
  

平成２７年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２７年５月２０日（水） 午前１０時００分～１１時００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 平成26年度庭球場施設管理運営事業 家屋調査委託（事前調査） 

【抽出理由】 
落札率は38.12％であり、予定価格の半分以下である。予定価格で想定していたよ

うな高レベルの家屋調査を実施できるのか、確認したい。 
 



  

【回  答】 
   この案件の積算については、県の積算参考資料で「地盤変動影響調査等業務費積算

基準」を用いて設計金額を算出した。業務内容としては、庭球場の解体工事において

近隣家屋への影響を考え、事前に家屋調査を行ったものである。 

    委託業務の場合、見積書を徴取して設計金額の参考にすることが多いが、この案件

のように職員が設計基準などを基に設計金額を算出できるものについては、極力設計

をして金額を算出することとしている。 

今回の案件については落札金額が低価格だったので、落札後、当該業者に業務の遂

行能力について確認を行ったうえで契約を締結した。また、当該業務は、仕様書のと

おり問題なく完了している。 
【質  疑】 

特になし 
 

② 産業廃棄物（混合廃棄物）処分委託 

【抽出理由】 
最低制限価格を設けなかった理由を確認したい。産業廃棄物の処分は単なるごみ処

分と異なり、それ相応の手続きが求められる。この場合には、想定外に安価な入札を

避けるために最低制限価格を設けることも考えられるため、抽出した。 
【回  答】 

   産業廃棄物の運搬業務や処分業務は法で厳しく規制されている。入札への参加業者

の条件として県知事などの運搬や処分に対する許可証の交付を受けていることとし

ている。また、廃棄物の搬出、運搬及び処分までを法で定められた産業廃棄物管理票

（マニフェスト）で管理され、排出事業者も排出した産業廃棄物の状況が確認できる

仕組みになっている。 

    現在、委託業務でも最低制限価格を設定する業務もあるが、建物清掃業務や給食調

理業務など継続的に人員配置が必要な業務でのみで行っており、現状では最低制限価

格の設定対象業務ではない。 

しかし、産業廃棄物は運搬業者などが適正に業務を行わなかった場合、排出事業

者の責任を問われるため、今回のご意見を踏まえて他市などの状況を確認するなど

研究していきたい。 

【質  疑】 
   特になし。 
 
③ 1)平成26年度庭球場施設管理運営事業 家屋調査委託（事前調査） 

  2)県議会議員・県知事選挙投票所入場整理券作成業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 
この２件については、落札金額が対設計に対して著しく低いが、設計金額に問題は

なかったのか。 
【回  答】  
１）については、県の積算参考資料で「地盤変動影響調査等業務費積算基準」を用



  

いて設計金額を算出した。業務内容としては、庭球場の解体工事において近隣家屋へ

の影響を考え、事前に家屋調査を行ったものである。 

    ２）については、入札を行う前に見積書を３者より徴取し、設計金額を算出した。

３者とも金額に大きな相違はなく、最低価格の業者の金額を参考にしたが、今回の落

札業者の金額は最低金額ではなかった。 

    委託業務の場合、見積書を徴取して設計金額の参考にすることが多く、その際は原

則３者以上から見積書を徴取して、その最低金額を設計金額としており、また業務に

よっては、職員が設計基準などを基に設計金額を算出している。 

    以上のことから、今回の２案件については落札金額が低価格であったが、設計金額

の算出には問題はなかったと考えている。 

【質  疑】 
   特になし 
 
④ 1)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置業務委託（その１） 

  2)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置業務委託（その２） 

【抽出理由】 
趣旨はわかるが、もし同社が廃業等をした場合には、随意契約をしていると対応で

きなくなるのではないか。そのような考慮は不要か。２）も同様。それほど複雑な業

務とも思えないが。 
【回  答】 

   ポスターの掲示板は、有権者の目にふれる場所に設置することが重要であり、市有

地だけでなく、地権者などから借り受ける民地、多くの人が集まる公園や学校付近な

ど様々な場所に設置している。設置するにあたっては、安全かつ迅速に行うためにも、

それぞれの場所に合った最適な設置方法で行わなければならず、特に民地への設置に

は地権者との信頼関係は不可欠と考えて、随意契約を締結した。 

   しかし、今回の指摘を踏まえ、現在の請負業者との随意契約が適切なのかを再度検

証し、今後、同業務に支障がないようにしたい。 

【質  疑】 
   特になし 

 
⑤ 1)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置業務委託（その１） 

   2)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置業務委託（その２） 

  3)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板撤去業務委託（その１） 

   4)平成27年執行統一地方選挙ポスター掲示板撤去業務委託（その２） 

【抽出理由】 
選挙ポスター掲示板の設置及び撤去を随意契約としており、理由として民有地の地

権者との信頼関係が挙げられているが、仮に設計時において地権者の許可等が必要だ

としても撤去委託業務までも随意契約とする必要性があるのか。 
【回  答】 

    ポスターの掲示板は、有権者の目にふれる場所に設置することが重要であり、市有



  

地だけでなく、地権者などから借り受ける民地、多くの人が集まる公園や学校付近な

ど様々な場所に設置している。設置するにあたっては、安全かつ迅速に行うためにも、

それぞれの場所に合った最適な設置方法で行わなければならず、特に民地への設置に

は地権者との信頼関係は不可欠と考えて、随意契約を締結した。 

    設置後の安全管理や補強作業、さらに撤去の際にはどのような方法で設置したかを

熟知していることが必要と考え、設置業者と撤去業者を同一の業者とした。 

   しかしながら、今回の指摘を踏まえ、現在の請負業者との随意契約が適切なのかを

再度検証する。 

【質  疑】 
   委 員：他市でも同様な案件があると思うが、同じく随意契約で行うことが多いの

か。 
   事務局：他市でも随意契約で行うことが多いと聞いているが、再度随意契約が適切

なのか検討していきたい。 
  

⑥ 平成27年度中学校移動水泳指導に係るバス送迎委託（債務負担行為） 

【抽出理由】 
当案件においては、参加業者３者のうち２者が辞退し、落札業者については、対設

計100％で落札している。この業者との契約を予定して入札が行われていたというこ

とはないか。 
【回  答】 

    この案件はプール施設のない中学校が授業の一環として引地台温水プールで水泳

の授業を行うため、中学校と引地台温水プールの間をバス送迎するものである。仕

様書のなかで、「バス１台の乗車人数を 78名を限度とする」とし、そのうえで各学

校の必要なバスの台数を明記している。これは、引率の体育教員が各バスに１名ず

つ添乗することになるが、引率できる教員が限られており、これ以上増員すること

ができないため指定しているものである。 

辞退した２者については、バスの乗車定員が６０人の車両しか用意できないとい

う理由であった。また、落札業者からは見積書を徴取しており、その見積金額を参

考に設計金額を算出していたことから、入札した業者が１者で、落札率が 100％と

なった。 

以上のことから、この業者との契約を予定して入札が行われていたということでは

ないが、この案件の仕様書は他の授業への影響や教員数なども含めてのものであり、

落札業者がこの仕様で業務を行うことのできる唯一の業者だと判断している。 

【質  疑】 
特になし 
 

⑦ 1) 平成26年度介護保険料決定・納付通知書作成発送委託（単価契約・債務

負担行為） 

   2) 市民税・県民税特別徴収納入書等発行業務委託（その２・単価契約・債

務負担行為） 



  

【抽出理由】 
この２件については、ともに税関連の納付書等の発送関連委託業務と思われるが、

１）が競争入札であるのに対し、２）については随意契約となっている理由を教えて

いただきたい。 
【回  答】 
   ２）については、平成 26年 12月に条件付一般競争入札を行い、入札参加者が３
者であったが、入札金額が予定価格に達せず、不調となった。その後、仕様書の見

直しを行い、再度、条件付一般競争入札を行うか検討したが、業務内容から条件付

一般競争入札を行うには日程的に難しいと判断をし、前年度の契約業者と随意契約

を行うこととした。 

   今後も、条件付一般競争入札を基本として、入札・契約事務を行っていきたいと考

えている。 

【質  疑】 
特になし 

 
⑧ 市立桜丘小学校大規模復旧防音・改修工事におけるインフレスライド条項の

適用に伴う単価入替等業務委託 

【抽出理由】 
インフレスライド条項適用について説明が欲しい。 

【回  答】 
今回のインフレスライドは前年度に続き、国土交通省の「技能労働者への適切な水

準の確保について」の通知に基づいて行ったものである。本年２月から公共工事設計

労務単価が全国平均で4.2％（前年度：7.1％）上昇したが、これは技能労働者の処遇

を改善し、（特に若年層の）人材の確保・育成を図るために取り組むこととなったも

のである。 

    本市において、インフレスライドの適用案件は、平成26年度は４件、平成27年度は

１件を予定している。 

【質  疑】 
   特になし 
 

⑨ 平成27年度公園緑地等管理運営業務委託 

【抽出理由】 
この案件に限った抽出ではないが、（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団と

は、８件ほど随意契約を締結しており、これらを全て合わせると相当な規模の業務を

依頼していることになる。全ての業務を円滑に進めることができるのか、財団の規模、

従来担当してきた業務内容を確認したい。 
【回  答】 
（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団は平成18年4月に３つの財団が統合し

て設立され、平成23年7月に公益財団法人に移行した。 
昭和61年10月に財団法人大和市スポーツ振興公社、平成3年2月に財団法人大



  

和市余暇活動推進公社及び平成5年4月に財団法人大和市みどりのまちづくり振興

財団がそれぞれ「スポーツ」「余暇活動」「緑化」などの振興を目的に市の出資によ

り設立された。 

指摘のあった８件の契約案件以外には、大和スポーツセンター体育会館・競技場

を始めとするスポーツ施設、引地台野球場及び温水プールなどの公園施設等の指定

管理者として市の業務に関わっている。 

現在、基本財産が４億１千万円、総事業費が年間約９億３千万円（平成25年度）

で、職員122名（嘱託職員等含む）がスポーツ、文化芸術、自然環境の保全・活用

及び緑化事業などの自主事業を公益事業として行っている。具体的には「スポーツ

健康相談」「スポーツ大会」「映画鑑賞会」「園芸教室」及び「みどりの体験教室」

などの実施や「情報誌の発行」等である。 

当初の財団が設立されて、２０数年以上それぞれの専門分野の事業の企画運営や

関連団体への情報発信網などを期待して、市の各種業務を委託している。 

【質  疑】 
   特になし 
 

⑩ 平成27年度ＡＯ対応デジタル複合機再賃貸借（単価契約） 

【抽出理由】 
   業者選定理由として、「入札に付し新たに複数年賃貸借するよりも、当初賃貸借期

間を終了した機器を単年度で再賃貸借するほうが安価である」との理由を挙げている

（なお、他の案件でも再リースの方が新規よりも安価との理由を挙げているものがあ

る）。入札に付した場合は、再賃貸借の予定額よりも低額で入札がなされる場合も考

えられるため、「再賃貸借する方が安価である」というのは主観的な評価に過ぎず、

随意契約とする理由とならないとも考えられる。随意契約とするのであれば、金額面

以外の契約継続の必要性も記載すべきであると思われるため、抽出した。 
【回  答】 

    この案件に限らず、当初の賃貸借契約後に行う再賃貸借の際には新規導入をする場

合との金額の比較を行っている。この案件においても、契約相手及び他の業者から新

規の賃貸借の場合の見積書を徴取し、月額で２万２千円～２万６千円程度安価である

ことを確認したうえで再賃貸借を選択した。 

また、以前の車両の案件では、再賃貸借、新規の賃貸借などを比較検討した結果、

その車両を購入した方がその後の諸経費を含めて安価であると判断し、購入したこと

もある。 

今後も、再賃貸借の方が安価であるという先入観にとらわれずに業務を行っていきたい。 
【質  疑】 
  特になし 
 
⑪ 委託契約に随意契約が多い理由について 

【抽出理由】 
   委託案件（３号）については、随意契約が多い。理由は分かるが、既得権益と化す



  

るおそれ、他の業者の育成等との問題も無きにしも非ずであり、随意契約に頼りすぎ

るのもマイナスではないか。中長期的検討を要するのではないか。 
【回  答】 

   今回の審議案件のうち、4月1日付の随意契約が90件あった。「つなぎ随契」が17件、

「２号随契」が15件、エレベーターなどの施設維持に関連する「保守委託」が12件な

どが主なものとなっている。 

「つなぎ随契」とは、１日も間を空けることのできない業務について前年度業者と

３ケ月の契約を行って、残りの９ケ月間の契約を条件付一般競争入札で行っている案

件である。前年度中に入札の準備から開札まで行うことができれば、随意契約ではな

く、条件付一般競争入札を実施できるが、予算の単年度主義の原則から、予算執行の

会計年度ではない年度に予算の支出を決定してしまうことができないため、「つなぎ

随契」の方法をとっている。 

「２号随契」は特殊な技術などの理由により、特定の業者しか契約相手となりえな

い場合にこの随意契約を行っている。 

「保守委託」はエレベーターや自動ドアなどの保守点検の業務について行っている。

一時、エレベーターの保守などはメーカー業者以外でも実施可能として委託契約を

行ったこともあったが、シンドラー社のエレベーター事故以降、設置メーカーが保守

を行うことで責任区分も明確であり、故障なども起きにくいと考え、随意契約を行っ

ている。 

以上の随意契約以外の案件は、ごみの収集運搬・処分に関するもの及び福祉に関す

るものが多くあり、業務の内容から入札には適さないことを随意契約の理由としてい

る案件である。 

しかしながら、公平性、競争性、透明性などの観点からも随意契約は必要最小限と

すべきであると考えている。今までも、条件付一般競争入札に変更できる案件は見直

ししてきたが、今後も他市の状況を調査するなど中長期的に検討していく。 

【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。 



 

 

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 － 6 26-12680-0
平成２６年度庭球場施設管理運営事業　家屋調査
委託（事前調査）

大和市上草柳八丁目地内 損失補償調査 条件付一般競争入札 東洋技建(株) 横浜支店 準県内 総価契約 2,181,600 2,020,000 831,600 38.12% － － 平成27年1月16日 21 20 1 電子入札

2 3 － 1726-13849-0 産業廃棄物（混合廃棄物）処分委託 大和市営大和スポーツセンター 廃棄物処理の請負 条件付一般競争入札 日本ダスト(株) 県内 総価契約 982,800 910,000 638,820 65.00% － － 平成27年2月6日 6 5 1 電子入札

3 － 6 26-12680-0
平成２６年度庭球場施設管理運営事業　家屋調査
委託（事前調査）

大和市上草柳八丁目地内 損失補償調査 条件付一般競争入札 東洋技建(株) 横浜支店 準県内 総価契約 2,181,600 2,020,000 831,600 38.12% － － 平成27年1月16日 21 20 1 電子入札

3 － 2426-14509-0
県議会議員・県知事選挙投票所入場整理券作成
業務委託（単価契約）

大和市内 情報処理業務委託 条件付一般競争入札
カワセコンピュータサプ
ライ(株) 横浜支店

準県内
その他(単
価)

4,153,248 3,845,600 1,970,406 47.44% － － 平成27年2月19日 4 4 電子入札

3 － 2826-14897-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置
業務委託（その１）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 大高建設(株) 市内 総価契約 5,814,720 5,384,000 5,778,000 99.37% － － 平成27年2月26日 1 1 紙入札

3 － 2926-14907-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置
業務委託（その２）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 川村建設(株) 市内 総価契約 5,713,200 5,290,000 5,713,200 100.00% － － 平成27年2月26日 1 1 紙入札

3 － 2826-14897-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置
業務委託（その１）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 大高建設(株) 市内 総価契約 5,814,720 5,384,000 5,778,000 99.37% － － 平成27年2月26日 1 1 紙入札

3 － 2926-14907-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板設置
業務委託（その２）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 川村建設(株) 市内 総価契約 5,713,200 5,290,000 5,713,200 100.00% － － 平成27年2月26日 1 1 紙入札

3 － 4027-163-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板撤去
業務委託（その１）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 大高建設(株) 市内 総価契約 2,259,839 2,092,444 2,257,200 99.88% － － 平成27年4月1日 1 1 紙入札

3 － 4927-181-0
平成２７年執行統一地方選挙ポスター掲示板撤去
業務委託（その２）

大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当 川村建設(株) 市内 総価契約 2,180,508 2,018,989 2,180,000 99.98% － － 平成27年4月1日 1 1 紙入札

6 3 － 2726-14850-0
平成２７年度中学校移動水泳指導に係るバス送迎
委託（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

1,473,120 1,364,000 1,473,120 100.00% － － 平成27年2月25日 3 1 2 電子入札

3 － 4 26-12647-0
介護保険料決定・納付通知書作成発送委託（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)

7,680,031 7,111,140 5,499,500 71.61% － － 平成27年1月15日 3 2 1 1 電子入札

3 － 1826-13793-0
市民税・県民税特別徴収納入書等発行業務委託
（その２・単価契約・債務負担行為）

大和市役所 情報処理業務委託 随意契約６号該当
(株)アイネス 公共営業
第二部

県外
その他(単
価)

4,376,646 4,052,450 4,376,646 100.00% － － 平成27年2月6日 1 1 紙入札

8 2 － 4 26-15521-0
市立桜丘小学校大規模復旧防音・改修工事にお
けるインフレスライド条項の適用に伴う単価入替等
業務委託

市立桜丘小学校 建築設計 随意契約６号該当
(株)田中建築事務所 横
浜事務所

準県内 総価契約 756,000 700,000 756,000 100.00% － － 平成27年3月12日 1 1 紙入札

9 3 － 3927-100-0 平成２７年度公園緑地等管理運営業務委託 大和市内
その他の業務請負
等委託

随意契約６号該当
(公財)大和市スポーツ・
よか・みどり財団

市内 総価契約 119,657,000 110,793,519 119,657,000 100.00% － － 平成27年4月1日 1 1 紙入札

10 3 － 5827-196-0
平成２７年度Ａ０対応デジタル複合機再賃貸借（単
価契約）

大和市役所 物件の借入れ 随意契約６号該当 (株)ケイアイピー 県外
その他(単
価)

75,924 70,300 75,924 100.00% － － 平成27年4月1日 1 1 紙入札

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
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