
  

令和元年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 令和元年１１月２７日（水） １４時００分～１５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２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 

  ①１）令和元年度舗装修繕工事（桜ヶ丘境橋線） 

   ２）令和元年度舗装修繕工事（福田１６７号ほか１路線） 

   ３）令和元年度舗装修繕工事（中央林間西１７号ほか２路線） 

【抽出理由】 

いかに積算基準が公開されていても、全参加者の入札金額が同じというのは通常で

ないと思うが、問題はないか。２）、３）（１社のみ異なるが）も同様。 



  

【回  答】 

抽出された３案件（舗装工事）はいずれも「くじ」による落札決定となり、落札

金額は最低制限価格と同額であった。土木系の工事の設計を行う際には、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公表されており、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ため、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。最低制限価格についても、算出式を市のホームページの

ほか入札時に公開しており、設計金額から最低制限価格をほぼ正確に算定できるも

のと考えている。 

入札結果については、いずれの案件も高い落札率ではなく、最低制限価格と同額

での「くじ」による決定であることから、受注意欲の高い入札参加者による価格競

争が強く働いた結果であると捉えている。 

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。補足ではあるが、電

子入札に関しては以前の指名や出席形式で行っていた入札と異なり、お互い入札に

参加したこと自体わからない仕組みとなっている。また、工事に係る費用について

は、国が定めた標準積算基準書に基づいて積算されており、その積算基準書は公開

されている。今回抽出された案件は、舗装の打換工と切削オーバーレイの２種類で

ある。舗装の打換工というのは、損傷の激しい道路のアスファルトを一度剥がし、

転圧をして、その上からアスファルトで舗装し直す工事である。切削オーバーレイ

というのは、比較的損傷の軽いもので、道路の表面にある轍等、凹凸のある表層を

切り取り、薬剤を散布しながら表面に圧をかけて修復していく工事である。この２

種類は、道路の修繕工事の一般的なものであることから、直接工事に係る費用は、

公表されている計算式で算出できるものである。ただ、現場管理費や一般管理費と

いうのは、実際工事に係る直接工事費や共通仮設費といった費用に率を掛けて算定

するものであり、直接的に工事に係る費用が出てくれば、概ねの設計金額は出てく

る。その上で、公表されている最低制限価格の掛け率を乗じて、入札価格の全体額

が確定していく流れとなる。あとは会社ごとに、直接工事費にこれだけお金をかけ

る、現場管理費にこれだけお金をかけるといった内訳を考えているので、基本的に

内訳表は会社ごとに異なっている。ただ、このような単純な工事においては、全体

額というのは積算基準と一定の率によって推測されるのが一般的である。参考まで

に、同規模の厚木市、平塚市、近隣の海老名市の入札結果を見てみても、すべて最

低制限価格で同額の道路補修工事がある。逆に、このような単純な工事において、

金額に差があったり、市の最低制限価格と異なってくるということになると、業者

の積算能力が疑われかねないし、また市の積算が誤っているということが考えられ

る。疑念を招かないというのは当然のことであるが、状況としては業者の積算能力

が一定のレベル以上あり、市のほうも積算基準に基づいてきちんと行っているとい

う状況の中で生じている現象として捉えていただければ幸いである。 

 

 

 



  

【質  疑】 

委 員：同額ということは談合の可能性はないと思うが、若干関心を抱いている。 

 

事務局：話題ではあるが、最低制限価格というものは、品質向上を視点にしてい

るので、最低制限価格以上予定価格以内であれば有効な入札になる。本

市における最低制限価格の設定は、国の基準と同率なので、この金額で

あれば品質は担保されるであろうというところで行っている。 

 

②令和元年度小学校移動水泳支援事業業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 

選定理由にあるが、移動は徒歩かバス等の利用か。バス等の利用であれば、選定理

由としては弱いと思う。 

 

【回  答】  

抽出案件については、市立北大和小学校（児童数１，１３５人、全３４学級）にお

ける水泳の授業について、当該学校はプール施設を所有していないことから、民間事

業者のプール施設を利用し実施しているものである。ちなみに水泳の授業は、基本的

には教育課程として実施していくものである。なお、当該学校は本市域の北部、主要

地方道目黒町・町田線沿いに位置し、最寄り駅はつきみ野（徒歩約５分）になる。 

業務委託の仕様としては、全学級を対象に、１学級につき３回（１回当りの授業時

間は４５分×２コマの９０分）の授業を受注者のプール施設を使用し行うもので、１

回につき２学級同時に実施する場合もある。学校から施設までの往復に係る交通手段

は受注者の所有するバスにて送迎を受けるものとなっている。 

 

【当日の流れ ※3-4 時間目で実施した場合】                      

  内容 時間帯 所用時間 備考 

1 北大和小発 ⇒ 施設着 10:30 ～ 10:40 10 分 バス移動 

2 着替え 10:40 ～ 11:00 20 分   

3 入水 11:00 ～ 11:50 50 分   

4 着替え 11:50 ～ 12:10 20 分   

5 施設発 ⇒ 北大和小着 12:10 ～ 12:20 10 分 バス移動 

   ※戻り次第、給食を喫食                              

 

本業務の実施に当たっては、①授業時間を２コマ以内で行えること（３コマ以上を

要した場合、他科目の授業時間に支障を来す）、②限られた授業時間の中でより多く

の入水時間を確保する必要があること、③授業実施が夏季中心であることから、学校

と施設間の往復移動に係る安全確保や熱中症対策が十分図れること、が必須となる。

現在、当該学校からバスで片道約１０分と最も最寄りである当該受注者のプール施設

を利用することで、移動に係る安全確保や熱中症対策が図られ、入水時間も５０分を

確保し、効果的な水泳授業が実施できているが、当該受注者以外のプール施設で実施



  

した場合、最も最寄りでもバス移動で片道約２２分を要することから、①②③に掲げ

た必要事項を満たすことができず、水泳授業を含め他科目授業時間にも支障を来す恐

れがあることから、当該受注者と契約を締結したものである。 

 

【質  疑】 

   委 員：もう少し近い場所に他の施設ができたとしたら、当然変更もあり得るとい 

うことか。 

 

    事務局：当然あり得ると思う。 

 

③１）令和元年度ごみ焼却施設定期及び基幹補修 

 ２）令和元年度ごみ処理施設点検整備委託 

【抽出理由】 

１）について随意契約であることはやむをえないとしても、７ヶ月の契約期間で設

計金額が約２億３，０００万円（税抜）と１ヶ月当り３，０００万円以上と相当な高

額である。この積算根拠はどういうものか。２）も１ヶ月当り約１，８００万円とや

はり高額である。 

 

【回  答】  

１）は環境管理センターごみ焼却処理施設について、ごみ処理施設維持補修計画

及び前年度定期保守点検結果等に基づき、故障予防の観点から実施する補修で、補

修の範囲はごみを投入する受入・供給設備、ごみを燃やす焼却設備、燃焼後の灰を

搬出する灰出し設備など多岐にわたる。焼却炉は燃焼による有害なガスの発生を抑

えるため、常時約９００度の高火力にて燃焼し続ける構造となっており、これを構

成する火格子（焼却炉内でごみを送る装置）など耐火にかかる構造は構成する部材

それぞれが特殊なもので、炉内を一定の燃焼温度に保つためのコンピュータによる

自動燃焼制御装置なども含め本補修対象設備は７３か所に及び、１か所当りの補修

に係る資機材等を含めた工事費は数百万程度から１千万円を超えるものもある。ま

た、補修に当たっては特殊な環境下での作業となるため粉じん、ダイオキシン等対

策（化学防護服、防塵マスク等）が必要となり、設計金額が高くなっている。 

積算根拠としては公的な基準書（国交省及び全国都市清掃協会）、労務単価（県土

整備局）及び物品単価（建設物価調査会及び経済調査会）を使用している。また、

ごみ焼却処理施設という特殊な施設であるため、基準書に記載のない機器等につい

ては見積価格を採用しているが、こちらについては他の公共団体に納入している他

のメーカーのものも確認をして、ほぼ変わらない金額となっている。以上のことか

ら、適正な設計金額になっていると考えている。 

２）は、電気事業法に基づく発電用ボイラー・タービン設備の定期事業者検査及

び関連する一般廃棄物処理施設の清掃、分解点検、動作確認調整及びこれらに付随

するパッキン類の交換を実施することで、適切な機能維持を図るとともに、各種法

令（大気汚染防止法、ダイオキシン規制等）を順守し、安定的な施設運用の継続を



  

確保することを目的として実施しており、当該案件の点検対象は１３３項目で広範

囲となっている。焼却炉の点検整備は、特殊な環境下での作業であるため粉じん、

ダイオキシン等対策（化学防護服、エアーラインマスク、防塵マスク等）が必要と

なり、また電気事業法に基づくボイラーの点検等や非破壊検査及び公害防止に係る

自動制御装置点検等と特殊な業務であることから、設計金額が高くなっている。 

設計金額の算定にあったては、公共建築工事積算基準等公的算定基準及び環境管理 

センター積算要領に基づき適正に算定しており、適正な設計金額になっていると考

えている。 

 

【質  疑】 

   委 員：補修対象設備は７３か所にも及ぶのか。 

 

   事務局：その通りである。炉の温度を維持するための燃焼機器なども含めると１か 

所だけではない。様々なところで燃焼させたり、また制御する必要がある 

のでそのくらいの数に及ぶ。 

 

④１）ヤマトSOS支援アプリ改修委託 

 ２）令和元年度バス運行業務委託（単価契約） 

【抽出理由】 

１）の契約期間は１ヶ月で契約金額が３５０万円である。他方２）は期間７ヶ月で

契約金額は２８０万円（月当り４０万円）で、人員の割当の他バスの利用もある。本

件業務はソフト改修をすることなのでコストは人件費であろうが、積算根拠はどう

なっているのか。２）のような入札案件と比して高額すぎないか。 

 

【回  答】 

   本件は「防災マップ（ハザードマップ）」に掲載している洪水浸水想定区域の情

報を「ヤマト SOS 支援アプリ」のマップ上に掲載することで、市民が簡易に視覚

的な防災情報を得られることを目的に委託を実施したものである。iOS 及び

Android に対応し、アプリのマップ上に浸水想定区域を表示、マップをタップする

と浸水想定深度別に色分けされたイメージでポップアップ表示される仕様となっ

ている。大きな災害になると、そもそも通信自体が途絶えてしまうが、こちらの特

徴としては、通信が途絶えても、あらかじめこの地図情報をダウンロードしておく

ことにより、GPS 機能を使って自分の位置と指定避難所や避難生活施設までの最も

効率的な経路をカーナビのように表示する機能となっている。本市の仕様は、使用

される方の利便性も考えて、通信が途絶えても別画面を開かなくてもそのまま使え

る仕様となっている。 

改修に当たっては、仕様に沿った新たなプログラムの開発が必要となり、アプリ

やシステム構築の知識や技術に留まらず、地図情報に精通した高度な知識と技術が

求められ、履行期間内に５２．５人・日の作業を見込んだ積算となっている。積算

に当たっては、「ヤマト SOS 支援アプリ」の開発業者である当該業者のほか２者か



  

ら見積りを徴取したところ、金額に大きな差はなく、当該積算は適正なものである

と考えている。 

 

   作業必要な想定人員                      ※税抜き 

     ・マップ上に浸水想定区域を表示       2,000,000 円（30 人・日） 

     ・浸水想定区域タップ時にポップアップ表示  1,000,000 円（15 人・日） 

     ・マップの「カテゴリ」複数選択        500,000 円（7.5 人・日） 

                             計 3,500,000 円(52.5 人・日) 

 

【質  疑】 

   特になし 

 

※⑤～⑥について一括審議  

⑤１）コミュニティセンター南林間会館空調設備改修工事 

 ２）コミュニティセンター鶴間会館空調設備改修工事 

 ３）勤労福祉会館空調設備改修工事（機械設備） 

【抽出理由】 

管工事について以前から指摘しているとおり、今回もいくつかの特定の業者が入札

に参加しているものについて、各々が落札しているように見受けられる。談合等の可

能性はないか。 

 

【回  答】 

   本市では入札の参加条件の基準として工種毎に「標準発注条件」を設定している。

「標準発注条件」とは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ものである。また、「標準発注条件」の運用に当たっ

ては「条件付一般競争入札の標準発注条件設定に関する運用基準」を定め、これに

基づき入札参加資格要件を決定している。工事の品質確保と同時に、地域振興の面

から基本的に市内業者で競争性が確保でき、かつ受注能力があることを前提に市内

でできるものは市内で行っている。抽出案件については、いずれも工種は「管」で

あり、１）、２）は設計金額が５千万円以上１億円未満であることからランクが「Ａ・

Ｂ」で地域区分は「市内」となる。３）については、設計金額が１億円以上１億５

千万円未満であることからランクが「Ａ・Ｂ」地域区分が「準市内まで（大和市内

に本店又は支店等の受任地登録がある）」となるが、こちらの案件については「条件

付一般競争入札の標準発注条件設定に関する運用基準」第２条第１項「工事の内容

等により、設計金額にかかわらず市内事業者が施工可能であり、かつ、入札参加者

を市内事業者に限定しても競争性が確保されると認められる場合、地域区分を市内

とすることができる。」に該当することから、地域区分を「市内」とした。ランクを

「Ａ・Ｂ」地域区分を「市内」とした場合、対象業者は１０者あり、このうち近年

において本市発注の公共工事に参加実績のある事業者は７者となる。 

市内管工事事業者の受注状況としては、本市発注案件の他にも近隣市や県の発注



  

する工事、民間工事などがあると考えられ、また本市発注案件においても平成３０

年度に契約を交わし令和元年度末まで履行期間中である工事が別途４件ある。 

抽出理由にある受注状況については、以上のような状況のもと、標準発注条件に

基づく参加条件により参加業者が限られる中、他団体等の発注する工事との競合や

管工事事業者の手持ち工事の状況などによる辞退も重なり、結果として落札業者が

それぞれ異なる事業者となったもので入札結果は適正なものと捉えているが、業者

の状況を中心に情報収集も進めながら、引き続き今後の入札状況には十分注視して

いきたいと考えている。 

 

⑥１）平成３１年度道路境界杭復元に係る測量業務委託（その１・単価契約） 

 ２）平成３１年度道路境界杭復元に係る測量業務委託（その２・単価契約） 

 ３）平成３１年度道路境界杭復元に係る測量業務委託（その３・単価契約） 

 ４）令和元年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その１・単価契約） 

 ５）平成３１年度道路境界杭復元に係る測量業務委託（その４・単価契約） 

 ６）令和元年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その２・単価契約） 

 ７）平成３１年度道路境界杭復元に係る測量業務委託（その５・単価契約） 

 ８）令和元年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その３・単価契約） 

 ９）令和元年度狭あい道路整備に係る測量業務委託（単価契約） 

１０）令和元年度用途地域界線形指導図作成業務委託 

１１）令和元年度基準点・境界点網図修正業務委託（その１） 

１２）令和元年度私有道路取得に係る測量業務委託（その２） 

１３）令和元年度基準点・境界点網図修正業務委託（その２） 

１４）令和元年度私有道路取得に係る測量業務委託（その３） 

１５）令和元年度公共下水道台帳作成業務委託 

１６）令和元年度道路台帳平面図修正業務委託（その１） 

１７）令和元年度道路台帳平面図修正業務委託（その２） 

【抽出理由】 

管工事同様、特定の業者が参加し各々が落札しているように受けられる。談合の可

能性はないか。 

 

【回  答】 

  抽出いただいた１７件は市内測量業者を対象にした入札である。市内で入札参加可

能な測量業者は１０者あるが、うち１者は平成２９年度以降、本市発注の入札には

参加しておらず、抽出案件についてはいずれも９者が参加している。落札状況につ

いては、３件落札した者が２者、２件落札した者が４者、１件落札した者が３者と

なっており、参加９者が均等な件数を受注した状況ではない。市内測量事業者にお

いても、本市発注案件の他に県や他市町村の発注する測量業務などの受注があるも

のと考えられ、測量事業者の受注可能な規模などに起因し落札者が分散したものと

考えており、入札結果は適正なものと捉えているが、こちらについても情報収集を

行いながら、引き続き今後の入札状況には十分注視していく。 



  

【質  疑】 

委 員：少し話はそれてしまうが、今回初めて年度途中に税率改定されたが、測量

業務の消費税の考え方はどのようなものか。１）の入札結果報告書を見る

と、履行期間は５月から始まっているので増税前であり、そこから増税後

の令和２年３月３１日までにおいての契約金額が８％になっているが、増

税後の扱いはどうなっているのか。 

 

事務局：とても複雑で、工事・委託・物品供給でそれぞれ異なっている。基本的に

は、成果物の納品時によって税率が決まってくる。ただ、保守点検のよう

な委託は毎月払いをしており、９月末までの分が８％で、１０月１日以降

の分は１０％になる。測量業務の場合、成果物の納品が増税後になるので

１０％の税率計算になるはずだが、このような役務の提供は軽減税率など

消費税法の中でも仕組みがとても複雑であるため、納税義務者である事業

者のほうで直接国税に確認をしてもらい、その上で最終的な契約金額を決

定したいという判断を年度当初にさせていただいた。よって、１０月１日

以降の契約は別だが、９月以前の契約については基本的に税率は８％で、

１０％の加算分２％が必要であるときには変更契約で対応している。各市

色々な考え方があると思うが、基本的には８％で契約をし、事業者に確認

をしてから１０％で間違いがなければ変更契約を行い、この測量業務にお

いても１０％で変更契約をしている。 

 

委 員：この入札結果報告書に書いてある金額から、実際は変更を行っているとい

うことか。 

 

事務局：その通りである。 

 

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。 


