
  

令和２年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 令和２年７月３０日（木） １０時００分～１１時３０分 

２．場  所 大和市役所 本庁舎 第６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】 

  委 員：一覧中Ｎｏ．２の業者について、よく大和市の工事案件に参加している業

者と認識しているが、契約解除の理由は。 

 

   事務局：受注した雨水管の土木工事に工期の遅れが生じたため、やむなく契約解除

をした事由による。 

 

 

 

 



  

（３）抽出事案の審議について 

※①～④について一括審議 

  ①令和２年度緑化推進業務（緑化相談）委託 

【抽出理由】 

①当財団の売上（収入）のうち、当市との契約に係るものの割合、金額は。 

②当財団の人的構成、役員職員数、当市から出向者がいればその地位人数。 

 

【回  答】 

～（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団の概略～ 

（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団の設立の目的は「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

行うこととし、基本財産は４億１千万円で全額、大和市が出資している。 

なお、当該受注者の沿革は次のとおり。 

昭和６１年１０月、財団法人大和市スポーツ振興公社を大和市が設立。 

平成３年１月、財団法人大和市余暇活動推進公社を大和市が設立。 

平成５年４月、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。 

平成１８年４月、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。 

 

抽出理由①について、以下のとおり。 

経常収益（令和２年度予算）  １，０００，７４１，０００円 

本市との委託契約に係るもの   １７７，００１，０００円（１７．７％） 

本市との指定管理協定による収入 ４１４，１５１，０００円（４１．４％） 

合 計             ５９１，１５２，０００円（５９．１％） 

 

   抽出理由②について、以下のとおり。 

役員等  理事長１名、副理事長１名、常務理事１名、理事４名、監事２名 

        評議員７名 以上１６名 

職員等  事務局２名、総務課２７名、スポーツ事業課２６名、みどり課３４名、 

          公園管理事業課２７名 以上１１６名 

 

※いずれも平成３１年度末時点の人数。なお、現在、本市からの出向者なし。 

 

 

②令和２年度緑化推進業務（緑化相談）委託 

【抽出理由】 

随意契約とされているが、他の事業者ではできない事業であるか不明であるため、

緑化相談業務とは何なのかを伺いたい。 



  

【回  答】  

当該業務は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、大和駅から西に約６００ｍの距離に位置する「ふれあいの森（２１．９ha）」

の中にあるグリーンアップセンターで行っている。相談件数は年間約１，０００件で、

その約８割が来館による相談となっており、市民による相談は約７００件に上る。ふ

れあいの森を散策し、大和の自然に触れながら相談に足を運ぶといった利用形態が主

となっている。 

当該受注者は先の案件で触れたとおり、「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

設立された団体であり、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し、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が蓄積されたノウハウを有してお

り、緑化相談員には、学識経験者の農業改良普及員であり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。 

業務内容そのものは、必ずしも同団体でなければ履行できないものではないが、利

用者が大和の自然を身近に感じ親しみながら、庭木や草花の育て方から剪定の仕方、

病害虫の対処方法まであらゆる内容を安心して気軽に相談したいニーズに対し、同団

体の設立目的なども踏まえ、地域に根差した緑化推進活動の普及啓発を図るうえで最

も有効であると考え随意契約を締結したものである。 

 

③文化プログラム推進事業業務委託 

【抽出理由】 

随意契約とされているが、他の事業者ではできない事業であるか不明であるため、

文化プログラム推進事業業務とは何なのかを伺いたい。 

 

【回  答】  

現在、文化庁では日本の「文化芸術立国」を目指し２０２０年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会（新型コロナウイルスによる感染拡大の影響を踏まえ２０２

１年に実施を延期）を契機に文化プログラムを全国展開するための取り組みを進めて

いる。（文化プログラムとは、２０２０年東京オリンピック組織委員会が認証する公

認プログラム及び応援プログラムのうち文化的なイベントを指す。） 

こうした背景を踏まえ、本市においても「スポーツと文化の祭典」と位置付けられ

る近代オリンピックの趣旨に基づき、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、文化プログラムの認知度の向上及び市内における同



  

プログラムの開催の推進を図ることを目的に文化プログラム推進事業を実施するも

のである。 

主な業務内容としては、①スポーツイベントにおける文化芸術体験ブースの設置

（文化芸術団体等の協力を受け、多くの人が気軽に立ち寄り世界に誇れる日本文化を

体験できる内容の企画実施等）②「やまと伝統文化フェスティバル」の開催（大和市

文化創造拠点シリウスにて「やまと子ども伝統文化塾塾生による成果発表」や「大和

市指定重要無形民俗文化財の披露」等）、③文化プログラム普及活動の実施（文化プ

ログラムの認知度向上のためのチラシ作成及び配布や文化プログラムの申請促進の

ためのチラシ作成及び配布等）などを行うもので、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、同時に文化芸術以外の

スポーツなどの事業を展開し、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、「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。」として設立された地域に強く根

差した団体であり、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、同団体の設立目的なども踏まえ、当該業務を最も円滑に行える唯

一の事業者であるため、随意契約を締結したものである。 

    

④１）フラワーハンギング設置及び管理事業業務委託 

 ２）令和２年度スポーツ教室開催事業委託 

【抽出理由】 

内容を見ると随意契約であることに合理性があるとは考えにくいがいかがか。 

 

【回  答】 

   １）について、当該業務委託は、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）市民参加型の植物や緑に関する講座の企画・実施実績があること。 

と考えている。当該受注者は団体設立の目的を「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であることから、本

業務を最も適切に履行できるものと考える。 

仮に他の事業者が本業務を実施した場合は、イベントの要素も含む市民参加型の

フラワーハンギング制作には対応できない場合や、フラワーハンギング制作はでき

るが日常的な保全管理のほか台風の際などの一時的な撤去保管などといった業務

対応ができない場合など、部分的に仕様を満たせないことが想定され、その結果、

業務を細分化することとなり、一連の業務とした場合の経済的なスケールメリット

や業務の効率性などの事業効果が得られない恐れがある。 

以上のことから、団体の設立目的なども踏まえ、本業務を最も適切に履行できる

当該団体と随意契約を締結したものである。 

 

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。 

２）の案件については、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１４事業、概ね１７回～２０回行うものである。 

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、心身に障がいを持つ方を含め、すべての市民が気

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、市民への生涯にわたるスポーツの普及及び振興、活力ある市民生活の

実現に寄与することを目的に設立され、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

を締結したものである。 

 

【質  疑】 

（①令和２年度緑化推進業務（緑化相談）委託について） 

委 員：経常収益とは財団の売り上げと理解してよいか。 



  

事務局 ：財団には公益事業と収益事業があり、経常収益は独自で行っている事業の

収益である。 

委 員 ：どのような事業か。 

担当課長：主に利用料金収入である。 

委 員 ：出向者はいないとのことだが、市職員の退職者はいるか。 

事務局 ：市の退職者を受け入れているというよりは、（市の退職者を）財団が独自に

採用しているという状況である。 

委 員 ：財団の理事長は元市職員か。 

事務局 ：その通り。 

 

  （②令和２年度緑化推進業務（緑化相談）委託について） 

   委 員 ：緑化相談員に対して相談が１，０００件あるとのことだが、主にどの

ような方が相談されるのか。 

   担当課長：市民である。ここでいう「まちづくり」とは、市民の自宅の植木や庭

木等の具体的な相談に応じることで、地域の緑化推進を図るという意

図である。 

   委 員 ：街によっては、集中して同じ種類の街路樹を植えているような地域が

見受けられることもあるが、この事業もそのような意図であるのか。 

   担当課長：そのような意図ではない。街路樹や特定の花を指定するような、ハー

ド面でのまちづくりをこの事業では行っていない。大和市はベッドタ

ウンに位置づけられる都市でもあるので、少しでも緑化を図りたいと

いう意図の事業である。 

   委 員 ：そうだとすれば、やはり随意契約であることに合理性があると考えに

くいのではないか。疑問が残る。 

   委 員 ：また、緑化相談員というのは財団の職員が務めているという理解でよ

ろしいか。 

   担当課長：相談員は５名おり、財団との雇用関係にあるが、１日交代制（１名に

つき週に１日勤務）で行っている。相談員は県の農政部を定年退職さ

れた方々が、持っているノウハウを市民サービスとして還元しようと

いう目的をもって、無理のない範囲で務めている。そのような状況で

あることからも、この事業は民間企業が収益を上げるための性質のも

のと異なると考えている。 

 

  （③文化プログラム推進事業業務委託について） 

   委 員 ：「やまと伝統文化フェスティバル」の開催とあるが、人件費等を考慮す

ると、民間ではこの契約金額で行えるものと思えないがいかがか。 

   担当課長：「やまと伝統文化フェスティバル」は大規模なイベントであるが、財団

は華道、書道、舞道等の団体にネットワークがあるため、花等の実費

はあるが、基本的には公益事業として無償で行っているので、この契

約金額で事業を行うことができている。 



  

（案件全体について） 

   委 員 ：設計金額の精査は行っているのか。 

   事務局 ：別の団体から見積を徴取し比較をしているわけではないが、財団の入

札金額が適正かどうか、例年の実績等を勘案し確認している。 

   委 員 ：財団の持つノウハウを民間の事業者に向けて開放し育てていくような

構想はあるか。 

   担当課長：指定管理等の特定案件、財団と民間事業者が関連するノウハウを交流

している案件も見受けられるが、現状は財団の力を借りるよりほかな

い案件も多くある。 

   担当課長：例えば、市の事業としてのスポーツ教室を現在財団が運営しているが、

これは市の推進計画と市民ニーズから内容を企画し行うものであり、

一般的なプログラムであれば民間でも行うことができるが、プログラ

ムによっては、子どもの体力減少を改善するものであったり、障がい

を持つ人であっても対象にできるものであったりするので、一括して

の民間の運営が難しい状況である。 

   委 員 ：民間と価格を比べることも難しい状況なのか。 

   担当課長：内容の一部に民間が行えないものもあり、その部分については他と比

較することが難しいが、例えば一般的な消耗品等、可能な部分におい

ては考査している。 

   委 員 ：現在財団が持つノウハウをより向上させ、民間では到底行えないもの

を構築できないものか。今の状況は必ずしも民間との差別化ができて

いると言えない状況にあると思われる。 

   事務局 ：どの事業も機能を切り離し分割して発注すれば競争が叶うものもある

が、トータルコストを考慮すると価格の優位性に欠けてしまうおそれ

がある。また、事業として市のコンセプトを達成させるためにも事業

を切り離すことが困難であると考える。しかしながら、価格の優位性

を保ち、事業の本質性を損なわずに競争が可能であれば、価格競争の

方向性を探っていきたい。 

   委 員 ：個人の意見ではあるが、理念よりもコストバランスの取れたものであっ

た方が市民サービスとしてよいものもあるのではなかろうか。 

   事務局 ：いただいたご指摘を元に引き続き事業担当課において検討を続けてい

きたい。 

    

 

⑤令和２年度公園警備委託（単価契約・債務負担行為） 

【抽出理由】 

常駐警備の単価額に同じ時間帯でも相違があるのはなぜか。 

  昼８時間では３２，０００円、昼４時間では２８，０００円 

  夜８時間では３６，０００円、夜４時間では３０，０００円 

 



  

 

【回  答】 

    本委託は市が管理する公園について２人１組で警備に当たるもので、単価項目に

おける「夜」と「昼」の位置付けは、 

夜：業務実施時間の１/２以上が２２時以降翌朝６時までの場合、 

昼：業務実施時間が「夜」以外の場合となる。 

例えば、１８時から２時までの８時間の業務実施時間の場合、うち１/２の４時間

が２２時以降であることから「夜８時間」となる。 

各単価については、必要な人件費に資機材費や燃料費、交通費などの諸経費を加

え設計・積算した額となっており、所定の時間数等（４時間や８時間）について勤

務１回当りの単価となる。 

単価の積算に当たっては、単価に含まれる人件費について「昼８時間」は神奈川

県県土整備局が刊行している「設計業務等標準積算基準書」に適用する単価がある

ことからこれを採用し、これ以外の単価項目（昼４時間、夜４時間、夜８時間など）

の人件費単価については積算基準書に記載がないことから複数の業者から参考見積

を徴取し、この平均値を採用し設計・積算を行っている。 

ご質問を頂いた単価の相違については、①昼８時間と昼４時間、夜８時間と夜４

時間の単価の相違は、１回当りの勤務時間数が異なることに加え、１回の勤務につ

き単価に含まれる人件費は、時間数に人件費単価を乗じた金額となり時間数によっ

て増大しますが、資機材費や燃料費、交通費など時間数によって増大しない諸経費

については一定の金額であることから、８時間の業務単価が単純に４時間の業務単

価の２倍の金額となっていないものである。 

また、②昼８時間と夜８時間、昼４時間と夜４時間の単価の相違については、夜

の業務単価は昼の業務単価に比べ人件費に夜間割増があることから、単価に相違が

生じるものである。 

 

【質  疑】 

特になし。 

 

⑥１）令和２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） 

２）令和２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） 

   ３）令和２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） 

   ４）令和２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） 

 

【抽出理由】 

１億円の契約金額を超えるものの、金額計算、内訳を知りたい。 



  

 

【回  答】 

抽出いただいた案件については、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、それぞれの案件についてワゴンタイプの車両（定員１４人）５台、１日あたり４４便によ

り、所定のルートを運行するものである。業務内容としては、毎日の車両の運行管理は勿論

のこと、運行ルートやダイヤの検証、利用者はお年寄りや体に不自由のある方、小さなお子

様など多岐にわたり、特に市営バスであることからも利用者に対する礼節をわきまえた丁寧

な対応など乗務員の教育・研 修の徹底が必要となる。なお、利用者の運賃としては、１乗車

あたり小人以上１５０円となっている。 

当該委託の車両については、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年に準拠し、使用年数を１０年と想定した上で、

受注者による車両購入費を委託料に計上し平成２６年度に条件付一般競争入札を執行、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た。１０年間の車両使用を踏まえ、

さらに平成３１年４月１日～令和２年３月３１日までの１年間は随意契約とし、これまでの運行

状況や利用者からの要望などに基づき運行ルートなどの見直しを行った。 

今回抽出いただいた委託業務の契約期間は、現在の車両状況から今後２年間は安定し

た業務履行が可能と判断し、引き続き令和２年４月１日～令和４年３月３１日までの債務負担

とした随意契約とし、現行車両を継続して使用するものである。 

コミュニティバス運行業務の委託費は、必要な運行費から利用者からの収入となる運賃を

差し引いた額としており、運行費は業者からの見積りを基に設計している。 

内訳としては運送費と一般管理費からなり、運送費は車両運行に直接関わる人件費や燃

料油脂費、車両修繕費など。一般管理費は営業所等の管理部門に係る費用となる。 

１）の桜ヶ丘地域の案件を例にすると、必要な運行費１５２，１３０，０００円（税込）から見込

まれる運賃収入額２２，４２０，０００円を差し引いた１２９，７１０，０００円（税込）が委託費となる

が、必要な運行費のうち、運送費に係るドライバーの人件費の占める割合は９４，３５６，３３２

円と概ね７割で大部分を占めるものとなる。 

近年の人口減少や高齢化が進む背景の中、バス事業については担い手不足など運転手

の安定的な確保がより一層困難となっている状況にあり、一方で人件費が高騰する社会情

勢にあって、特にバス事業における人件費は運行の安全性などサービスの質に直接関わる

部分を占めており、本委託においてもコミュニティバス運行の安全性等を踏まえ、必要かつ

適正な一定の水準の人件費を確保した委託費とする必要があると考えます。 

こうした中、コミュニティバス運行業務委託費の設計・積算に当たっては、国土交通省が毎

年、バス事業者や地方公共団体などが経営・政策判断等を行う上での指標の一つとして活

用できるものとして公表している、乗合バス事業の収支状況の「実車走行キロ当たり収入・原

価の推移」に示された「人件費」、「燃料油脂費」、「その他諸経費」を基に、業者から提出さ

れた見積りの同項目を比較し、いずれも業者見積価格の方が安価であることを確認した上で、

設計時に採用し積算を行っている。 

具体的には、１）の桜ヶ丘地域の案件を例にしますと、計画している運行ルートの２年間の

総距離３３９，３０４㎞に国が示した単価を乗じると、いずれも税込みで 

①人件費は１１４，２９４，５５２円、②燃料油脂費は１２，８９０，１５９円、 



  

③その他諸経費は７３，１９８，０５２円④合計２００，３８２，７６３円（税込）となる。 

一方、業者見積りから積算した設計額については、いずれも税抜きで 

①人件費９４，３５６，３３２円、②燃料油脂費９，００１，９５４円、 

③その他諸経費３４，９４９，７１４円となり、税込で④合計１５２，１３０，０００円 

（税抜合計１３８，３０８，０００円を端数処理後、消費税率を乗じた額）であることから、いずれ

も業者見積を採用した設計額が安価となっている。 

以上のことから、設計金額及び契約金額は適正なものであると考えているが、現行車両に

ついては、現契約期間満了後も、当初想定した１０年間の範囲や、車両状況によりさらに継

続して使用することも考えられることから、今後も人件費等も含め国の示す単価など実勢価

格等と  比較しながら経済性を踏まえた適正な積算に努めてゆく。  

 

【質  疑】 

特になし。 

 

⑦令和２年度「市政情報やまと」番組制作及び放送業務委託 

【抽出理由】 

大和市が出資者であるため廉価とあるが、通常と比べてどの程度廉価なのか。 

また、大和市の出資割合は。 

【回  答】 

抽出案件の番組「市政情報やまと」は、 広報やまとの内容など、タイムリーな市

政情報を放送するもので、１回１５分で１週間に３１回の放送を行う（年末年始

を除く）。 

＜放送例＞ 

月曜日～金曜日 第１回 午前８時５分から  第２回 午前１０時５分から 

          第３回 午後０時５分から  第４回 午後６時５分から 

          第５回 午後８時４０分から 

土曜日・日曜日 第１回 午前９時４５分から 第２回 午後０時５分から 

          第３回 午後６時４０分から 

放送価格については、本市が株式による出資者であるため、特別廉価となってお

り、税込み価格で比較すると、通常価格では４７，４０１，２００円のところを、

株主割引（１２．５％引き）で△５，９２５，１５０円、長期割引（３０％引き）

で△１４，２２０，３６０円を差し引き、２７，２５５，６９０円が契約金額とな

る。通常価格と比べ、△２０，１４５，５１０円（△４２．５％）の廉価となる。 

なお、本市の株式の出資割合としては、大和ラジオ放送(株)の発行株式数 

３，６１３株のうち６８８株を保有し、持株比率は１９％となっている。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

 



  

 

⑧１）保育所温度保持除湿保守点検委託 

 ２）消防庁舎等空調設備保守点検委託 

 ３）大和市市民活動拠点ベテルギウス空調設備保守点検業務委託 

 ４）大和市特別支援教育センター空調設備保守点検業務委託 

【抽出理由】 

以前も指摘した特定の業者が参加した上で、それぞれが高い落札率で落札している

ように見受けられる。 

 

【回  答】 

当該４案件はいずれも入札参加資格要件の営業種目として、委託で「建物設備保守

管理委託（細目として「空調機保守・運転」）」及び工事で「管」のいずれにも登録が

ある市内業者を対象として入札を執行した。応札条件については、委託業務として空

調機器の保守に対応できるのは勿論のこと、万一の故障や不具合が発生した場合は、

保守の状況等も踏まえながら直ちに故障の原因を見つけ、状況により速やかな修繕に

よる復旧が求められる場合も想定されることから、管工事の登録も要件としているも

のである。これらの要件に合致する業者は６者あり、そのうち１）は４者、２）は４

者、３）は５者、４）は４者が参加した。参加業者がこの６者のうちのいずれかにな

る理由は、こうした応札条件によるものである。 

落札率については、それぞれの案件において、入札を執行する前に事業主管課にお

いて参考見積を複数者から徴取し、最も低い金額の参考見積額を基に予定価格を設定

し入札を執行した。一方でこの参考見積額は、歳出予算額として計上する側面もある

ことから、業者から参考見積を徴取する際は、当然のことながら過大な見積金額にな

らないよう、業者の受注意欲による競争性を踏まえた積算による適正かつ精度の高い

見積りを常に求めている。 

抽出理由にある入札参加状況と落札率については、以上のような状況のもと、市が

設定した応札条件により参加業者が限られる中、精度の高い参考見積金額を基とした

予定価格で入札を執行したことによる結果で適正なものと捉えているが、引き続き今

後の入札状況には十分注視していく。 

 

（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】 

委 員：大和市は他市と比較すると落札率が高いように思われる。また、結果として

落札業者が分散されているようにも見えるが。 

事務局：当該案件は最低制限価格を設定していない案件であること、また、予算計上

の段階で過大な見積もりを取り、大きく落札差金が生じるような参考見積の

徴取は避けるよう呼びかけを行っている。この結果は、その呼びかけが正し

く機能しているともいえると考える。 

 

⑨災害対策用ベスト 

【抽出理由】 

なぜほとんどの事業者が辞退不参加となっているのか伺いたい。 

 

【回  答】 

当該案件は営業種目として「消防防災用品」の登録がある市内業者を対象とした条件付

一般競争入札を行ったもので、７者にて入札を執行したが、このうち１者のみの応札となっ

た。 

入札が少なかった要因として、当該物品は既製の製品ではあるものの、日常的に需要があ

り、常時在庫が市場に存在する類の物品ではないため、ベストを仕入れてから名入れの加工

を施す期間等も含めた履行期間としては、業者によってはタイトであったことが考えられる。ま

た、参加業者の中には同等品の確認申請を行った業者もあったが、仕様に示した色と異なっ

たため同等品として不可とした。これらのことから、入札参加者が入札段階で辞退や不参加と

なり、結果として１者のみの入札となったものと推測する。 

今後は、多くの入札参加者を確保し競争性が高まるよう、より十分な履行期間を設定するよ

う努めていく。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

⑩防災用ヘルメット 

【抽出理由】 

最も低い価格を入札した企業が無効となっている理由を伺いたい。 

 

【回  答】 

当該案件の入札の結果、最も低い入札価格は予定価格に対し７７．９４％で８０％を下回る

価格であったことから、この入札者に対し、製品指定であることや名入れが必要な仕様であ

ることなどを十分理解した上で、仕様を満たす応札額であるか念のため確認したところ、入札

額は錯誤であったとの届け出があったことから、当該業者の入札を無効とし、二番目に価格

が低かった入札額を予定価格と照合し、予定価格に達していたため落札決定した。 



  

 なお、落札決定した業者は当該案件の執行に際し参考見積を徴取していた業者であった

ことから、仕様理解の確認は不要のためそのまま落札決定とした。 

 

【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。 

  ○事務局から、次回に行う委嘱式について案内を行った。 

  ○南木委員長が令和２年８月３１日の任期を以ってご退任される。 

 


