
  

令和元年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 令和元年８月９日（金） １５時００分～１６時３０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】 

  委 員：一覧中Ｎｏ．３の業者について、落札後に契約しなかった理由は。 

 

   事務局：入札手続き上の問題はなかったが、落札者の仕様書の解釈に誤りがあり、

再委託不可能である案件について再委託前提で入札したため、後日履行不

能である旨が発覚し契約不調となったもの。 

 

 

 

 



  

（３）抽出事案の審議について 

  ①産業医派遣（健康管理）委託（単価契約） 

【抽出理由】 

もし、当該勤務医が勤務先を退職した場合などは、新しい医師が担当することとな

る。職員（特に既往症のある者）の健康等のデータがきちんと揃っていれば、特定の

医師でなくても対応可能であり、随意契約に拘る必要はないと思われる。 

 

【回  答】 

産業医への相談は、医療の立場からだけではなく職場環境や家庭生活などを把握

したうえで職員への指導、助言が必要であり、その内容は複雑多岐となっている。 

また、相談は 1 回限りの職員ばかりではなく、既往歴のある職員も少なくないこ

とから、複数回の産業医相談等を重ねることにより、相談者が安心して本音で話せ

る信頼関係を築き、職員ひとり一人の状況に沿ったきめ細やかな対応に繋がると考

える。 

本業務において産業医が変更となった場合、健康等のデータによる新しい産業医

への引継ぎは可能ではあるが、相談する職員にとっては、変更がある度に新しい産

業医に病状等の経過を改めて詳細に説明しなければならず、当該職員に相当な負担

が生じると考える。また、産業医を補佐する保健師等においても新しい産業医に過

去の相談状況等を事細かに説明する負担が生じる。 

以上のことから、業務の目的、性質等に照らし、産業医が毎年度変更となる可能

性のある一般競争入札によることが不適当と考え、随意契約としているものである

が、今後、当該産業医が退職した場合などの業者選定については、競争入札も含め

手法を検討していきたい。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

※②～④について一括審議 

②１）平成３１年度公園緑地等管理運営業務委託 

 ２）平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 

【抽出理由】 

従前から当委員会で問題になっていた。諸般の事情から随意契約を競争入札に切り

替えるのは当分困難であることはわかるが、そうであれば、契約金額をどのようにし

て決めているのか。その内容、積算方法を厳格にして決めるべきであり、それらの項

目を明らかにしてほしい。競争入札の最大の目的は価格競争を推進することであり、

そうだとすれば、競争入札をなしえない場合には次善の策として契約金額を厳格に算

定すべきである。 

 

【回  答】  

（１）について、当該業務は大規模緑地の管理とその付属施設を管理運営するもの



  

であり、緑地の管理については希少植物、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

等において専門性を高めており、これまでの管理運営業務の経験からも本市の緑地と

その生態系において特に専門的な知識を有しているほか、良好な管理のために当該緑

地で活動している市民ボランティアとの連携、協力体制も構築されている。また、付

属施設の管理運営においては、当該施設が委託緑地である「泉の森」や「ふれあいの

森」にあり、来園者の利便性や安全性の観点から、緑地の管理運営と一体として行う

必要がある。以上のことから、当該受注者の団体設立目的なども踏まえ、随意契約を

締結したもの。 

契約金額については、見積合せにより決定している。予定価格の算出においては参

考見積書を徴取し、これを基礎としているが、金額の積算については、大規模緑地の

管理、付属施設の管理運営に要する費用を緑地や施設ごとにそれぞれ人件費など必要

な項目を積み上げた詳細な見積書の内容を、項目ごとに実勢価格や単価と比較するな

ど精査し全項目について確認をした上で適正と判断し、予定価格とした。 

     

（２）について、 当該団体は、公益性の高い事業者として公募によらない指定管理

者として選定され、大和市スポーツ施設設置条例に規定された大和市営大和スポーツ

センター等のスポーツ施設の管理・運営を行っている。本市のスポーツ施策を推進す

る上で、スポーツ施設を管理する指定管理者には、施設を管理するにとどまらず、市

民ニーズを的確にとらえ、質の高いサービスを効率的かつ安定的に提供するために弾

力的な対応を求めており、指定管理業務の一定の範囲内において、各種スポーツ教室

やイベントなど公益的な自主事業を実施している事業者でもある。当該案件について

は、大和市営大和スポーツセンター等において、市が指定するスポーツ教室などを年

間１１事業行うものであり、子どもの体力低下が問題視されている中で、子どもたち

がスポーツに触れる機会を効果的に提供していくことや、身体の不自由な方が気軽に

スポーツを楽しむ場を提供することなどを目的とした公益性の高い事業であること

から、市民の公益的なニーズを捉えたスポーツの普及及び振興事業を柱とした活動を

展開し地域に根差したネットワークを有しており、豊富な知識と経験に基づき事業を

展開することができる当該団体と随意契約を締結したもの。 

契約金額については、見積合せにより決定している。予定価格の算出においては参

考見積書を徴取し、これを基礎としているが、金額の積算については、教室ごとに人

件費や必要な資機材などの項目について、実勢価格や単価と比較するなど、必要と想

定される経費と照合しながら精査し確認を行い、適正と判断した上で予定価格とした。  

 

③１）平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 

 ２）平成３１年度体育施設の管理運営に関する委託 

 ３）フラワーハンギング設置及び管理事業業務委託 

【抽出理由】 



  

毎回、思うが、随意契約にしなくてよい事業のように思われる。 

 

【回  答】  

（１）について、②‐（２）の回答に同じ。 

 

（２）について、当該業務は南林間スポーツ広場、深見歴史の森スポーツ広場につい

て、施設の使用承認及び許可、施設や付帯施設の保守点検や維持管理などを行うもの

である。これらの施設は大和市スポーツ施設設置条例に規定されていないスポーツ施

設になるが、市民サービスの向上と業務の効率化の観点から、大和市営大和スポーツ

センター等の条例規定施設と予約システムの共有や利用受付の一本化を図るため、大

和市スポーツ施設設置条例規定施設の指定管理者選定の際「スポーツ施設等指定管理

者申込要項」において「指定管理者として市から指定された者は、別途、次の大和市

直営施設の管理運営について業務委託契約を締結する」とし、その対象施設を「南林

間スポーツ広場」「深見歴史の森スポーツ広場」とした条件を付し、指定管理者を選

定した。このため、大和市営大和スポーツセンター等の条例規定施設の指定管理者で

ある同団体と随意契約を締結したもの。 

 

（３）について、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。 

以上３点であると考える。当該受注者は団体設立の目的に「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なっており、先に掲

げた本業務に必要な３つの要件をすべて満たす唯一の事業者と考えられる。仮に他の

事業者が本業務を実施した場合は、業務を細分化することとなり、関連する一連の業

務の合理化、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、団体の設立目的なども踏まえ、当該団体と随意

契約を締結したもの。 

     

④１）平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 

 ２）平成３１年度体育施設の管理運営に関する委託 

３）フラワーハンギング設置及び管理事業業務委託 

 ４）文化プログラム推進事業業務委託 

 ５）平成３１年度緑化推進業務（緑化相談）委託 

６）平成３１年度公園緑地等管理運営業務委託 



  

 ７）平成３１年度泉の森ふれあいキャンプ場管理運営業務委託 

【抽出理由】 

当該業者に対しては、指定管理者であることを理由として大和市における緑化事業

や文化スポーツ事業の相当数が随意契約とされているが、一般競争入札にすべきもの

はないか。 

 

【回  答】 

  （１）について、②‐（２）の回答に同じ。 

 

（２）について、③‐（２）の回答に同じ。 

 

（３）について、③‐（３）の回答に同じ。 

 

（４）について、抽出案件は、国の動向等を踏まえ、市内スポーツイベントと連携

して文化芸術及び日本文化に触れる機会を提供し、文化プログラム普及活動の実施

などを行うものである。 

当該業務を効率的、効果的に実施するためには、本市の文化芸術振興施策を十分

に理解していることに加え、市内の文化芸術関係者・団体とのネットワークを有す

るだけではなく、文化芸術以外の事業を展開し、広く市民が本事業に参加する機会

を創出することができることが求められる。当該受注者は、小学校やスポーツ施設、

コミュニティセンター、商業施設などを会場に、落語、漫画等の日本の文化芸術に

関する事業をこれまでに多く実施しており、これらの実績によって培ってきた事業

運営のノウハウを有しているほか、大和市伝統文化伝承事業実行委員会の事務局を

担うなど、市内の文化芸術関係者・団体との強いつながりを有している。また、市

内スポーツ施設の管理運営を受注し、通年でスポーツイベントを企画、実施してお

り、本事業を有効的に実施する機会を多く有している。以上のことから、当該業務

を円滑に行える唯一の事業者であるため、随意契約を締結したもの。 

 

（５）について、本市の緑化事業の積極的な推進と市民の緑化意識の高揚、知識

の普及啓発を促し潤いのあるまちづくりの創出に寄与することを目的として、市民

を中心とした来園者からの緑に関する多様な相談に対し、緑化相談員が適切な助言

指導を行うものであり、当該受注者はこの目的のために設立された団体として、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ることに加え、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が蓄積さ

れたノウハウを有しており、緑化相談員には、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ます。以上のことから、団体の設立目的なども踏まえ、緑

化推進活動の普及啓発を図るうえで最も有効であることから随意契約を締結した

もの。 



  

 

（６）について、②‐（１）の回答に同じ。 

 

（７）について、泉の森ふれあいキャンプ場は「泉の森緑地」内にある野外炊飯

施設運営のほか、施設の維持や環境整備、警備巡回、安全管理などを行うもので

ある。キャンプ場の利用形態は、泉の森緑地内で自然環境に触れながら散策活動

など行い、キャンプ場で野外炊飯を行うといった緑地内を一体として利用する形

態であり、また、野外炊飯施設における怪我や体調不良などの事態が生じた際の

安全確保の観点からも、泉の森緑地や同敷地内にあり、応急処置や休憩スペース

として利用できる「自然観察センター・しらかしの家」と連携した一体的な管理

を行うことで、利用者の利便性や安全性の向上を図ることが可能である。当該受

注者は、泉の森緑地及び緑地内にある自然観察センター・しらかしの家の管理運

営を行っていることから、キャンプ場について各施設等と連携した一体的かつ効

果的な施設管理を行うことが可能であり、また、ホームページや情報誌を活用し

た広報活動においては、泉の森全体の案内としてキャンプ場を紹介できることか

ら、市民など利用者の立場からも分かりやすくより高いＰＲ効果が期待できる。

以上のことから、当該受注者の団体設立目的や、利用者の利便性や安全性を踏ま

え、随意契約を締結したもの。 

 

【質  疑】 

委 員：スポーツ教室やフラワーハンギング等は、決して民間でも不可能な業務では

ないように思える。民間と比べても価格が高くなく、より公益的であることを

示せれば、説得力が増すと思う。「積み上げた見積もりを検査している」という

説明ではなく、他の民間事業者と比べて価格が高くないと示せた方がより説得

力があり良いのではないか。また、価格面は気になるところがある。価格面に

ついては鋭く切り込んで良いのではないか。コストアップ方式で積み上げれば

価格は高くなる傾向にあるので、その算出方法で良いのかを含めて検討された

い。 

 

事務局：ご指摘いただいた事項に加えて、財団の見積徴収方法が適正であるか等所管

を含めて周知徹底をしたい。 

 

委 員：次回は可能な範囲で構わないので予定価格算定資料を添付していただきたい 

 

事務局：承知した。 

 

⑤１）平成３１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３１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３１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） 

 ４）平成３１年執行統一地方選挙ポスター掲示板撤去業務委託 



  

【抽出理由】 

過去の経験を理由として随意契約とすることは公平性、競争性を阻害することにな

るとも考えられるがいかがか。 

 

【回  答】 

  （１）及び（２）について、抽出案件は、公園や学校のほか、大型店舗、病院、幼稚園など

様々な場所に２６８か所設置しており、これらの設置場所には市有地のほか、事業者の所有

地や地権者から借り受ける民有地も含まれる。 

設置に当たっては、設置場所の人の流れや環境、また子ども等がどのような行動をするか

などを予測して、それぞれの場所にあった最も安全な位置に適切な方法で迅速に設置するノ

ウハウと技術が必要不可欠となる。また、一方で設置の承諾をもらうにあたり、事業者や民有

地権者においては、掲示板による子ども等の事故を危惧しており、細かな要望にも臨機応変

に対応し必要に応じ補強を施すなど、安全性を確実に確保し事故なく掲示板の設置を行える、

実績とノウハウのある信頼性の高い業者による履行が求められているところである。 

抽出案件の受注者は、これまで公営ポスター掲示板を設置した経験があり、設置場所

の状況を熟知し、それぞれの場所に最も適した方法で安全かつ迅速に設置することが

できるノウハウと技術を有しており、事業者や民有地権者からの信頼性も極めて高いこと

から、競争入札に付することが不利と考え、随意契約としたもの。 

（３）及び（４）についても、安全かつ迅速に撤去作業を行うには、設置時にどのよ

うな方法で設置していたか、どのような補強を行ったかなどの設置状況や設置後の安

全管理状況などを熟知している必要があることから、撤去作業を設置業者と同一の受

注者としたもの。 

しかしながら、地方公共団体の契約方法は公平性や競争性を確保するため競争入札に

よることが原則であり、随意契約が例外規定であることは十分承知しており、今後も

より適切な契約方法について引き続き検討していきたい。 

【質  疑】 

委 員：設置場所はよく変わるものなのか。 

 

事務局：ほぼ変更はない。 

 

委 員：ポスターを設置している地権民有地は有償か、無償か。 

 

事務局：無償貸与である。 

 

⑥１）平成31年執行神奈川県議会議員・県知事選挙選挙公報新聞折込業務委託 

（単価契約・債務負担行為） 

２）平成31年執行大和市議会議員・市長選挙選挙公報新聞折込業務委託（単  

価契約・債務負担行為） 

 

【抽出理由】 



  

選挙公報の折込業務という比較的単純な作業を、期間が限られているとはいえ随意契約と

する必要性があるのか。 

 

【回  答】 

抽出案件は、新聞６紙（朝日、産経、東京、日経、毎日、神奈川）について、市が指定する日の朝

刊に選挙公報を折込み配布する業務である。当該業務を行うには、新聞折込業務に精通している

だけでなく、市内の各新聞販売店１４店舗に対し折込作業から配布までの調整や指導を行うことが

できるネットワークを有する必要があり、また、選挙公報は公職選挙法で選挙公示日以降、選挙期

日の２日前までに配布することが定められていることから、限られた期間で適切かつ正確に折込み

配布することは勿論のこと、配布漏れがあった場合の再配布にも迅速に対応できることが求められ

る。特に、他市との隣接区域においては選挙公報が大和市区域外へ配布されることが無いよう留意

する必要があり、万一、他自治体区域内への折込誤りや誤配があった場合は選挙訴訟に繋がる恐

れもあることから、より慎重な業務履行が求められ、困難性を伴う業務である。当該受注者はこうした

仕様や条件を満たす県内で唯一の業者であることから、随意契約を締結したもの。  

 

【質  疑】 

委 員：市内の新聞販売店に直接依頼するものなのか。 

 

事務局：ネットワークとして支社に連絡はあると思われるが、実際の作業を行うのは市内１４

店舗の販売店である。 

 

⑦心臓病検査業務委託（単価契約・債務負担行為） 

【抽出理由】 

入札参加者が１者、落札価格が１００％ということは、あらかじめ、当該業者に見

積りを取っているということか。あるいは健康保険制度などで標準価格があるのか。 

 

【回  答】 

抽出案件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り、今回の入

札前に見積書を徴取しようと１２者に依頼をしましたが、「子どもを対象とした心臓

検査は行っていない」、「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りました。予定金額は見積金額を参考に算定いたしまし

たが、見積書の積算精度が高かったことから落札率が１００％になったものと考えら

れる。なお、本委託は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おり、委託料には機材運搬費や人件費等も含まれることか

ら、健康保険制度による診療報酬などを直接準拠することはできないものと考えられ

る。 

近年の入札参加者は１者の状況が続いるが、他の事業者が本市の仕様に対応可能と

なり、競争性が高まることを期待し、今後も条件付一般競争入札を実施していきたい。 

なお、入札結果については、入札参加者の積算によるものであることから、落札率

が変わる場合もあると考えられる。 



  

【質  疑】 

特になし 

 

⑧１）平成３０年度大和市都市計画図作成業務委託 

 ２）健康診断用検診器具消毒委託（単価契約・債務負担行為） 

【抽出理由】 

なぜ１者しか入札に参加しないのか。 

 

【回  答】 

（１）については、市が所有する都市計画情報データの時点修正を行い、合わせて

都市計画図の作成を行うものであり、平成３０年度についても例年通りのスケジュー

ルで県との協議を進めていたが、県との協議に更に時間を要したため、都市計画決定

の告示が１２月中旬となった。その結果、告示後の本委託の発注となったことから、

履行期間が平成３１年１月３１日から３月２８日までとなったもの。 

入札参加者１者の理由については、履行期間が年度末に差し掛かる時期と重なり、

他団体等との発注業務が競合し１者のみの参加にとどまった可能性もあると考えら

れる。今回の入札結果を踏まえ、より競争性が確保できる発注時期について留意した

い。 

 

（２）については、市立小・中学校の健康診断や市立小学校就学時の健康診断で使

用する、市保有の健診器具について、受注者による健診器具の適切な滅菌、衛生的な

保管が求められるものであり、各学校の健診日程に合わせ限られた期日に配送、回収

を行う必要があることから、「過去５年間に、小学校又は中学校における検診器具の

滅菌業務実績があること」、「業務を自社において履行することが可能なこと」を応札

条件としたうえで、競争性を確保するため地域区分をなしとして入札を執行したが、

入札参加者は１者であった。 

入札参加者１者の理由については、入札の前に参考見積書を徴取しようと１２者に

依頼を行ったが、健診器具を滅菌できる施設を有してい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ており、こうした滅菌処理施設の保有状況に起

因するものと考えられる。 

【質  疑】 

特になし 

 

 

⑨１）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（やまとんＧＯ深見地

域・債務負担行為） 

 ２）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（やまとんＧＯ桜ヶ丘

地域・債務負担行為） 

 ３）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（やまとんＧＯ中央林

間西側地域・債務負担行為） 



  

 ４）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（やまとんＧＯ相模大

塚地域・債務負担行為） 

 ５）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（のろっと南部ルー

ト・債務負担行為） 

６）平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委託（のろっと北部ルー

ト・債務負担行為） 

【抽出理由】 

きわめて高額の契約について、随意契約となっており、当初の入札と今回の契約をあわ

せて適切なものであるか伺いたい。 

【回  答】 

抽出案件は、地域の利便性向上のためにコミュニティバスを運行するもので、（１）か

ら（４）については、それぞれ、ワゴンタイプの車両（定員１４人）５台、（５）及び（６）

については、小型ノンステップバス（定員３４人）３台により、所定のルートを運行する

ものである。 

本市「庁用車両の運行管理に関する基本的方針」に規定する「庁用車両の更新基準」の

使用年数１０年及び「共用バスの更新基準（中型バス）」の使用年数１２年に準拠し、ワ

ゴンタイプの車両は１０年、小型ノンステップバスは１２年を使用年数と想定し、受注者

による車両購入費を委託料に計上したうえで平成２６年度に条件付一般競争入札を執行

し、平成３１年３月３１日までの債務負担行為として契約を締結し、契約期間満了に伴い、

前回受注者と１年間の随意契約を締結したもの。 

当該車両は契約期間満了時点において、当初想定していた使用年数に向け引き続き運行

可能で良好な車両状況であること、また、新たに入札に付した場合、委託料に改めて車両

購入費を計上する必要が生じることから、既存車両を引き続き活用することで全体費用の

削減を図るため、随意契約とした。 

当初入札についても、条件付一般競争入札（委託料に車両購入費を含む）による価格競

争の入札結果であることから適切であると捉えており、当初契約金額と今回契約との差分

の減額となった金額について、費用の削減が図られたものと考えられる。なお、今回契約

から（２）及び（３）は当初契約の仕様から運行ルートを延長しており、（４）の差分が

増額となった要因であると考えられる。 

【質  疑】 

委 員：この事業は黒字なのか。 

 

事務局：運賃収入分は委託金額から差し引いて精算しているが、地方公営企業のような性

格の事業ではない。特別会計ではなく市の一般会計事業として市民の利便性を向

上させる目的で行っている。 

 

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 － 67 31-567-0 産業医派遣（健康管理）委託（単価契約） 大和市役所ほか 検査業務委託 随意契約６号該当
(一財)ヘルス・サイエン
ス・センター

県内
その他(単
価)

2,079,000 1,925,000 2,079,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 77 31-389-0 平成３１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 135,768,000 135,768,000 135,768,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 83 31-358-0 平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 大和市営スポーツセンターほか
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 5,257,297 5,257,297 5,257,297 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 83 31-358-0 平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 大和市営スポーツセンターほか
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 5,257,297 5,257,297 5,257,297 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 84 31-357-0 平成３１年度体育施設の管理運営に関する委託 南林間スポーツ広場ほか
その他の業務請
負等委託

随意契約２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 6,628,387 6,628,387 6,628,387 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 85 31-356-0 フラワーハンギング設置及び管理事業業務委託 大和駅東側プロムナードほか
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 4,002,000 4,002,000 4,002,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 83 31-358-0 平成３１年度スポーツ教室開催事業委託 大和市営スポーツセンターほか
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 5,257,297 5,257,297 5,257,297 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 84 31-357-0 平成３１年度体育施設の管理運営に関する委託 南林間スポーツ広場ほか
その他の業務請
負等委託

随意契約２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 6,628,387 6,628,387 6,628,387 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 85 31-356-0 フラワーハンギング設置及び管理事業業務委託 大和駅東側プロムナードほか
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 4,002,000 4,002,000 4,002,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 86 31-355-0 文化プログラム推進事業業務委託 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 3,041,000 3,041,000 3,041,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 88 31-321-0 平成３１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 3,520,000 3,520,000 3,520,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 77 31-389-0 平成３１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 135,768,000 135,768,000 135,768,000 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 78 31-383-0
平成３１年度泉の森ふれあいキャンプ場管理運営
業務委託

泉の森ふれあいキャンプ場
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 8,739,280 8,739,280 8,739,280 100.00% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 19 30-14276-0
平成３１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 5,851,440 5,418,000 5,799,600 99.11% － － 平成31年2月22日 1 1

3 － 22 30-14303-0
平成３１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 5,798,322 5,368,817 5,788,800 99.84% － － 平成31年2月22日 1 1

3 － 81 31-369-0
平成３１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 2,489,983 2,305,540 2,484,000 99.76% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 82 31-368-0
平成３１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 2,311,200 2,140,000 2,289,600 99.07% － － 平成31年4月1日 1 1

3 － 27 30-15029-0
平成31年執行神奈川県議会議員・県知事選挙選
挙公報新聞折込業務委託（単価契約・債務負担
行為）

大和市内全域 広告・宣伝委託 随意契約６号該当
(株)神奈川新聞総合サー
ビス

県内
債務負担・
継続

774,418 717,054 774,418 100.00% － － 平成31年3月8日 1 1

3 － 28 30-15031-0
平成31年執行大和市議会議員・市長選挙選挙公
報新聞折込業務委託（単価契約・債務負担行為）

大和市内全域 広告・宣伝委託 随意契約６号該当
(株)神奈川新聞総合サー
ビス

県内
債務負担・
継続

1,522,817 1,410,016 1,522,817 100.00% － － 平成31年3月8日 1 1

7 3 － 8 30-13005-0 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

7,848,846 7,267,450 7,848,846 100.00% － － 平成31年1月30日 1 1

3 － 9 30-13015-0 平成３０年度大和市都市計画図作成業務委託 大和市全域 測量 条件付一般競争入札 (株)パスコ 横浜支店 準県内 総価契約 2,138,400 1,980,000 1,976,400 92.42% － － 平成31年1月30日 1 1

3 － 10 30-13428-0
健康診断用検診器具消毒委託（単価契約・債務
負担行為）

大和市立小中学校全校 医療事務委託 条件付一般競争入札 日本ステリ(株) 県外
債務負担・
継続

2,133,143 1,975,133 2,133,143 100.00% － － 平成31年2月6日 1 1

3 － 36 30-15815-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（やまとんＧＯ深見地域・債務負担行為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 (株)海老名相中 県内
債務負担・
継続

68,225,408 68,225,408 68,139,560 99.87% － － 平成31年3月20日 1 1

3 － 37 30-15816-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（やまとんＧＯ桜ヶ丘地域・債務負担行為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 (株)海老名相中 県内
債務負担・
継続

65,528,669 65,528,669 65,315,360 99.67% － － 平成31年3月20日 1 1

3 － 38 30-15817-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（やまとんＧＯ中央林間西側地域・債務負担行
為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 (株)海老名相中 県内
債務負担・
継続

55,620,013 55,620,013 55,583,800 99.93% － － 平成31年3月20日 1 1

3 － 39 30-15870-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（やまとんＧＯ相模大塚地域・債務負担行為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 神奈川中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

59,889,623 59,889,623 59,745,440 99.76% － － 平成31年3月22日 1 1

3 － 40 30-15872-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（のろっと南部ルート・債務負担行為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 神奈川中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

31,767,319 31,767,319 30,555,360 96.18% － － 平成31年3月22日 1 1

3 － 41 30-15874-0
平成３１年度大和市コミュニティバス運行業務委
託（のろっと北部ルート・債務負担行為）

大和市内
運搬・保管の請
負

随意契約６号該当 神奈川中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

45,983,839 45,983,839 45,132,600 98.15% － － 平成31年3月22日 1 1

№ 契 約 番 号 件　　　　　　　　　名 場　　　　　　　　　所 契　約　業　種

業者数

（様式第１号）　令和元年度　　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３１年１月１日　～　平成３１年４月３０日まで）

予算根拠
区分

設  計  金  額
入札書比較

価格
契約金額

最低制限価格

契　約　日契　約　方　法 業　　者　　名 所在区分

6

8

9

2

4

3

5


