
  

平成２９年度 第３回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 平成３０年２月６日（火） 午後３時００分～４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】 

委 員：随意契約の案件は減ってきているのか。 

事務局：保守点検業務委託等の随意契約は年度当初に発注することが多いため、 

年間のに大きな変化はない。 

 

（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固定資産（土地）評価支援システム構築・運用保守業務委託（債務負担行為）  

【抽出理由】 

企画競争の内容を知りたい。 

【回  答】 



  

  固定資産（土地）評価支援システムは、現況図、航空写真等の課税資料を整備・

充実することにより、固定資産評価の効率化・適正化を図り、もって公平な課税を

行うことを目的に導入するもので、業務内容としては、システム構築、システム運

用保守及び航空写真撮影などである。 

事業者の選定については、当該業務をより良い手法で行う必要があると考え、価

格のみの競争ではなく固定資産（土地）評価に関する十分な専門的知識を有し、受

注実績に富んだ事業者からの提案等を審査する公募型プロポーザル（企画競争）を

実施した。 

評価方法は、事業者の提案内容について「実績・体制面」「提案面」「プレゼンテー

ション面」「価格面」の項目を市職員（６名）で構成した評価委員会で審査を行った。

提案事業者は４者いたが、審査の結果、全ての項目で他の提案事業者と比較し、最

高の評価点を得た当該事業者を選定したものである。 

具体的には、システム全体の機能として高い水準であったことに加え、事業者と

して同種の業務実績が豊富であること、課税誤りの防止につながるエラーチェック

が充実していること等を高く評価した。 

 

②１）固定資産（土地）評価支援システム構築・運用保守業務委託（債務負担 

行為） 

２）固定資産（家屋）評価支援システム構築・運用保守業務委託（債務負担 

行為） 

【抽出理由】 

  企画競争の結果、どのような点が最適であったのか。 

【回  答】 

   １）の案件の固定資産（土地）評価支援システムは、現況図、航空写真等の課税資 

料を整備・充実することにより、固定資産評価（土地）の効率化・適正化を図り、もっ 

て公平な課税を行うことを目的に導入するもので、業務内容としては、システム構築、

システム運用保守及び航空写真撮影などである。 

２）の案件の固定資産（家屋）評価支援システムは、評価基準に則った家屋評価を 

実現し、また評価調書、家屋図面等の課税資料を整備・充実することにより、固定資 

産評価（家屋）の効率化・適正化を図り、もって公平な課税を行うことを目的に導入 

するもので、業務内容としては、システム構築、システム運用保守などである。 

事業者の選定については、２案件とも当該業務をより良い手法で行う必要があると

考え、価格のみの競争ではなく固定資産（土地）評価または固定資産（家屋）評価に

関する十分な専門的知識を有し、受注実績に富んだ事業者からの提案等を審査する公

募型プロポーザル（企画競争）をそれぞれ実施した。 

評価方法は、２案件とも事業者の提案内容について「実績・体制面」「提案面」「プ 

   レゼンテーション面」「価格面」の項目を市職員（６名）で構成した評価委員会で審 

   査を行った。 

１）の案件の提案事業者は４者であったが、審査の結果、他の提案事業者と比較し、 

   全ての項目で最高の評価点を得た当該事業者を選定したものである。具体的には、シ 

   ステム全体の機能として高い水準であったことに加え、事業者として同種の業務実績



  

が豊富であること、課税誤りの防止につながるエラーチェックが充実していること等

を高く評価した。 

２）の案件の提案事業者も４者であり、審査の結果、主に提案面において、高い評

価点を得た当該事業者が、総合点数においても最高点となり選定したものである。具

体的には、評価システム入力時のエラーチェックや基幹システムへのデータ移行の簡

易性、確実性など、本市の業務課題を十分に理解、分析し、具体的かつ効率的な改善

策の提案がなされたことや熟練した担当者を配置した業務実施体制であった点が高

く評価されたものである。 

【質  疑※①～②を一括】 

    委 員：土地と家屋が別々の業者になった場合、別々のシステムを使用することに 

なるのか。またそうなった場合、運用上支障はないのか。 

   事務局：プロポーザルを実施する前に同様の質問が大和市入札参加者選考委員会で 

もあり、その際に担当課に、別々のシステムを使用しても問題ないことを 

確認している。 

    委 員：本案件の業務は評価のための資料を作成するものなのか。 

    事務局：本業務は、資産税課の職員が現地調査した内容を入力するシステムを構築 

するものである。 

    委 員：プロポーザルの評価項目のプレゼン面とは具体的にどのような内容を評価 

するものなのか。 

    事務局：プレゼンターの説明や質疑応答が的確かなど、対応能力について評価する 

        ものである。 

 

③１）平成29年度番号制度に係る総合行政システム及び福祉システム改修  

２）平成29年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住民基本台帳  

システム改修委託  

【抽出理由】 

その他同様の案件がいくつか見られるが、これらシステム改修等については、最初

にシステム設計した企業が、その後も、継続して事業を担当することになることが、

抽出した案件を含め、多いように思われる。このようなシステム改修等では、設計時

に安い価格で入札し、落札した企業が、その後の改修等で高い価格を課すことも可能

と思われる。大和市では、当初の設計の入札時点でこの点についても考慮に入れてい

るのか伺いたい。 

【回  答】  

   当該事業者は平成２２年度に基幹業務システムの構築・運用保守について指名競 

争型プロポーザルを実施し、選定した事業者である。プロポーザルは１０者を指名 

し、４者が提案を行った。審査については、システムの性格上、全庁に関連するの 

で関連部署１５課で評価をし、その結果、機能提案面で過半数を超える８部署で１ 

位評価を得た当該事業者を選定したものである。 

基幹システムの改修については、平成２８年度に契約を締結した大和市基幹シス 

テム更改・運用保守業務委託（債務負担行為）の仕様書において、法制度改正等の



  

対応は、本業務の範囲内で行い、特別な対応費用が発生しないことしている。但し、

法制度の新設あるいは抜本的な改正に伴い、通常のバージョンアップでは更新が実

施できない程度の大幅な変更が必要であると合理的に判断される場合、及び全国的

に補助金・交付金等が支給される改正に限り特別な費用が発生することとしている。 

【質  疑】 

特になし 

 

④平成29年度大和市下水道使用料改定のお知らせ文書配布業務委託（単価契 

約） 

【抽出理由】 

  随意契約の理由として下水道使用料の賦課状況の確認が必要とあるが、賦課状況を

提供してもらい、お知らせ文書の配布業務については別途一般競争入札というわけに

はいかないのか。 

【回  答】 

   下水道使用料の賦課については、当該事業者が行う上水道の検針に基づいて行って 

おり、市自ら賦課のための検針業務は行っていない。検針業務を行っている当該事業 

者は、上下水道料金管理システムの検針端末を有しているため、最新の賦課情報を把 

握したうえで文書配布が行えるため、下水道が敷設されていない地域等への配布を行 

わないなど業務を効率的に実施することができる唯一の事業者である。 

また、日々変わる下水道使用料賦課状況において、約１１０，０００件の多量な個 

人情報を変わる都度提供するのは実務上不可能であると考えている。 

以上のことから当該業務を行える唯一の事業者として随意契約を行ったものであ 

る。 

【質  疑】 

    委 員：一般財団法人かながわ水・エネルギーサービスの設置主体を参考までに教 

えてほしい。 

   事務局：同法人は、昭和６０年に神奈川県企業庁の出捐で、神奈川県企業庁サービ 

ス協会として発足し、平成２５年に一般財団法人かながわ水・エネルギー 

サービスへ移行している。 

 

⑤１）平成29年度中部浄化センター分場酸素発生装置補修  

２）平成29年度中部浄化センター薬液溶解設備補修  

【抽出理由】 

  ともに中部浄化センターの設備補修であるが、随意契約と一般競争入札とに分かれ 

た理由は何か。 

【回  答】 

   １）の案件については、本市の南側に位置する中部浄化センター分場から約４．３

㎞の管を使い、中部浄化センターまで汚水を圧力送水により移送しているが、汚水か

ら発生する硫化水素を抑制するためにその管内に酸素を注入する設備である。当該設

備は当該事業者の設計・製作による吸着分離方式を用いた特殊構造の設備であり、補



  

修にあたっては特殊構造の専門的な技術を持ち、かつ設備全体の性能保証ができる当

該事業者のみが施工可能であるので随意契約２号該当により契約を行ったものであ

る。 

２）の案件については、下水処理を行う際に汚泥が発生し、その汚泥を脱水して焼

却処分を行う。脱水の際に薬品処理を行い、汚泥から水分を除去する。その薬品処理

は当該設備により効率よく攪拌し、溶解している。当該設備の補修については、特殊

な技術等は必要なく、同等機種以上の設備補修の実績があれば、補修は可能であるこ

とから、入札条件に補修実績を求めたうえで条件付一般競争入札により受注者を決定

したものである。 

【質  疑】 

特になし 

 

⑥平成29年度路上喫煙禁止区域路面標示撤去・設置委託 

【抽出理由】 

    総額も、落札率も比較的高めの工事であるが、入札参加者が１社のみというのは、 

特別な技術を必要とする工事なのか、あるいは、比較的工事業者にとって魅力のない 

工事なのか、何か理由があるのか。 

【回  答】 

   業務内容としては、学校周辺及び駅周辺の舗装された道路面に２種類の路面シー 

トの貼付けを行うものである。路面シートは道路面に直接貼付けを行うものなので、 

歩行者・自転車通行の危険防止のため耐候性及び耐久性に優れた浮きや剥がれのし 

にくい合成ゴム系樹脂で作成すること、耐摩耗性や湿潤時の滑り抵抗値、接着強度 

などを詳細に仕様書で定めている。 

当該業務以外に同様の委託業務の案件としては自転車走行禁止路面標示設置業 

   務委託がある。路面シートの設置等の業務委託における入札参加者はいずれも１～ 

２者となっているが、業務内容が舗装路面に直接貼付けを行い、耐久性・接着強度 

などが求められる業務のため入札参加者が少ないと推察している。 

【質  疑】 

特になし 

 

⑦平成 29 年度コミュニティバス利用者意向調査及び事業効果分析業務委託  

【抽出理由】 

    対設計の落札率が21.19％とかなり低いが、①予定価格の設計に問題はないのか②

不当な値引きのおそれ＝十分な業務遂行がされないおそれはないのか。 

【回  答】 

当該案件の設計金額の算出にあたっては、２者から見積書を徴取し、その最低金額 

を参考にした。 

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、業務内容 

   によっては、職員が設計積算基準などを基に設計金額を算出することもあるが、当該 

案件は見積書を徴取して算出する方法を取っている。 



  

開札を行った際に入札金額が低価格であったため、当該事業者に入札金額に錯誤が 

   無いかの確認を行い、さらに積算内訳書の提出を求め、その内容を事業担当課で確認 

を行ったうえで落札決定を行った。 

現在、業務遂行中であるが、今のところ委託業務は問題なく進められている。 

以上のことから、落札金額は低価格であるが、予定価格の算出には問題はなかった 

と考えている。しかし、当該案件に限らず、見積書を参考にして算出した予定価格と 

落札金額とがかけ離れている場合も少なくなく、今後の課題と考えている。 

【質  疑】 

特になし 

 

⑧１）平成29年度舗装修繕工事（福田原高座渋谷線外７路線） 

２）平成29年度防球ネット設置工事その４ 

３）市立上和田中学校防球ネット設置工事 

【抽出理由】 

    有効な参加者１０社のうち９社が最低制限価格と同一の金額で入札している。積算

基準が公開されていること、またこのような場合には価格調整をするメリットはない

こととしても、最低制限価格を「工事」以外の場合のように千円あるいは百円単位で

設定すべきではないか。 

なお、２）、３）などは全有効参加者が最低制限価格で入札をしている。 

【回  答】 

   本市の最低制限価格は、低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会 

モデル（以下「公契連モデル」という。）の率を準用して算出している。この公契連 

モデルには端数処理については明記されていないので、「大和市工事請負の入札に係 

る最低制限価格設定要領」で１万円未満の端数を切り捨てると規定している。これは 

入札金額との比較価格になる予定価格が１万円未満切り捨てた金額となっているた 

め足並みをそろえているためと考えている。 

県内の多くの他自治体では、１万円未満切り捨てとしている。千円、百円単位の切 

り捨てとした場合、設計能力が極めて高い事業者のみが常に落札するという可能性が 

考えられる。 

【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
書不着）

失格
者数
（無
効）

くじと
なった
業者
数

1 3 － 5 29-7356-0
固定資産（土地）評価支援システム構築・運用保
守業務委託（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 朝日航洋(株) 横浜支店 準県内
債務負担・
継続

108,000,000 100,000,000 108,000,000 100.00% － － 平成29年9月25日 1 1 紙入札

3 － 5 29-7356-0
固定資産（土地）評価支援システム構築・運用保
守業務委託（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 朝日航洋(株) 横浜支店 準県内
債務負担・
継続

108,000,000 100,000,000 108,000,000 100.00% － － 平成29年9月25日 1 1 紙入札

3 － 6 29-7357-0
固定資産（家屋）評価支援システム構築・運用保
守業務委託（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 朝日航洋(株) 横浜支店 準県内
債務負担・
継続

14,796,000 13,700,000 14,796,000 100.00% － － 平成29年9月25日 1 1 紙入札

3 － 49 29-11585-0
平成２９年度番号制度に係る総合行政システム及
び福祉システム改修

大和市役所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 3,732,480 3,456,000 3,732,480 100.00% － － 平成29年12月25日 1 1 紙入札

3 － 51 29-11662-0
平成２９年度マイナンバーカード等の記載事項の
充実に係る住民基本台帳システム改修委託

大和市役所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 7,344,000 6,800,000 7,322,400 99.71% － － 平成29年12月26日 1 1 紙入札

4 3 － 14 29-8254-0
平成２９年度大和市下水道使用料改定のお知ら
せ文書配布業務委託（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
(一財)かながわ水・エネ
ルギーサービス

県内
その他(単
価)

1,188,000 1,100,000 1,188,000 100.00% － － 平成29年10月13日 1 1 紙入札

1 － 26 29-8309-0
平成２９年度中部浄化センター分場酸素発生装置
補修

大和市中部浄化センター分場 機械器具設置 随意契約２号該当
三機環境サービス(株)
大和営業所

準市内 総価契約 5,335,200 4,940,000 4,968,000 93.12% ― ― 平成29年10月20日 1 1 紙入札

1 － 27 29-8321-0 平成２９年度中部浄化センター薬液溶解設備補修 大和市中部浄化センター 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 8,186,400 7,580,000 8,143,200 99.47% 6,820,000 89.97% 平成29年10月20日 2 2 電子入札

6 3 － 13 29-8170-0
平成２９年度路上喫煙禁止区域路面標示撤去・設
置委託

大和市内
その他の業務請負
等委託

条件付一般競争入札 交安工業(株) 市内 総価契約 4,762,800 4,410,000 4,611,600 96.83% － － 平成29年10月11日 1 1 電子入札

7 3 － 37 29-10284-0
平成２９年度コミュニティバス利用者意向調査及
び事業効果分析業務委託

大和市内 調査業務委託 条件付一般競争入札 (株)ジック 県内 総価契約 2,905,200 2,690,000 615,600 21.19% － － 平成29年12月1日 10 10 電子入札

1 － 6 29-7402-0
平成２９年度舗装修繕工事（福田原高座渋谷線外
７路線）

大和市福田地内ほか ほ装 条件付一般競争入札 (株)寺田土木 市内 総価契約 48,783,600 45,170,000 43,459,200 89.09% 40,240,000 89.09% 平成29年9月29日 14 13 1 1 11 電子入札

1 － 32 29-8532-0 平成２９年度防球ネット設置工事その４ つきみ野１号公園
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 (有)小泉土木 市内 総価契約 2,311,200 2,140,000 2,019,600 87.38% 1,870,000 87.38% 平成29年10月23日 12 8 4 8 電子入札

1 － 50 29-9138-0 市立上和田中学校防球ネット設置工事 大和市上和田１３１４－１
とび・土工・コンク
リート

条件付一般競争入札 相模緑建(株) 市内 総価契約 8,953,200 8,290,000 7,862,400 87.82% 7,280,000 87.82% 平成29年11月10日 13 10 3 10 電子入札

（様式第１号）　平成２９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２９年９月１６日　～　平成２９年１２月３１日まで）
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