
  

平成２８年度 第３回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２９年２月６日（月） 午前１０時００分～１１時１０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 「大和市こどもーるつきみ野」事業運営委託 

【抽出理由】 
  公募の内容はどのようなものか（応募者数を含めて）。 
【回  答】 

   本案件の事業内容は、子育て親子が気軽に集い、相談・情報提供・講習などのサービス 

が受けられるように、イオンつきみ野店の店舗の一部を借りて子育てアドバイザーを配置す 



  

るもので、平成１９年度から実施している事業である。 

公募の内容は、応募資格としてＮＰＯ法人、社会福祉法人等または１年以内に法人格を 

取得予定の団体で、子育て支援活動の実績があることを条件としている。選考基準は、子 

育て支援に対する理念・取組み状況、法人の経営方針及び監査状況等、子育てに関する 

相談や情報の収集・提供等についての項目を６名の選考委員により採点を行った。応募は 

１者のみであったが、一定の基準点以上の採点結果であった事業者を選定し、見積り合わ 

せを実施して契約をしたものである。 

【質  疑】 
   委 員：平成１９年度から実施している事業ということであるが、これまでも同じ事

業者が受注しているのか。 
   事務局：そのとおりである。 
   委 員：選考の結果、基準点に満たなかった場合はどのように対応するのか。 
   事務局：再度公募することになる。 

 
② 平成２８年度汚水ポンプ場機器補修 

【抽出理由】 
競争入札にもかかわらず、落札率が９９．５４％と極めて高いため。 

【回  答】 
   土木工事の設計は公表されている県の単価や歩掛を使用して設計しており、さらに最低 

制限価格の算定についても公表しているので最低制限価格と同額または近似した金額が 

入札金額となっており、落札率も低くなる傾向にある。 

しかし、機械器具設置工事や設備工事などは設計を行う際に見積金額の占める割合が 

比較的高く、入札参加者も設計金額の算定が容易ではないと考えている。 

また、１回目の入札の際に最低制限価格を下回ってしまうと無効となり、２回目の入札に 

参加できなくなるため、入札金額の算定が容易でない分、１回目の入札金額を比較的高い

金額で応札してくる傾向があるのではないかと考えている。 

このような状況から機械器具設置工事や設備工事などの落札率は、土木工事よりは高く 

なっている。 

平成２８年度の全工事案件（１７４件）の入札状況（１月２５日現在）であるが、平均落札率 

が91.89％となっている。工種別だと、設備系の工事の機械器具設置が95.72％、管が 

95.04％などであり、土木系の工事の土木一式が89.08％、造園が87.29％などとなっている。 

また、ポンプ場の機器補修のこの３年間の状況は、最高落札率は９９．５９％、最低落札率は 

90.84％で、平均落札率は96.68％となっている。 

今回落札率が高かったことを踏まえ、今後の入札状況などを注視していく。 

【質  疑】 
   特になし 
 

③１）平成28年度雨水幹線築造工事（下鶴間排水区）南林間雨水調整池 

 ２）旧市営緑野住宅跡地施設整備に伴う樹木移植工事 

【抽出理由】 



  

  いかに積算基準が公開されていても、１０者全参加者の入札金額が同額というのは

異常のような気がする。旧市営緑野住宅跡地施設整備に伴う樹木移植工事も同様に全

者が同じ入札額である。 
【回  答】  

   抽出された２案件の下水道や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、また見積による材 
料費等、市独自の単価についても入札時に公開をしている。そのため、その個々の金 
額を積み上げて積算するので、積算能力が高ければ市の設計額をほぼ正確に算定でき 
るものと考えている。平成28年度雨水幹線築造工事（下鶴間排水区）南林間雨水調整 
池の案件のように金額が大きい入札においても同様で、積算する項目は多岐にわたる 
が、個々の積み上げには変わりがないので正確な設計金額の算定がされたと考えてい 
る。 

また、２案件とも高い落札率ではなく、最低制限価格と同額での「くじ」であるた 
   め、価格競争が強く働いた結果であると評価している。 

以上のことから入札は適正に執行されたものと考えている。 
【質  疑】 

   特になし 
 

④企画展展示パネル作成等業務委託（その２） 

【抽出理由】 
  競争入札にて不調に終わったため、前年度契約者と随意契約を行っている。前年度 

実績があるにもかかわらず競争入札が不調に終わった理由は何か。また、設計金額を 
見直したとあるが、どのように見直したのか。 

【回  答】 
   この委託業務については、入札前に３者より見積書を徴取して最安値の事業者の額

を参考として予定価格を設定して条件付一般競争入札を実施した。入札には予定価格

の設定の際に参考とした事業者を含めて２者が参加したが、予定価格超過により不調

となった。見積金額を参考にした事業者も見積金額より高い入札金額であった。最低

価格事業者の入札金額と予定価格との差が近接していたので随意契約８号に応じて

もらえるかを確認したが、入札金額からさらに金額を下げることはできないとの回答

を得たため随意契約８号による見積合せは実施しなかった。 

企画展の実施日がせまってきており、事業を実施しないわけにはいかないことから、

平成２４年度から平成２７年度まで同委託業務を請け負っている事業者と随意契約

６号を行うこととし、入札時と同じ仕様内容で参考見積を徴取した結果、入札金額よ

りも低い金額の見積書が提出されたため、その見積額を参考にして予定価格を設定し

て見積合せを行い、契約をしたものである。 

以上のことが随意契約するまでの経過であるが、当初の入札が不調に終わった理由

については不明である。 

【質  疑】 
  特になし 



  

 

⑤ ⑥フラワーハンギング設置および管理事業業務委託 

【抽出理由】 
 ・相手方が知的財産権を有している場合ではないので、「余人をもって代え難い」よ 

うな場合ではないのではないか。 
・フラワーハンギングの設置、管理について、競争入札にしない理由に疑問を感じた 

から。 
【回  答】 

   当該案件は、文化芸術に親しむことのできる環境づくりの一環として、大和駅周辺に芸術的 

な景観を市民とともに創出することを目的に、花の選定、フラワーハンギングの制作とメンテナン 

ス、街路灯への設置及び撤去の業務に加え、具体的な運用を踏まえた市民参加の方策につ 

いての検討業務を行うものである。 

本業務を効率的・効果的に実行していくためには、①本市の文化芸術振興施策を十分に理 

解していること、②花の種類、植物の特性などの豊富な知識を備えていること、③必要に応じて 

外部専門家との支援体制を構築できるネットワークを持ち、事業全体をコーディネートできる能 

力を有していること、④市民参加型事業の企画立案、運営能力を有していることが不可欠であ 

ると考えている。 

文化芸術振興施策について十分に理解している団体・法人、花の種類・植物の特性などの 

豊富な知識を備えている団体・法人は、それぞれ市内にも多数存在するが、その双方を兼ね 

備えた団体・法人は、文化芸術・緑・スポーツなどの公益事業を遂行するために設立された、公 

益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団（以下、受注者）以外にはない。 

受注者は、小学校やスポーツ施設、コミュニティセンターなど、文化施設に拘らず、生活の身 

近な場所を会場とした文化芸術事業を多く実施しており、本市の文化芸術振興基本計画に掲 

げる施策目標の一つ「市民の暮らしと文化芸術とのつながりを深める」を実現するための担い手 

として、今後もその役割を果たし続けていく事業者である。 

また、定期的に開催している植物栽培に関する講座等を通じて、専門家とのネットワークを 

持っているほか、自然観察センターしらかしのいえを中心としたボランティア協議会の運営支援 

に長年携わってきた実績と、これによって培ってきたノウハウと経験を活かし、緑化活動を行う市 

民団体との強いつながりを既に有している。 

仮に本業務を他の事業者が実施することとなった場合は業務が細分化されることとなり、合 

理化、効率化が不十分となるばかりでなく、業務の連動による事業効果が得られないこととな 

る。 

以上のことから、事業実施に係る全般的な業務を行える市内唯一の事業者は、受注者のみ 

    であると考え、随意契約を締結したものである。 

【質  疑】 
委 員：フラワーハンギングは市民やボランティアが行うのか。 
事務局：本業務委託は、フラワーハンギングの設置・管理を受注者が行い、併せて

市民参加の手法を検討するものである。 
委 員：６か月の期間で、フラワーハンギングの市民参加手法を方針づけるという

ことか。 



  

事務局：そのとおりである。 
委 員：他の案件のように公募型プロポーザルで実施することはできないのか。 
事務局：今回は、新規事業ということ、業務内容が大和駅東口から昨年11月にオープ

ンした大和市文化創造拠点に通じるプロムナードの街路灯へのフラワーハン

ギングの設置ということから短い期間で実施する必要があったこと、また設

計金額も大きくないこと等から公募型プロポーザルは検討しなかった。 

 

⑦街頭防犯カメラ設置工事（その１） 

【抽出理由】 
競争入札にもかかわらず、落札率が１００％であるため。 

【回  答】 
   本案件は、条件付一般競争入札により実施した「街頭防犯カメラ設置工事設計業務

委託」の受注者が提出した成果物に基づき、市で設計・積算を行い、入札執行したも

のである。成果物の内容のうち、工事費の大部分を占める防犯カメラシステム及び鋼

管用支柱の設計単価は、業者２者から見積を徴収し、そのうち金額の低い方の業者の

ものを採用し、設定している。 
本市において、見積金額を採用して設計・積算することが多い電気工事や建築工事

等の入札に際しては、見積金額を公表すると業者指定となる恐れがあるため公表して

いない。そのため、入札参加者も積算の予測が難しく、入札参加者ごとに入札金額に

差異が生じており、落札率が100％となることは稀なこととなっているが、少額の工

事では積算がそれほど複雑ではない場合もあり、落札率が100％となることもある。 
以上のことから本案件について落札率が100％になったのは、少額の工事であるこ

とから積算が正確に行われた結果によるものと考えている。 
【質  疑】 

    特になし 
 

⑧ ⑨１）固定資産鑑定評価業務委託（５－１） 

２）固定資産鑑定評価業務委託（５－２）  
３）固定資産鑑定評価業務委託（５－３） 

４）固定資産鑑定評価業務委託（５－４） 

      ５）固定資産鑑定評価業務委託（５－５） 

【抽出理由】 
 ・固定資産鑑定評価にあたり、５地区に分かれた市内を５者が入札し、入札の都度落 

札した者が辞退し、最終的には全入札者が落札している。当該案件においては過去 
もこのような形式になっているのか。結局全入札者が落札しているので競争入札と 
いえるのか。また、仮に４者しかいなかった場合、５地区目で入札者なしとなって 
いたときにはどのように対応するのか。 

・「５－５」の案件について、入札業者のうち、落札業者以外が不参加となったのは 
なぜか。 

【回  答】 



  

  固定資産税（土地）の鑑定評価は市内全域のバランスや他の公的土地評価（相続 
税）との均衡に配慮した鑑定が必要となるものである。 

当該５案件は固定資産税（土地）の評価替えを行うにあたって活用する標準宅地 
の鑑定評価業務を委託したもので、大和市内を５地区に分け、日程を変えて条件付 
一般競争入札を行った。契約後、市内全域の評価の均衡を図るため、各受注者は担 
当地区の鑑定評価を行った後、５地区の鑑定評価のバランスなどの調整を行うこと 
から１事業者が複数案件を受注した場合、その事業者の鑑定評価の影響が強く反映 
され、鑑定価格に偏向を招く恐れがあることから、いずれかの案件の落札者となっ 
た時点で、当該時点以降に開札される他の案件の落札者にはなれない旨を入札の応 
札条件として、入札公告を行った。そのため、他案件を受注した事業者が以降の入 
札に参加しなかった理由である。 

過去においては１者が複数案件を受注することを禁止していなかったが、複数受 
注する場合が出たために上記理由（鑑定価格に偏向を招く恐れ）から禁止条項を設 
定することとした。 
また、応札条件に該当する者は５者以上想定できたが、鑑定評価を請け負ったも 

のは他自治体の固定鑑定業務の請負を禁止されている場合があることから、応札者 
が５者になったと分析している。しかし、電子入札により入札を実施しているので 
全５件において入札参加者数などは入札参加者には明らかにされていないことから、 
競争性は確保されていると考えている。 

なお、応札者が４者以下の場合は、１地区目から入札を中止し、応札条件で求め 
ている業務実績地域の範囲を広げる等応札条件の見直しを行う予定であった。 

【質  疑】 
  特になし 
 
⑩市立渋谷中学校非構造部材耐震改修工事（その２） 

【抽出理由】 
   辞退者が１７者中１３者と多すぎるが辞退理由は何か。 

【回  答】 
   本案件は今年度、条件付一般競争入札を２回行ったが、不調となったため指名競争

入札を行ったものである。指名事業者の選定について、市内事業者については、平成

２７年度に工種「建築一式」の本市の入札に参加している事業者を、準市内及び県内

事業者については、「非構造部材耐震改修工事」に入札参加の実績のある事業者を選

定した。近年、定着している条件付一般競争入札は、工事の内容等を確認して事業者

自ら入札に参加するものであるが、指名競争入札は市側が一方的に事業者を選定する

ため事業者の事情（他の工事の請負状況など）により辞退してくる場合が多くなる傾

向にある。 
本案件はこのような事情により、入札辞退者が多くなったと考えている。 

【質  疑】 
委 員：指名競争入札は、事前に指名を予定している業者に対し、入札参加に関し

て確認をとったりすることはしないのか。 



  

事務局：そのようなことはしていない。  
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 － 3 28-6863-0 「大和市こどもーるつきみ野」事業運営委託 イオンつきみ野店

介護・福祉サービス

提供

随意契約６号該当

(非)ワーカーズ・コレク

ティブチャイルドケア

市内 総価契約 2,766,090 2,766,090 2,766,090 100.00% － － 平成28年9月2日 1 1 紙入札

2 1 － 31 28-8271-0 平成２８年度汚水ポンプ場機器補修 大和市上草柳地内ほか 機械器具設置 条件付一般競争入札

(株)第一テクノ 横浜営

業所

準県内 総価契約 21,049,200 19,490,000 20,952,000 99.54% 17,540,000 89.99% 平成28年10月11日 1 1 電子入札

1 － 22 28-5617-0

平成２８年度雨水幹線築造工事（下鶴間排水

区）南林間雨水調整池

大和市南林間六丁目地内 土木一式 条件付一般競争入札

戸田・鈴木園特定建設

工事共同企業体

準県内

債務負担・

継続

1,548,298,800 1,433,610,000 1,393,459,200 90.00% 1,290,240,000 90.00% 平成28年9月29日 10 10 10 電子入札

1 － 41 28-8934-0

旧市営緑野住宅跡地施設整備に伴う樹木移植

工事

大和市中央林間一丁目地内 造園 条件付一般競争入札 相模緑建(株) 市内 総価契約 4,060,800 3,760,000 3,510,000 86.44% 3,250,000 86.44% 平成28年10月24日 7 7 6 電子入札

4 3 － 18 28-7569-0 企画展展示パネル作成等業務委託（その２） つる舞の里歴史資料館 催事関係業務委託 随意契約６号該当 (株)商華堂 県外 総価契約 1,706,400 1,580,000 1,706,400 100.00% － － 平成28年9月16日 1 1 紙入札

5 3 － 45 28-9151-0

フラワーハンギング設置および管理事業業務委

託

大和駅東側プロムナード（大和駅東口

から大和市文化創造拠点）ほか

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 980,000 907,408 980,000 100.00% － － 平成28年10月26日 1 1 紙入札

6 3 － 45 28-9151-0

フラワーハンギング設置および管理事業業務委

託

大和駅東側プロムナード（大和駅東口

から大和市文化創造拠点）ほか

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 980,000 907,408 980,000 100.00% － － 平成28年10月26日 1 1 紙入札

7 1 － 10 28-7110-0 街頭防犯カメラ設置工事（その１） 大和市大和南一丁目８番地内 電気 条件付一般競争入札 やまと家電(株) 市内 総価契約 4,276,800 3,960,000 4,276,800 100.00% 3,560,000 89.90% 平成28年9月9日 7 7 電子入札

3 － 28 28-8065-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー１） 大和市内（北東地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札

(有)吉村不動産鑑定事

務所

市内 総価契約 5,794,416 5,365,200 5,383,800 92.91% － － 平成28年9月30日 5 5 電子入札

3 － 31 28-8223-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー２） 大和市内（北西地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札

税理士不動産鑑定士

前川賢治事務所

市内 総価契約 5,557,896 5,146,200 5,186,689 93.32% － － 平成28年10月4日 5 4 1 電子入札

3 － 33 28-8339-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー３） 大和市内（中央地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札

八木不動産鑑定事務

所

市内 総価契約 5,736,096 5,311,200 5,401,080 94.16% － － 平成28年10月6日 5 3 2 電子入札

3 － 35 28-8529-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー４） 大和市内（中南地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札 Ｋアセットオフィス(株) 県内 総価契約 5,897,988 5,461,100 5,570,748 94.45% － － 平成28年10月11日 5 2 3 電子入札

3 － 37 28-8634-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー５） 大和市内（南地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札 ＴＥＲＲＡ不動産鑑定 県内 総価契約 6,378,264 5,905,800 6,261,840 98.17% － － 平成28年10月13日 5 1 4 電子入札

9 3 － 37 28-8634-0 固定資産鑑定評価業務委託（５ー５） 大和市内（南地区） 不動産鑑定の委託 条件付一般競争入札 ＴＥＲＲＡ不動産鑑定 県内 総価契約 6,378,264 5,905,800 6,261,840 98.17% － － 平成28年10月13日 5 1 4 電子入札

10 1 － 96 28-11704-0

市立渋谷中学校非構造部材耐震改修工事（そ

の２）

渋谷中学校 建築一式 指名競争入札 (株)マッチング・ナビ 県内 総価契約 12,204,000 11,300,000 11,340,000 92.92% 10,170,000 90.00% 平成28年12月27日 17 4 13 1 紙入札

業者数

電子or紙

入札

最低制限価格

契　約　日契約金額

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
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