  紙入札

122 － 8 26-6833-0
平成２６年度北部浄化センター水処理設備改築更
新設計委託

北部浄化センター 下水道 条件付一般競争入札
(株)日水コン 横浜事務
所

準県内 総価契約 3,974,400 3,680,000 3,888,000 97.83% － － 平成26年9月4日 1 1 電子入札

4

8

最低制限価格

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

業者数

電子or紙
入札
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設  計  金  額
入札書比較
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契約金額


