
  

平成２９年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２９年７月３１日（月） 午前１０時００分～１１時２０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大和市臨時福祉給付金（経済対策分）業務委託 

【抽出理由】 
随意契約の理由が早急な契約をしなければ人材確保が難しくなるとのことから随

意契約としたとなっているが、早急な契約をする相手方を当該業者とした理由は何か。 
 
 



  

【回  答】 
当該受注者とは臨時福祉給付金事業が開始された平成２６年度から随意契約によ

り当該業務を委託している。その業者選定にあたっては、定額給付金の給付事務や地

方選挙投票受付事務などの受注実績から事務従事者の教育が十分されており信頼で

きる業者であること、本市特有の多国籍にわたる外国人給付対象者への適切な対応が

可能であること、国の補正予算の閣議決定を受け、１１月補正での予算措置から事業

着手までの期間が限られていることを理由としている。 

さらに臨時福祉給付金の支給事務は全国一斉の事業であり、各自治体の業務委託

が集中することが予想されることから、入札を行うための事務手続きによる業者選

定の遅れから人員が集まらず、事務が遅延する可能性もあり、人員の確保を第一優

先とする必要があった。以上のことから随意契約により契約を行った。 

【質  疑】 
特になし 

 
②大和スポーツセンター建築物定期検査・特殊建築設備定期検査業務委託 

【抽出理由】 
一般競争入札において、落札率が１００％というのは、あらかじめ、予定価格を公

表しているのか。 
【回  答】 

   本市では、入札前の予定価格を公表していない。 

当該案件は、例年、金額が少額であり部内による見積合せで委託業務を発注してい

たが、平成２８年度は見積書を徴取したところ５０万円超となったため契約検査課執

行の入札案件となり、条件付一般競争入札を実施した。 

条件付一般競争入札を実施するにあたっては、本来は複数者の見積書を徴取すべき

であったが、見積合せよりも期間を要する条件付一般競争入札となったため、複数者

から見積書を徴取する期間がなく、当該受注者からのみの見積書の徴取となり、その

見積金額を参考に設計金額を算出して入札を執行した。 

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いが、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いる。今回は複

数者の見積書を徴取する暇がなかったとはいえ、参考見積を３者以上から徴取するこ

となく入札を実施した。見積金額を参考にして予定価格を算出している場合、その見

積業者が見積金額と同額又は近接した金額で入札することも多く、落札率が１００％

又は高い落札率となることがあり、当該案件はこれに該当したものと考える。 

【質  疑】 
   特になし 

 
③平成２９年度公園緑地等管理運営業務委託 

【抽出理由】 
相手方業者と大和市との関係は。出資の有無、金額、人の派遣等。随意契約ではな

く、企画競争等を実施できないのか。 



  

【回  答】  
当該受注者の沿革は次のとおり。 

①昭和６１年、財団法人大和市スポーツ振興公社を大和市が設立。 

②平成 ３年、財団法人大和市余暇活動推進公社を大和市が設立。 

③平成 ５年、財団法人大和市みどりのまちづくり振興財団を大和市が設立 

④平成１８年、３財団を統合し、財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団となる。 

⑤平成２３年、公益財団法人に移行。 

設立の目的は「社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術、自然環境の保全

及び活用並びに緑化に関する様々な公益事業を実践することにより、豊かで個性のあ

る市民文化の増進に寄与することを目的とする。」と当該受注者の定款にも規定され

ており、その目的の達成のために「自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の普

及啓発及び団体支援」などの事業を行うこととなっている。基本財産は４億１千万円

で全額、大和市が出資している。人の派遣については、以前は市職員を派遣していた

が、現在は行っていない。 

大規模緑地の管理は、希少植物、生物等の生態などに配慮するとともに利用者の

安全確保を図らなければならないため、動植物の専門的な知識及び経験を持ち、更

には緑地の安全管理に精通していることが求められる。当該受注者は、植物や生物

を専攻し、実務にも精通したスタッフを基本に、資格取得者を配置するとともに研

修等において専門性も高めている。 

    以上のことから当該受注者と随意契約を行っている。また、企画競争については、

書類審査や提案等で有利になった事業者の場合でも市内緑地の特性などの知識が必

要であるため企画競争になじまないと考え、実施していない。 

【質  疑】 
委 員：人的関係はないのか。 
事務局：現職はいないが、ＯＢ職員がいる。 
委 員：当該事業者の事業は、ほぼ１００％市の事業ということか。 
事務局：３つの財団が統合する前後とも、自主事業は多数行っている。その事業へ

の参加者から参加費等を徴収し、それらを公益的なものに充てるといった

形で行っている。金額的には市の委託費が収入として高い割合を占めるが、

事業の数としては自主事業が多くなっている。 
委 員：民間の会社的に言えば、資本の出資者が市であって、１００％子会社と

いった関係に近いようなもので、市の一部門的なところがあるというこ

とか。 
事務局：設立当時は、このような財団を設立することが全国的に行われており、そ

の後時代の流れの中で財団のあり方について見直して３財団を統合し運

営している。設立当時の目的である緑地保全、相談事業等を担っている状

況である。 
委 員：事業者名として「大和市」とあるので、大和市の事業を公益事業として

請け負って、又は公益事業なので収支相償の原理が働くと思うので、そ

こはプラスマイナスゼロ、もしくはマイナスでないと公益が謳えないと



  

思うので、先ほど話のあった独自事業を多数行って補うといった状況な

のかと思うがそのような理解でよいか。 
事務局：そのとおり。 

 
④１）フラワーハンギング設置および管理事業業務委託 

 ２）平成２９年度緑化推進業務（緑化相談）委託 

【抽出理由】 
前回も指摘したが、フラワーハンギングの設置管理を随意契約にする理由にあまり

納得できない。２）も同様。 
【回  答】 

   １）の案件は、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、市民参加

型のフラワーハンギング講座を実施し、市民により制作されたフラワーハンギング

を設置するものである。 

本事業を円滑かつ安全に遂行するために特に必要な条件は、 

（１）フラワーハンギング制作、管理に関する専門的な知識や技能、指導力を備えた

人材もしくはその人的なネットワークを有している業者であること 

（２）台風や防風、異常気象による突発的な事態にハンギングを速やかに撤去し、す

べてのハンギングを一時的に保管できる体制を持っている業者であること 

（３）市民参加型の植物に関する講座の企画・実施実績があること 

と考えている。当該受注者は設立の目的に「社会貢献を主たる目的とするスポーツ、

文化芸術、自然環境の保全及び活用並びに緑化に関する様々な公益事業を実践する

ことにより、豊かで個性のある市民文化の増進に寄与することを目的とする。」とし

ている団体であり、その目的のために「自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活

動の普及啓発及び団体支援」などの事業を行うこととしており、３条件をすべて満

たしている。以上のことから、団体の設立目的なども踏まえ当該受注者と随意契約

を行った。 

２）の案件は、当該受注者は目的のために設立された団体のため、緑化推進活

動など多様な余暇活動に関する情報収集や提供並びに調査研究を行っている。ま

た、市民ニーズに合わせた各種の緑化教室、展示会等の事業を実施している団体

で、専門的な知識と経験があり、さらに、自然環境ボランティアグループとの連

携を図り、協力関係があることなどから緑地等に関わる様々な情報を入手できて

いる。 

当該業務は緑化相談員を配置して市民からのみどりに関する多様な相談に対して

的確なアドバイスなどを実施しているもので、緑化相談員には、学識経験者の農業改

良普及員で、豊富な専門知識を持ったグリーンアドバイザーを配置している。 

   以上のことから、緑化推進活動の普及啓発を図るうえで有効であり、また当該受

注者の設立目的なども踏まえ当該受注者と随意契約を行ったものである。 

 



  

【質  疑】 
特になし 

 
⑤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】 
随意契約理由書を見ると、プロポーザル型のほうが向いているとも考えられるがい

かがか。 
【回  答】 

   本事業を円滑かつ安全に遂行するために特に必要な条件は、 

（１）フラワーハンギング制作、管理に関する専門的な知識や技能、指導力を備えた

人材もしくはその人的なネットワークを有している業者であること。 

（２）台風や防風、異常気象による突発的な事態にハンギングを速やかに撤去し、す

べてのハンギングを一時的に保管できる体制を持っている業者であること。 

（３）市民参加型の植物に関する講座の企画・実施実績があること。 

と考えている。当該受注者は設立の目的に「社会貢献を主たる目的とするスポーツ、

文化芸術、自然環境の保全及び活用並びに緑化に関する様々な公益事業を実践するこ

とにより、豊かで個性のある市民文化の増進に寄与することを目的とする。」として

いる団体であり、その目的のために「自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の

普及啓発及び団体支援」などの事業を行うこととしており、３条件をすべて満たして

いる。以上のことから、団体の設立目的なども踏まえ当該受注者と随意契約を行った。

プロポーザルの実施については、費用対効果なども含めて検討する。 
【質  疑】 

特になし 

 
⑥１）平成２９年度道路損傷箇所復旧工事（その１・単価契約） 

 ２）ネットワークシステム（出先施設）構築委託 

 ３）ＦＡＱシステム構築委託 

 ４）校務用コンピュータメモリ増設委託 

 ５）大和市基幹システム更改・運用保守業務委託（債務負担行為） 

【抽出理由】 
随意契約で、かつ、落札率が非常に高いので、価格がいかに決められたのか理由を

知りたい。ほか、２）、３）、４）及び５）なども同様。 
【回  答】 

１）の案件は、県単価、歩掛などに基づき市で設計金額を算定している。この業務

は、道路の舗装の陥没など損傷箇所が出た場合に即座に対応するため、前年度に競争

入札により落札した事業者と２か月間の随意契約を締結している。この案件は土木工

事のため県単価などから設計金額が算出しやすいことなどから落札率が高くなった

と推察している。 

２）及び３）の案件は、公募型プロポーザルを行った結果、受注者を選定した案件

である。公募型プロポーザルを実施する際には、募集要項などに市の予算の上限額を



  

提示して行うため、参加事業者はその上限額を考慮したうえで提案する。参加事業者

は業務内容の提案と併せて業務金額の提示もしてくるため、選定された事業者とは提

案された業務金額を基に随意契約を行い、２案件とも落札率が１００％になったと考

えている。 

４）及び５）の案件は、随意契約を行うにあたり当該事業者から参考見積を徴取し

て、その額を基に予定価格を算定しているため、落札率が１００％になったと考えて

いる。 

予定価格を算定するにあたり、本来は市独自の積算基準に基づき算定することが望

ましいが、委託業務などは業務内容が多岐にわたるため、積算基準を設定できず、事

業者からの見積金額を参考に算定している。入札を実施する場合には可能な限り複数

の事業者から見積書を徴取して予定価格を算定しているが、随意契約を行うにあたっ

ては複数の事業者から徴取することができないため、課題となっている。 

【質  疑】 
特になし 

 
⑦平成２８年度パソコンメモリ賃貸借（長期継続契約） 

【抽出理由】 
メモリの入替追加は簡単な仕事で、保守に問題を与えることもなく、他の業者が実

施しても問題ないのではないか。 
【回  答】 

当該受注者は平成２８年５月に条件付一般競争入札を行った「平成２８年度パソコ

ン賃貸借（長期継続契約）」の受注者である。当初の賃貸借契約の仕様ではメモリを

２ＧＢ以上としたが、パソコンの動作が鈍いため２ＧＢ増設して４ＧＢとするため当

該案件の「平成２８年度パソコンメモリ賃貸借（長期継続契約）」を契約した。メモ

リの増設のため当初の賃貸借契約受注者からのメモリの賃貸借契約を随意契約６号

で行った。 

パソコン賃貸借契約受注者とメモリ賃貸借契約受注者が異なった場合、パソコン

の故障時にその原因の責任の所在が不明確となり、保守業者による保守を受けられ

なくなるため、同一業者と賃貸借契約を締結したものである。なお、実際の取り付

け作業は情報政策主管課の職員が行った。 

【質  疑】 
特になし 

 
⑧心臓病検査業務委託（単価契約・債務負担行為） 

【抽出理由】 
入札者は１者だが例年、落札者以外も入札するのか。あるいは、保険診療の際の公

定の診療報酬と比較して、この価格は高いのか低いのか。今回、落札率は１００％だ

が、これ以外の価格となる場合もあるのか。 
 
 



  

【回  答】 
   本委託は小中学校の児童生徒を対象に行っている心臓病の検診である。市が指定し

た施設に事業者が必要機材等を持参し、出張形式での検診を行う仕様となっているた

め、保険診療による診療報酬との比較は難しいと考える。 

近年の入札参加状況は当該業者のみとなっている。今回の入札前に見積書を徴取し

ようと１０者に依頼したが、「子どもを対象とした心臓検査は行っていない」や「負

荷心電図の対応ができない」などの理由により当該受注者のみからの見積書の徴取と

なった。予定金額はその見積金額を参考に算定したため、落札率が１００％になった

と考えている。 

近年の入札参加者は１者の状況が続いているが、他の事業者が本市の仕様に対応可

能になることを期待し、今後も条件付一般競争入札を実施していきたいと考えている。

なお、入札結果は、入札参加者の積算によるもののため、落札率が変わる場合もある

と考えている。 

【質  疑】 
特になし 

 

⑨Ｐｅｐｐｅｒアプリ開発委託 

【抽出理由】 
入札金額を見ると対設計金額に対し６００％以上で入札している業者もあり、落札

している業者は１７．５２％と非常に低い金額で落札している。このようなあまりに

入札金額に開きがある結果になった理由は何か。また設計金額はどのように設定した

のか。 
【回  答】 

   当該案件は事前に当該受注者を含めて２者から見積書を徴取し、当該受注者以外の

安価な見積金額を参考に設計金額を算定して入札を行ったが、当該受注者が見積金額

の約１５％で入札した。受注者を決定する際には内訳書の提出を求めたうえ、この入

札金額で業務は可能なのか、仕様書等の見落としはしていないかを確認し、履行可能

との回答を得たため落札決定とした。 

入札金額を安価にした理由については不明だが、業務は滞りなく完了していること

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していく

とともに業務が正常に履行されているかを常にチェックしていきたい。 

【質  疑】 
特になし 

 

⑩公用車賃貸借契約（２０年度契約再リース） 

【抽出理由】 
庁舎車両以外の機器類についてもリースから購入に切替えることを検討すべきで

はないか。 
【回  答】 

   賃貸借は、初期投資が少ないことや予算が平準化されることなどのメリットが考え



  

られるが、期間が中長期になると購入よりも費用が嵩んでしまう場合もある。 

庁用車両は、「庁用車両の運行管理に関する基本的方針」を策定し、庁用車両の更

新の目安を「使用年数１４年」又は「走行距離１０万㎞」としている。また、基本的

方針の中で購入と賃貸借の費用を比較しているが、賃貸借期間の最終年（賃貸借期間

が５年なら５年目、６年なら６年目）には購入よりも賃貸借の累計費用の方が多くな

ると試算している。この方針に基づき庁用車両は段階的に賃貸借から購入に切替えて

いるところである。 

車両以外の賃貸借案件は、デジタル複合機、ＩＴ関連機器などが主なものとなって

いるが、技術革新が速いものなどは賃貸借で、利用状況から長期間使用できるものは

購入するなど、財政主管課で比較検討を行い、予算の確保をしたうえで契約をしてい

る。 

【質  疑】 
特になし 

 

⑪バスシェルター等設置工事（その１） 

【抽出理由】 
入札１０社中、辞退した８社の辞退理由は何か。 

【回  答】 
   本案件は今年度、条件付一般競争入札を１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市内事業者を選定した。近年、定着した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だが、指名競争入札は市側が

一方的に事業者を選定（指名）するため、事業者の事情（他の工事の請負状況など）

により辞退者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】 
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

失格者

数（無

効）

くじと

なった業

者数

1 3 － 29 28-15641-0

大和市臨時福祉給付金（経済対策分）業務委

託

大和市役所　会議室棟

その他の業務請負

等委託

随意契約６号該当

テンプスタッフ(株) 神奈

川営業部

準県内

債務負担・

継続

16,752,096 15,511,200 16,752,096 100.00% － － 平成29年3月14日 1 1 紙入札

2 3 － 28 28-15385-0

大和スポーツセンター建築物定期検査・特殊

建築設備定期検査業務委託

大和市営大和スポーツセンター

建物設備保守管理

委託

条件付一般競争入札 (株)ハリマビステム 県内 総価契約 513,000 475,000 513,000 100.00% － － 平成29年3月9日 3 3 1 電子入札

3 3 － 71 29-30-0 平成２９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 122,661,000 113,575,000 122,661,000 100.00% － － 平成29年4月1日 1 1 紙入札

3 － 40 29-150-0

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 3,741,000 3,463,889 3,741,000 100.00% － － 平成29年4月1日 1 1 紙入札

3 － 63 29-28-0 平成２９年度緑化推進業務（緑化相談）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 3,267,000 3,025,000 3,267,000 100.00% － － 平成29年4月1日 1 1 紙入札

5 3 － 40 29-150-0

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 3,741,000 3,463,889 3,741,000 100.00% － － 平成29年4月1日 1 1 紙入札

1 － 12 29-85-0

平成２９年度道路損傷箇所復旧工事（その１・

単価契約）

大和市内 ほ装 随意契約６号該当 (株)岡本舗装 市内

その他(単

価)

1,414,800 1,310,000 1,404,000 99.24% ― ― 平成29年4月1日 1 1 紙入札

3 － 1 28-12109-0 ネットワークシステム（出先施設）構築委託

大和市役所及び大和市出先施設ほ

か

情報処理業務委託 随意契約６号該当

東日本電信電話(株) ビジネス＆

オフィス営業推進本部ビジネス

営業部神奈川法人営業所

準県内 総価契約 33,048,000 30,600,000 33,048,000 100.00% － － 平成29年1月5日 1 1 紙入札

3 － 4 28-12493-0 ＦＡＱシステム構築委託 大和市役所ほか 情報処理業務委託 随意契約６号該当 (株)オウケイウェイヴ 県外 総価契約 5,194,800 4,810,000 5,194,800 100.00% － － 平成29年1月16日 1 1 紙入札

3 － 8 28-12594-0 校務用コンピュータメモリ増設委託 大和市役所教育部ほか 情報処理業務委託 随意契約６号該当 (株)有隣堂 藤沢営業所 県内 総価契約 3,457,080 3,201,000 3,457,080 100.00% － － 平成29年1月18日 1 1 紙入札

3 － 9 28-12627-0

大和市基幹システム更改・運用保守業務委託

（債務負担行為）

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

債務負担・

継続

1,788,946,560 1,656,432,000 1,788,946,560 100.00% － － 平成29年1月18日 1 1 紙入札

7 3 － 229 28-12852-0

平成２８年度パソコンメモリ賃貸借（長期継続

契約）

大和市役所　 物件の借入れ 随意契約６号該当

富士通リース(株) 横浜

支店

準県内

債務負担・

継続

14,434,200 13,365,000 14,434,200 100.00% － － 平成29年1月24日 1 1 紙入札

8 3 － 19 28-13282-0

心臓病検査業務委託（単価契約・債務負担行

為）

大和市立小中学校全校ほか 検査業務委託 条件付一般競争入札

(公財)神奈川県予防医

学協会

県内

債務負担・

継続

7,848,262 7,266,910 7,848,262 100.00% － － 平成29年2月1日 1 1 電子入札

9 3 － 26 28-14445-0 Pepperアプリ開発委託 大和市役所 情報処理業務委託 条件付一般競争入札

行政システム(株) 東京

支店

県外 総価契約 739,800 685,000 129,600 17.52% － － 平成29年2月20日 4 4 電子入札

10 3 － 235 29-356-0 公用車賃貸借契約（２０年度契約再リース） 大和市役所 物件の借入れ 随意契約６号該当

(株)トヨタレンタリース神

奈川

県内 総価契約 900,720 834,000 900,720 100.00% － － 平成29年4月1日 1 1 紙入札

11 1 － 6 28-12854-0 バスシェルター等設置工事（その１）

大和市福田字丙九ノ区5522番1の一

部ほか

建築一式 指名競争入札 大和綜備(有) 市内 総価契約 9,115,200 8,440,000 8,964,000 98.34% 7,590,000 89.93% 平成29年1月31日 10 2 8 1 紙入札

6

4

№ 所在区分

（様式第１号）　平成２９年度　　第１回　大和市入札監視委員会　発注済契約一覧表　　（対象期間：平成２９年１月１日　～　平成２９年４月３０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

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


