
  

平成２８年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２８年１１月７日（月） 午前１０時００分～１１時４０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４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、職務代理者は弓削委員が指定された。 
 
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） 
○事務局から現在入札参加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 １）平成28年度公共嘱託登記（権利）に係る業務委託（単価契約） 

２）平成28年度公共嘱託登記（表示）に係る業務委託（単価契約） 



  

【抽出理由】 
１）では随意契約が適用されているが、同様のケースと思われる２）では条件付一

般競争入札に付されている。異なる扱いの理由は何か。 
【回  答】 

   １）の案件は、官庁や公署などが行う不動産の権利に関する登記等を行う業務で、

司法書士法第６８条に定める「公共嘱託登記司法書士協会」が実施できることとなっ

ており、この業務を実施できる団体で本市に業者登録をしている唯一の団体が受注業

者であるため、随意契約により決定している。 

２）の案件は、官庁や公署などが行う不動産の表示に関する登記等を行う業務で、

土地家屋調査士法第６３条に定める「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」が実施でき

ることとなっており、この業務を実施できる団体で本市に業者登録をしている団体が

複数業者あるため、条件付一般競争入札を実施している。 

【質  疑】 
   特になし 

 
②１）平成28年度カラー舗装（単価契約） 

 ２）平成28年度道路区画線（単価契約） 

 ３）平成28年度自転車通行帯工事 

【抽出理由】 
以前も抽出したことがあるが、道路の舗装工事関係の入札においては特定の者が参

加し、参加した特定の者の中から各々が落札をする傾向があるように見受けられる。

今回の審議案件の中で必ず同じ４者が参加し、違った３者がそれぞれの入札において

落札している。談合の可能性はないか。 
【回  答】 

   本案件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、

通常は地域区分を市内として入札を行うが、市内業者は２者しかいないため、地域区

分を準市内まで拡大して入札を行っている。準市内業者も技術者を配置できる業者が

２者であるため、参加業者が特定されてしまう。 
   平成２７年度は同様の工事が４件あり、先の４業者が全ての入札に参加したが、１

者は１件も落札していない。また、談合の際には落札率が100％に近くなると言われ

ているが、当該３案件は落札率が92.99％～93.94％で、競争入札の平均落札率（平成

28年度 91.45％）とかけ離れていないこと、特に土木工事以外の平均落札率は93.90％
であった。以上のことから、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】 
   特になし。 
 
 
 



  

③平成28年度大和ゆとりの森整備工事付帯工その６ 

【抽出理由】 
辞退者を除く入札者５者全部が同じ入札額であること（いかに積算基準等が公開さ

れているとしても）。また、辞退者も３者に及んでいることからして不自然さはない

のか。 
【回  答】  

   造園などの土木工事の設計を行う際には、公表されている神奈川県の単価や歩掛が

工事内容ごとに細かく決められており、その個々の金額を積み上げて積算するので市

の設計額をほぼ正確に算定できるものと考える。今年度（１０月１７日現在）におい

ても２５件（23.36%）が最低制限価格と同額で「くじ」となり、うち２４件が土木

工事である。このような状況は本市だけでなく、「くじ」となる率が２０％超の近隣

自治体も多く、中には７０％超の近隣自治体もある。現在は設計積算システムも普及

しているので、正確な設計金額の算定がされやすい状況であると考える。 
また、本案件は高い落札率ではなく、最低制限価格と同額での「くじ」ということ

なので価格競争が強く働いた結果であると評価している。 
なお、辞退者の理由には技術者の配置ができなくなったためとなっている。 
以上のことから入札は適正に執行されたものと考える。 

【質  疑】 
   委 員：積算するための単価や歩掛は、どの自治体も公表しているものなのか。 
   事務局：各自治体とも県の単価を使用しており、県は国の単価に準じているため同

じ状況かと思われる。 
委 員：仕事の能力というより、積算力で仕事をとるような傾向になってきてし

まっているのか。 
   事務局：積算能力は高いが、仕事能力がやや低いといったことが中にはある。しか

し、工事の完成後は、現場の検査を行い、当該工事の点数をつけており、

点数が低い場合には入札への参加を１回見送り、極端に低い場合には指名

停止といった処分を行うため、各業者には注意を促している。 
 

④１）平成28年度紙資源収集運搬委託（単価契約） 

 ２）平成28年度「清掃の日」不燃ごみ収集作業業務委託 

【抽出理由】 
紙資源の収集運搬業務が一般入札となっているのに対し、不燃ごみの収集が随意契

約となっている理由について確認したい。 
【回  答】 

   １）の案件は市内全小中学校から廃棄物として出る紙を定期的に回収し、それを資

源として売り払う業務を委託しているもので、年間スケジュールに沿って行う特殊性

のない業務のため、条件付一般競争入札を行っている。 

２）の案件は市内全域で行う「清掃の日」の活動で排出される不燃物の収集業務

で、普段目の行き届かない場所なども市民が一斉に清掃を行うため、相当量のごみ

が 1,300 か所以上のリサイクルステーションに集積され、そのごみを当日中に収集



  

しなければならない。受注者は、定期的に市内の資源ごみを回収する業務を受注し

ている業者のため、市内全域のリサイクルステーションの位置を熟知し効率的な

ルートで行うことができる。さらに、収集に必要な人員・車両を有している唯一の

市内業者のため、随意契約としている。 

【質  疑】 
    特になし 
 

⑤大和市市民課窓口業務委託（債務負担行為） 

【抽出理由】 
随意契約の基礎になった公募型プロポーザルの内容はいかなるものなのか。（他の

プロポーザルに基づく随意契約に比べて金額が大きい） 
【回  答】 

   マイナンバー制度が実施されたことに伴い、住民票の写し等に特定個人情報（マイナン

バーを含む情報）が記載され、かつ相当数が取り扱われる証明交付業務を中心とした市民

課窓口業務委託を実施するには、特定個人情報等を適正に取り扱いができる委託先でなけ

ればならない。そのため、プロポーザルの実施の際には個人情報の保護に重点を置いた評

価基準を設定し、価格だけでなく各事業者の「情報管理能力」、「円滑かつ確実に業務を遂

行する能力」に基づいた選定を実施した。 

プロポーザルへの参加業者は５者あり、所管部の総務担当課長を委員長として総勢５名

の評価委員により評価を行った。評価点の合計点を６００点とし、個人情報保護（２００点）、

知識・技術（１５０点）、運用体制（１００点）、その他提案（５０点）、価格（１００点）として点数を

傾斜配分し、より市民の個人情報を守る能力を持った事業者として当該事業者を選定した。 

【質  疑】 
   委 員：普通の随意契約とは異なり、プロポーザルは競争性、公平性等が保たれて

いるものと思うが、それでも現行の形としては随意契約となるのか。 
   事務局：契約の相手方の選定としてはプロポーザルだが、地方自治法上、契約方法

としては随意契約という形になる。 
  

⑥１）平成28年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板設置撤去業務

委託（その２） 

２）平成28年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板設置撤去業務 

委託（その１） 

【抽出理由】 
当該案件については期間の短さや安全対策などが重視されるとともに、特に民有地

権者との信頼関係が必要不可欠とされている。随意契約業者を選定するにあたり、民

有地権者との信頼関係というものを客観的に評価する方法、根拠があるのか。 
【回  答】 

   ポスター掲示場は、大型店舗、病院、幼稚園や私立の小学校など人が多く集まる場

所に設置するため、設置にあたっては、安全面に細心の注意が必要となる。特に、民

有地権者や事業者は、子ども等が怪我をしないかを非常に心配しているので、設置場



  

所の人の流れや環境、また子ども等がどの様な行動をするかなどを予測して、最も安

全な位置に適切な方法で設置するノウハウが必要となる。当該２案件のポスター掲示

板設置業者は、これまでの経験からこのようなノウハウを持っており、また事故が起

きていないことや、細かな要望にも対応しているので民有地権者から信頼を受け、ク

レームなどなく、設置の許可をスムーズにもらうことができており、信頼関係ができ

ているものと認識している。 

【質  疑】 
特になし 
 

⑦印刷機賃貸借（長期継続契約） 

【抽出理由】 
契約金額が対設計金額に対して4.52％と異常に低いが、このような結果に至った理

由を確認したい。 
【回  答】 

   本案件では事前に２者から見積書を徴取して、最も安価な見積金額を参考に設計金

額を算定したが、見積金額を参考にした業者が入札金額を安価で入札してきた。受注

者を決定する際には、この入札金額で賃貸借は可能なのかの確認を行い、履行可能と

の回答を得たため落札決定とした。 

この賃貸借契約は保守を含めた契約で、別途インク等消耗品が必要になる。消耗品

の単価は、大量に使用するため単価契約を締結している別の印刷機の消耗品単価と比

べても、極端な金額の相違はないことを確認している。 

入札金額を安価にした理由は不明だが、業務は滞りなく行われていることからも問

題はないと考えている。しかし、極端に安価の入札には今後も注視すると同時に業務

が正常に履行されているかを常に確認していきたい。 

【質  疑】 
特になし 

 
⑧１）市立文ケ岡小学校トイレ改修工事 

２）市立草柳小学校ほか１校グリストラップ更新工事（その１） 

【抽出理由】 
１）の案件は、７者のうち辞退が５者にも及んでいるが、辞退理由は何なのであろ

うか。２）でも辞退者が多い。 
【回  答】 

１）の案件は、夏休み中の短期間に小中学校のトイレ改修を行う工事、６案件のう

ちのひとつである。１回目の入札から辞退した業者は入札参加申請後に他案件も含め

て設計書の内容確認した結果、入札に参加する案件を特定した旨の辞退理由であった。

２回目の入札において辞退した４業者は他案件を落札したため技術者の配置が困難

となった等の辞退理由であった。 

２）の案件は、条件付一般競争入札を行った結果、不調となったため、過去２年間

に「管」の工事で入札参加実績のある業者を選定し、指名競争入札を行ったものであ



  

る。業者の状況に関わらずに市側で選定したため、１回目から辞退が多かったものと

考える。また、２回目に辞退した業者は１回目の入札金額より下げることができない

ため辞退したものと認識している。 

【質  疑】 
特になし 

 

⑨１）市立下福田小学校トイレ改修工事 

 ２）市立下福田中学校トイレ改修工事 

 ３）市立福田小学校トイレ改修工事 

 ４）市立大和東小学校トイレ改修工事 

 ５）市立下福田中学校給水設備改修工事 

 ６）市立文ケ岡小学校トイレ改修工事 

【抽出理由】 
いずれも落札率が高く、３）～６）には別事業者も１者入っているが、同日に行わ

れた６件の入札に同じ６事業者が参加し、１件ずつ落札しているため、状況を確認し

たい。 
【回  答】 

当該６案件は、夏休み中の短期間に集中して行う小中学校のトイレや給排水設備の

改修工事である。 

本市では入札の参加条件の基準として、工種毎に工事の設計金額から「地域区分」

や経営事項審査の評点に基づき業者のランクを設定している「標準発注条件」がある。

当該６案件の工種は「管」で設計金額は５千万円が区切のひとつになっており、５千

万円以上はランクが「Ａ・Ｂ」、５千万円未満は「Ｂ・Ｃ」ランクの業者がそれぞれ

入札参加可能となる。１）、２）の案件に参加しているのはＢランク業者で、３）か

ら６）の案件に参加しているのはＢＣランクの業者となる。 

管工事や建築工事などはそれぞれの案件で工事の目的物が性能発注のため、複数の

メーカーなどから見積書を徴取して積算する部分が大きく、また、メーカーごとに見

積金額が異なる。また、見積金額を公表するとメーカー指定となるため公表していな

いため、入札参加者も積算の予測が難しくなっている。１回目の入札の際に最低制限

価格未満の入札を行ってしまうと２度目の入札に参加できなくなるため、管工事など

の１回目の入札は比較的高めになる傾向がある。 
以上のような状況の中、標準発注条件による参加条件により業者が限られたこと、

並びに積算の予測が困難であるため落札率が高かったものと推察している。また、落

札業者が全て異なっていることについては、入札を行った結果であると受け止めてい

るが、今後の入札状況には十分注視していく。 

【質  疑】 
委 員：暑い時期の短期間に６件の工事が必要で参加業者も限られるとなると、結

果からは官製談合ではと思ったがいかがか。発注時期をずらす、毎年１校

ずつ工事を行うなどの対応がない限り、１者が２件以上請け負うことも厳

しく、またこのような結果に至らないのでは。 



  

   事務局：この工事は、市内小中学校２８校中、毎年５、６校程度行っているもので、

１学校に複数系統のトイレが存在するため、工事案件数としては非常に多

くなり、時期をずらす、１校ずつ対応するといったことが難しい状況にあ

る。 
以前の入札では、入札に参加する時点で現場代理人等必要な人を確保す

る事前審査を行っていたため、人の配置ができず参加を断念する、限定し

て参加申請したが落札できるかわからないといったことが起こっていた。

しかし、現在では入札参加時点ではなく、落札候補となった時点で必要な

人の配置を行い、決定とする事後審査を行っており、万が一複数の案件の

落札候補となっても、業者の判断ですべて、あるいは１案件のみ請け負う

といったこともできるようになり、入札に参加しやすい状況にはなってい

る。 
委 員：了解した。ただし、今後このような結果が続いた際には十分注意していた

だきたい。 
   

⑩簡易印刷機賃貸借（長期継続契約） 

【抽出理由】 
   １円という入札額による入札＝落札で問題ないのか。コストをまかなえないことは

明白である。 
【回  答】 

   今回の入札は事前に３者から見積書を聴取して、最も安価な見積金額を参考に設計

金額を算定したが、その３者全ての業者が入札金額を１円で入札を行った。同額のた

め「くじ」を行い、受注者を決定したが、その際には、この入札金額で賃貸借は可能

なのかの確認を行い、履行可能との回答を得たため落札決定とした。 

この賃貸借契約は保守を含めた契約で、別途インク等消耗品が必要となっている。

消耗品の単価は、大量に使用するため単価契約を締結している別の印刷機の消耗品単

価と比べても極端に金額の相違はないことは確認している。 

業務は滞りなく行われていることからも問題はないと考えているが、極端に安価の

入札には今後も注視すると同時に、業務が正常に履行されているかを常に確認してい

きたい。 

【質  疑】 
  特になし 
 
⑪市立柳橋小学校ほか４校給食用エレベーター改修工事 

【抽出理由】 
   １者のみが入札するものについて、落札率が９９％以上ときわめて高い。 

【回  答】 
   本案件は当該エレベーターの改修工事をエレベーターの製造元に随意契約により発

注した案件である。エレベーターの改修では既に設置された設備に合致した改修を行う

ため、その構造や仕様を満足した更新機器等が必要であり、これは製造元以外では入手



  

困難と考えている。また、給食用エレベーターの改修のため作業時間が給食に支障のな

い時期に限定されるため設備全般にわたり熟知していることが効率的な工事の実現に必

要不可欠である。 

本市では、エレベーターや自動ドアなどの故障は重大な事故につながる恐れがあるこ 

とから、また製造元と異なる事業者に保守業務などを実施させた後、故障が発生した際に

製造元と保守業者との責任の所在が明確にならないことなどを考慮して、製造元に対して

随意契約により、保守委託や改修工事の発注を行っている。 

落札率が高いのは随意契約という性質上、競争性が働きにくかったためと考えて

いる。 

【質  疑】 
特になし 

 
⑫ １）平成28年度大和ゆとりの森整備工事監理業務委託 

   ２）市立南林間中学校復旧温度保持除湿工事監理業務委託 

【抽出理由】 
   １者のみが入札するものについて、落札率が９９％以上ときわめて高い。 

【回  答】 
   工事監理業務とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、工事内容が契

約及び設計図書のとおりに合致するように公正な立場にたって施工者を指導監理す

る業務である。当該２案件の受注者は以前に当該工事を行うにあたり設計業務委託を

条件付一般競争入札の結果、落札した設計事業者である。 
    設計者と異なる第三者に監理業務をさせる場合、工事内容等を熟知するためには期

間・経費等が必要となり、また、設計者でないと分からない設計した意図を工事施工

者に伝えられること（設計意図の伝達）が監理業務を行ううえで本市にとっても大変

重要であると考え、設計業者との随意契約としている。 
随意契約という性質上、競争性が働きにくく落札率が高くなってしまう傾向にある。 

【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。 



　

 

落札率

対設計 価格 対設計

参加業

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

3 － 84 28-1480-0 平成２８年度公共嘱託登記（権利）に係る業務委託（単価契約） 大和市内

その他の業務請負

等委託

随意契約２号該当

(一社)神奈川県公共嘱託

登記司法書士協会

県内

その他(単

価)

144,871 134,140 126,360 87.22% － － 平成28年5月10日 1 1 紙入札

3 － 112 28-2685-0 平成２８年度公共嘱託登記（表示）に係る業務委託（単価契約） 大和市内

土地家屋調査士業

務の委託

条件付一般競争入札

(公社)神奈川県公共嘱託登

記土地家屋調査士協会

県内

その他(単

価)

3,105,513 2,875,475 2,894,400 93.20% － － 平成28年5月31日 2 2 電子入札

1 － 3 28-2309-0 平成２８年度カラー舗装（単価契約） 大和市内 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

その他(単

価)

77,760 72,000 72,360 93.06% 60,000 83.33% 平成28年5月24日 4 4 電子入札

1 － 12 28-2863-0 平成２８年度道路区画線（単価契約） 大和市内 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

その他(単

価)

712,800 660,000 669,600 93.94% 570,000 86.36% 平成28年6月7日 4 4 電子入札

1 － 49 28-5653-0 平成２８年度自転車通行帯工事 大和市内 塗装 条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内 総価契約 20,790,000 19,250,000 19,332,000 92.99% 16,770,000 87.12% 平成28年8月4日 4 4 電子入札

3 1 － 15 28-3121-0 平成２８年度大和ゆとりの森整備工事付帯工その６ 大和市福田地内 造園 条件付一般競争入札 (有)明葉造園 市内 総価契約 2,754,000 2,550,000 2,386,800 86.67% 2,210,000 86.67% 平成28年6月10日 8 5 3 5 電子入札

3 － 52 28-569-0 平成２８年度紙資源収集運搬委託（単価契約） 小中学校全校 廃棄物処理の請負 条件付一般競争入札

大和市リサイクル事業

(同)

市内

その他(単

価)

723,168 669,600 723,168 100.00% － － 平成28年4月13日 4 4 電子入札

3 － 70 28-926-0 平成２８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 1,080,000 1,000,000 1,000,000 92.59% － － 平成28年4月22日 1 1 紙入札

5 3 － 226 28-6488-0 大和市市民課窓口業務委託（債務負担行為） 市役所

その他の業務請負

等委託

随意契約６号該当

(株)セゾンパーソナルプ

ラス

県外

債務負担・

継続

192,456,000 178,200,000 192,456,000 100.00% － － 平成28年8月24日 1 1 紙入札

3 － 103 28-2529-0

平成２８年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板

設置撤去業務委託（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 1,959,890 1,814,713 1,954,800 99.74% － － 平成28年5月27日 1 1 紙入札

3 － 104 28-2611-0

平成２８年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板

設置撤去業務委託（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 1,892,160 1,752,000 1,890,000 99.89% － － 平成28年5月30日 1 1 紙入札

7 3 － 236 28-1246-0 印刷機賃貸借（長期継続契約） 市役所 物件の借入れ 条件付一般競争入札 (株)八雲堂 県内

債務負担・

継続

1,289,520 1,194,000 58,320 4.52% － － 平成28年4月27日 5 3 2 電子入札

1 － 26 28-4180-0 市立文ヶ岡小学校トイレ改修工事 文ヶ岡小学校 管 条件付一般競争入札 原設備工業(株) 市内 総価契約 44,528,400 41,230,000 43,005,600 96.58% 37,100,000 89.98% 平成28年7月1日 7 2 5 電子入札

1 － 48 28-5468-0 市立草柳小学校ほか１校グリストラップ更新工事（その１） 草柳小学校ほか 管 指名競争入札 (有)大信 市内 総価契約 7,344,000 6,800,000 7,020,000 95.59% 6,120,000 90.00% 平成28年8月2日 5 5 6 紙入札

1 － 21 28-4110-0 市立下福田小学校トイレ改修工事 下福田小学校 管 条件付一般競争入札 (株)長嶺工業所 市内 総価契約 62,510,400 57,880,000 60,458,400 96.72% 52,090,000 90.00% 平成28年7月1日 6 6 電子入札

1 － 22 28-4111-0 市立下福田中学校トイレ改修工事 下福田中学校 管 条件付一般競争入札 (株)藤田工業 市内 総価契約 70,534,800 65,310,000 67,960,080 96.35% 58,770,000 89.99% 平成28年7月1日 6 5 1 電子入札

1 － 23 28-4112-0 市立福田小学校トイレ改修工事 福田小学校 管 条件付一般競争入札 山下ダクト(株) 市内 総価契約 45,208,800 41,860,000 45,144,000 99.86% 37,670,000 89.99% 平成28年7月1日 7 7 電子入札

1 － 24 28-4114-0 市立大和東小学校トイレ改修工事 大和東小学校 管 条件付一般競争入札 (有)斉藤工業所 市内 総価契約 49,874,400 46,180,000 48,038,400 96.32% 41,560,000 90.00% 平成28年7月1日 7 7 電子入札

1 － 25 28-4115-0 市立下福田中学校給水設備改修工事 下福田中学校 管 条件付一般競争入札 (株)清水工業所 市内 総価契約 20,314,800 18,810,000 19,915,200 98.03% 16,920,000 89.95% 平成28年7月1日 7 6 1 電子入札

1 － 26 28-4180-0 市立文ヶ岡小学校トイレ改修工事 文ヶ岡小学校 管 条件付一般競争入札 原設備工業(株) 市内 総価契約 44,528,400 41,230,000 43,005,600 96.58% 37,100,000 89.98% 平成28年7月1日 7 2 5 電子入札

10 3 － 251 28-3533-0 簡易印刷機賃貸借（長期継続契約） 市役所 物件の借入れ 条件付一般競争入札

デュプロ(株) 横浜営業

所

準県内

債務負担・

継続

466,560 432,000 1 0.00% － － 平成28年6月15日 4 4 3 電子入札

11 1 － 28 28-4470-0 市立柳橋小学校ほか４校給食用エレベーター改修工事 柳橋小学校ほか 機械器具設置 随意契約６号該当

(株)日立ビルシステム

横浜支社

準県内 総価契約 12,452,400 11,530,000 12,420,000 99.74% ― ― 平成28年7月8日 1 1 紙入札

2 － 7 28-4846-0 平成２８年度大和ゆとりの森整備工事監理業務委託 大和ゆとりの森 建築設計 随意契約６号該当

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 1,620,000 1,500,000 1,620,000 100.00% － － 平成28年7月13日 1 1 紙入札

2 － 18 28-6627-0 市立南林間中学校復旧温度保持除湿工事監理業務委託 南林間中学校

設備設計（建物付

帯設備）

随意契約６号該当 (株)三浦設計室 県内

債務負担・

継続

5,057,640 4,683,000 5,022,000 99.30% － － 平成28年8月31日 1 1 紙入札

№ 所在区分

予算根拠

区分

設  計  金  額

入札書比較

価格

契 約 番 号 場　　　　　　　　　所 契　約　業　種 契　約　方　法 業　　者　　名件　　　　　　　　　名

（様式第１号）　平成２８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２８年４月２日　～　平成２８年８月３１日まで）

業者数

電子or紙

入札

最低制限価格

契　約　日契約金額
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