
  

平成２６年度 第３回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２７年２月１３日（金） 午前１０時００分～１０時５０分 
２．場  所 大和市役所 本庁舎 第６会議室 
３．出席状況 委 員３名 
       事務局３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 高度救命処置訓練用人形 

【抽出理由】 
入札には１者しか参加しておらず、落札率も対設計100％となっている。もともと

この事業者と契約することを前提とした入札となっていたような事実はないか。 
 



  

【回  答】 
   本案件の入札を行うにあたっては、事前に３者から参考見積を徴取し、３者の中で

最安値の見積額を予定価格として入札を行った。結果として、参考見積の最安値の業

者が、唯一の参加業者となり、落札率100％で落札している。 
なお、参考見積を徴取した他の２者の見積額は採用した金額の数万円の差で大きな

相違はなかった。 
    物品購入及び委託の入札については、原則、３者以上の業者から参考見積を徴取し

て、最安値の額を予定価格算定の参考としている。以前は参考見積額を若干調整して

予定価格を算定していたが、現在は行っていないため、物品及び委託の入札案件では

落札率が対設計100％となることが稀にある。本案件は以上のような経緯の案件であ
ると考えている。また、入札についても条件付一般競争入札を地域区分「県内」とし

て実施しているので、参加業者が複数いることを想定していたが、１者の入札参加者

であった。したがって、落札業者との契約を前提とした入札ではない。 
【質  疑】 
委 員：ほかの参考見積業者は、入札条件的に参加できる業者であったのか。 
事務局：そのとおり。 

 
② 平成26年度北部浄化センターポンプ棟設備機器補修 

【抽出理由】 
落札業者の第１回入札は1,600万円となっているが、第２回入札は435万円となって

いる。他の３者は辞退または無効となっている。落札業者の第１回と第２回の金額差

が大きいため、落札に至った経緯を伺いたい。 
【回  答】 

   本案件について、第１回目の入札額が飛び抜けて高額であり、第２回目に 1,000
万円以上額を減額してきたことの理由について落札業者には確認していない。第１

回目の入札額が予定価格と折り合わずに、第２回目の入札を実施する際には「再入

札通知書」が入札参加者にシステムで送付される。その通知には第１回目の入札最

低金額が表示されており、第２回目の入札額の目安となる。これにより採算が取れ

ないと判断した入札参加者は辞退し、入札に参加する業者は先の金額を下回る額を

入札額とする。 

   本案件の設計金額について、落札業者以外の第１回目の入札額は入札書比較価格

と大きく乖離した金額にはなっておらず、むしろ落札業者の第１回目の入札額に錯

誤があったのではないかと推察している。落札業者は、「再入札通知書」の入札最低

金額を確認し、入札額の再算定を行い、第２回目の入札額としたと考える。 

【質  疑】 
   特になし。 
 
 

 

 



  

③ 平成26年度北部浄化センターポンプ棟設備機器補修 

【抽出理由】 
当該入札においては、第１回目の入札に参加した３者がいずれも予定価格を超える

か最低制限価格を下回る価格での入札になったため、第２回目の入札を行い、第１回

目の入札で予定価格約500万円に対し、1,600万円という高額な入札をしてきた事業
者のみが入札に参加し、当該事業者が435万円という前回に比して約27％の金額で落
札をしている。このような不自然な結果になったのは設計金額に問題があったためか。 

【回  答】  
本案件について、第１回目の入札額が飛び抜けて高額であり、第２回目に 1,000

万円以上額を減額してきたことの理由について落札業者には確認していない。第１

回目の入札額が予定価格と折り合わずに、第２回目の入札を実施する際には「再入

札通知書」が入札参加者にシステムで送付される。その通知には第１回目の入札最

低金額が表示されており、第２回目の入札額の目安となる。これにより採算が取れ

ないと判断した入札参加者は辞退し、入札に参加する業者は先の金額を下回る額を

入札額とする。 

    本案件の設計金額について、落札業者以外の第１回目の入札額は入札書比較価格と

大きく乖離した金額にはなっておらず、むしろ落札業者の第１回目の入札額に錯誤が

あったのではないかと推察している。落札業者は、「再入札通知書」の入札最低金額

を確認し、入札額の再算定を行い、第２回目の入札額としたと考える。以上のことか

ら、設計金額に問題はなかったと考える。 

【質  疑】 
   特になし 
 
④ 平成26年度雨水管築造工事（下鶴間排水区）第２工区その１ 

【抽出理由】 
過去にも同じように質問しているが、入札金額が最低制限価格と合致している。公

開されている積算基準により、計算が安易な案件であるのか。 
【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定できるものと考える。また、工事の設計金額は万

円止め（税抜）で算定をしているので、誤差のない算定が可能である。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と考える。 
【質  疑】 

   特になし 
 
 
 
 



  

⑤ 1)平成26年度雨水管築造工事（下鶴間排水区）第２工区その１ 

   2)平成26年度道路築造工事第２工区 

【抽出理由】 
２）では、数者によるくじがなされている。また、１）では、入札した業者が全て

同額でくじとなっており、それ以外は辞退または不参加である。これらは、金額の算

定が容易な案件であると推察される。２）は4,000万円程度、１）は3,000万円程度の
見積であるが、道路築造工事や雨水管築造工事といった工事関連の場合には、市の公

表している資料をもとに計算すれば、１円単位で誤差なく算定できるのか確認したい。 
【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定できるものと考える。また、工事の設計金額は万

円止め（税抜）で算定をしているので、誤差のない算定が可能である。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と考える。 
【質  疑】 

   特になし 
  

⑥ 平成26年度自転車通行帯工事（第１工区） 

   平成26年度自転車通行帯工事（第２工区） 

   平成26年度自転車通行帯工事（第３工区） 

   平成26年度自転車通行帯工事（第４工区） 

【抽出理由】 
今回の審議対象となる契約期間において抽出した当該４件の入札においては、特定

の４者のうち必ず３者が入札に参加し、その４者がそれぞれ１件ずつを落札している。

偶然とは思われるが、談合等の可能性は考えられないか。 
【回  答】 

   本案件の工事の入札に参加できる条件のひとつに「路面標示施工技能士」の資格を

有する技術者が配置できることとしている。この技術者を配置できる業者は限られて

おり、参加業者が少ないのはこれが要因であると考える。 
    当該４案件については、電子入札であるため参加業者が開札前には不明であるこ

と、及び落札率が91.97％～94.00％でおよそ平均の落札率（平成25年度 92.16％）で
あることから、１者が１案件ずつ落札したことに問題はないと考えているが、今後の

入札の状況を注視していく。 
【質  疑】 
委 員：今後もこの案件がまだあるのか。だから今後注視していくということか。 
事務局：そのとおり。 
委 員：当該業務すべてを請け負うには業務量的に厳しいであろうということから

案件を四つに分けているということだが、１者がすべて落札し受注するこ

ともあり得るのか。 



  

事務局：あり得る。 
委 員：案件を分けている理由からすると、２案件以上受注できないようにするな

どの対応が必要なのでは。 
事務局：他市ではそのような制限を設けて行っているところもあるが、本市では現在

行っていないため、今後検討する必要があると考える。しかし、ひとつにま

とめると業者の参加がない可能性を考え案件を分けたが、業者が全ての業務

を受注できると判断し、参加することもあり得る。 
委 員：今後、やり方について検討していただきたい。 
 

⑦ 平成26年度健康遊具設置工事その３ 

【抽出理由】 
本件は、健康遊具設置工事であるが、入札金額がほぼ一致している。やはり公開さ

れている積算基準により計算が容易なのか。 
【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定できるものと考える。また、工事の設計金額は万

円止め（税抜）で算定をしているので、誤差のない算定が可能である。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と考える。 
【質  疑】 
委 員：典型的な土木工事とは思わなかったが、このようなものも土木工事になる

のか。 
事務局：そのとおり。 

 
⑧ 市立下福田中学校図書室改修工事 

【抽出理由】 
この指名競争入札の事案では、６者の辞退がなされているものの、４者が入札して

おり、競争は確保されている。もっとも、辞退の数によっては競争が働かなくなる場

合も想定される。指名競争入札の場合には辞退の理由を示す必要があるのか、この案

件ではどのような理由を挙げていたのかを確認したい。 
【回  答】 
当該案件は、条件付一般競争入札を実施したところ金額が折り合わずに不調と

なったため、工期などを勘案し、入札に至るまでの期間を短縮できる指名競争入札

で行った案件である。参加業者は、過去３年間に同じ工種で入札実績がある１０者

を選定した。 

辞退届は辞退した６者全てから提出があったが、所定の書式を使用しているため、

辞退の理由は「都合により辞退」となっている。今後は、辞退理由を提出者に記入

してもらえるように書式の変更を検討したい。 

 



  

【質  疑】 
   特になし 
 

⑨ 防犯灯管理プレート取付業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 
１番の業者を失格とした理由は何か。入札金額が理由か。 

【回  答】 
本案件は、単価契約ではあるが、入札の際にはプレートの取付業務の予定数量を提

示しており、契約希望単価に予定数量を乗じた金額を入札額とした案件である。入札

の際には「入札金額内訳書」を添付している。 
    失格となった業者は、契約希望単価をそのまま入札額としてしまい、結果、「入札

金額内訳書」の合計額と不一致であった。「入札金額内訳書」の注意事項にあるとお

り失格とした。 
【質  疑】 

   特になし 
 

⑩ 防犯灯管理プレート（単価契約） 

【抽出理由】 
   入札に２者が参加し、落札できなかった事業者が対設計金額に対し４倍を超える金

額で入札しているのに対し、落札した事業者は対設計100％で落札している。落札し
た事業者が予定価格を分かっていたように感じられるがいかがか。 
【回  答】 

   本案件の入札を行うにあたっては、事前に３者から参考見積を徴取し、３者の中で

最低の見積額を予定価格として入札を行った。その結果、参考見積の最低の業者が落

札率100％で落札をした案件である。入札に参加した他の１者は参考見積業者ではな
い。なお、参考見積を徴取した他の２者の見積額は最低の見積額の３～４倍であった。 

    物品購入及び委託の入札については、原則、３者以上の業者から参考見積を徴取し

て、最安値の額を予定価格算定の参考としている。以前は参考見積額を若干調整して

予定価格を算定していたが、現在は行っていないため、物品及び委託の入札案件では

落札率が対設計100％となることが稀にある。本案件は以上のような経緯の案件であ
ると考えている。 

【質  疑】 
  特になし 
 
⑪ 平成26年度基幹システム改修委託（その３） 

【抽出理由】 
   システムについて著作権を開発した業者が有する場合、そのメンテナンスは当該業

者に委せるしかないであろうが、とすれば、開発作成委託の段階で定期的メンテナン

ス料を含めて契約すべきではないか。逐一メンテナンス契約をするよりも金額も総体

として安価になるのではないか。 



  

【回  答】 
   現行の基幹システムについては、平成２２年度にシステム構築のための提案をする

プロポーザル方式によって本案件の契約業者を選定した。その際の契約の仕様には定

期的及び緊急的な保守業務を行うこととなっている。 
    本案件の委託業務としては、住民記録の業務等において、より正確かつ効率的にシ

ステムを活用した業務が行えるようにシステムの改修を行うもので、当初の契約時に

は想定していなかった業務となるので、個別に契約を交わしたものである。 
【質  疑】 
委 員：メンテナンスではなく改良ということか。 
事務局：そのとおり。制度改正等に伴う改修のため、プロポーザルの段階では想定

していないものであった。 
 
⑫ ごみカレンダーアプリ構築委託 

【抽出理由】 
   随意契約の理由として、「企画競争の結果により最適な契約相手として特定してい

るため」とある。事前の経緯を含め、随意契約とした理由について補足をお願いした

い。 
【回  答】 

   当該案件はごみの減量、分別マナー及び市民の利便性などを図るため、スマート

フォン等を活用して、ごみの収集日や資源ごみの回収日、また資源などの分別の区分

の検索など、ごみに関するタイムリーな情報を配信できる「ごみカレンダーアプリ」

の構築を委託するものである。 
   受注者の選定方法は、市民が日常生活で利用しやすい操作性、機能性、デザイン性

などが優れたアプリの構築の提案を受けるプロポーザルへの参加者を公募し、その提

案を「構築委託事業者評価委員会」により審査した結果、最も評価の高かった当該業

者を選定した。その業者と随意契約を行った案件となる。なお、プロポーザルの参加

業者は３者であった。 

【質  疑】 
委 員：構築委託事業者評価委員会とは、市の職員で構成されているのか。 
事務局：そのとおり。 

  
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３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１０月１日　～　平成２６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 4 － 5 26-8821-0 高度救命処置訓練用人形
大和市深見西四丁目４－６　大和市消
防署

医療機器 条件付一般競争入札
日本船舶薬品(株) 横浜
支店

県内 総価契約 1,965,600 1,820,000 1,965,600 100.00% － － 平成26年10月16日 1 1 電子入札

2 1 － 1126-8649-0
平成２６年度北部浄化センターポンプ棟設備機器
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 協伸サンテック(株) 県内 総価契約 5,054,400 4,680,000 4,698,000 92.95% 3,950,000 84.40% 平成26年10月15日 3 1 2 1 電子入札

3 1 － 1126-8649-0
平成２６年度北部浄化センターポンプ棟設備機器
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 協伸サンテック(株) 県内 総価契約 5,054,400 4,680,000 4,698,000 92.95% 3,950,000 84.40% 平成26年10月15日 3 1 2 1 電子入札

4 1 － 6 26-8205-0
平成２６年度雨水管築造工事（下鶴間排水区）第２
工区その１

大和市西鶴間七丁目地内 土木一式 条件付一般競争入札 (株)山源建設 市内 総価契約 35,791,200 33,140,000 31,028,400 86.69% 28,730,000 86.69% 平成26年10月7日 9 5 1 3 5電子入札

1 － 6 26-8205-0
平成２６年度雨水管築造工事（下鶴間排水区）第２
工区その１

大和市西鶴間七丁目地内 土木一式 条件付一般競争入札 (株)山源建設 市内 総価契約 35,791,200 33,140,000 31,028,400 86.69% 28,730,000 86.69% 平成26年10月7日 9 5 1 3 5電子入札

1 － 1226-8654-0 平成２６年度道路築造工事第２工区 大和市下和田地内 土木一式 条件付一般競争入札 (株)渡栄土木 市内 総価契約 49,788,000 46,100,000 43,416,000 87.20% 40,200,000 87.20% 平成26年10月15日 14 13 1 3 7電子入札

1 － 7 26-8261-0 平成２６年度自転車通行帯工事（第１工区） つきみ野、中央林間、南林間地内　他 塗装 条件付一般競争入札 新大和産業(株) 市内 総価契約 80,946,000 74,950,000 76,086,000 94.00% 65,340,000 87.18% 平成26年10月8日 3 3 電子入札

1 － 1826-8924-0 平成２６年度自転車通行帯工事(第２工区) 福田、上和田地内　他 塗装 条件付一般競争入札
東日本工営(株) 大和事
業所

準市内 総価契約 51,084,000 47,300,000 46,980,000 91.97% 41,080,000 86.85% 平成26年10月23日 4 3 1 電子入札

1 － 3726-9654-0 平成２６年度自転車通行帯工事（第３工区） 下鶴間、桜森地内　他 塗装 条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内 総価契約 87,706,800 81,210,000 80,686,800 92.00% 70,840,000 87.23% 平成26年11月12日 3 3 電子入札

1 － 3826-9837-0 平成２６年度自転車通行帯工事（第４工区） 大和南地内　他 塗装 条件付一般競争入札
日本ライナー(株) 神奈
川営業所

準市内 総価契約 46,008,000 42,600,000 42,638,400 92.68% 36,970,000 86.78% 平成26年11月14日 3 3 電子入札

7 1 － 2226-8992-0 平成２６年度健康遊具設置工事その３ 草柳４号公園　他３公園 造園 条件付一般競争入札 (有)明葉造園 市内 総価契約 19,083,600 17,670,000 16,470,000 86.30% 15,250,000 86.30% 平成26年10月24日 4 4 2電子入札

8 1 － 7526-11682-0市立下福田中学校図書室改修工事（その１） 下福田小学校 建築一式 指名競争入札 川村建設(株) 市内 総価契約 6,652,800 6,160,000 6,615,000 99.43% 5,450,000 88.47% 平成26年12月24日 10 4 6 紙入札

9 3 － 2526-10766-0防犯灯管理プレート取付業務委託（単価契約） 大和市内
電気通信設備保守
管理

条件付一般競争入札 橋本電気工事(株) 市内
その他(単
価)

5,292,000 4,900,000 4,233,600 80.00% － － 平成26年12月1日 3 3  1 電子入札

10 4 － 2 26-8238-0 防犯灯管理プレート（単価契約） 大和市内 看板 条件付一般競争入札
山陽マーク(株) 東京出
張所

県外
その他(単
価)

1,676,700 1,552,500 1,676,700 100.00% － － 平成26年10月1日 2 2 電子入札

11 3 － 1 26-8401-0 平成２６年度基幹システム改修委託（その３）
大和市役所内及びその他本市が指定
する場所

情報処理業務委託 随意契約２号該当
(株)アール・ケー・ケー・
コンピューター・サービ
ス

県外 総価契約 764,640 708,000 764,640 100.00% － － 平成26年10月6日 1 1  紙入札

12 3 － 2326-10580-0ごみカレンダーアプリ構築委託 大和市役所ほか 情報処理業務委託 随意契約６号該当
ハル．エンジニアリング
(株)

県内 総価契約 2,281,500 2,112,500 2,281,500 100.00% － － 平成26年11月26日 1 1  紙入札
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