
  

令和２年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 令和２年１１月１３日（金） １０時００分～１１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 

  ①１）令和２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）令和２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）令和２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２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） 

５）令和２年度狭あい道路整備に係る測量業務委託（単価契約） 

６）令和２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） 



  

７）令和２年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その１・単価契約） 

８）令和２年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その２・単価契約） 

９）令和２年度境界査定図作成及び埋石業務委託（その３・単価契約） 

【抽出理由】 

令和２年５月の上記９件の入札につき、参加事業者がすべて１件ずつ落札をしてい

る。談合等の可能性はないか。 

 

【回  答】 

抽出のあった９件は、いずれも入札参加資格要件の地域区分を「市内」としてお

り、市内の測量業者を対象とした入札である。市内で入札参加可能な測量業者は１

０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者にて入札を執行した。入札結果については、９者

が１件ずつ落札しているが、令和２年８月３１日までに契約を締結した案件も含め

た１８件の入札結果で見た場合、４件落札した者が１者、３件落札した者が１者、

２件落札した者が４者、１件落札した者が３者であることから、参加９者が談合等

により均等な件数を受注した状況ではないと考えている。また、測量業者において

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の受注があるものと考え

られることから、技術者の確保など測量業者側の受注可能な規模などにも起因し落

札者が分散したものと考え、入札結果は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たい。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

②１）令和２年度公園草刈等委託（Ａ地区・単価契約） 

２）令和２年度公園草刈等委託（Ｂ地区・単価契約） 

３）令和２年度公園草刈等委託（Ｃ地区・単価契約） 

４）令和２年度公園草刈等委託（Ｄ地区・単価契約） 

【抽出理由】 

落札した事業者がその後の入札を辞退、不参加としている理由は何か。 

 

【回  答】  

令和２年度公園草刈等委託（Ａ地区・単価契約）、同（Ｂ地区・単価契約）、同（Ｃ

地区・単価契約）、同（Ｄ地区・単価契約）については、同（Ｅ地区・単価契約）を

含め、公園内及び周辺の良好な環境を維持するため草刈等を行う業務である。作業に

ついては、公園の植栽等の繁茂の状況に応じ、市が受注者へ草刈等の作業内容を単価

契約項目に基づき指示し、指示を受けた受注者がこれを履行するものである。当該案

件に係る対象の公園は２７４園にのぼり、これをＡからＥまでの５地区に分割し発注

した。同一業者が２地区以上を受注した場合、受注区域が広域となることから、市の

作業指示に対し速やかに業務を履行できず、公園内及び周辺の良好な環境の維持に支



  

障をきたす恐れがあることから、いずれかの案件の落札者となった時点で、以降に開

札される他の案件の落札者にはなれないことを応札条件として、入札を執行した。そ

のため、案件を落札した事業者が以降の入札には参加できず、辞退若しくは不参加と

なるため落札者が分散されたものである。 

 

【質  疑】 

委 員：当該案件のように、案件を落札した事業者が以降の入札には参加できない

ような入札案件は他にもあるのか。 

 

    事務局：一般的ではないが、案件により存在する。 

 

③１）市立西鶴間小学校ほか１校給食室空調設置工事 

２）市立深見小学校ほか１校給食室空調設置工事 

【抽出理由】 

いずれも入札者が１者であり、また、入札者が事業者団体であることから、どのよ

うな事情であるか、伺いたい。 

 

【回  答】  

抽出の２案件については、いずれも工種を「管」とする工事であり、条件付一般競

争入札に係る条件設定については、設計金額が１，０００万円未満であることから、

標準発注条件に基づき、「総合評定値の範囲」は７００点未満、「地域区分」は市内で

ある。市内で総合評定値が７００点未満の管工事業者は１０者あるが、このうち、近

年本市が発注する公共工事の入札参加実績がある業者は大和市管工事(同)を含め３

者である。 

当該工事は、給食調理室に天吊型の厨房用エアコンを設置するもので、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため休校となっている小学校において、学校再開後の給食調

理における衛生面の確保に備え、限られた夏休み期間内での確実な施工が求められる

工事であった。入札参加者が１者であった事情としては、コロナ渦で工事資機材等の

調達が不安定な状勢の中、配置する技術者の確保も必要なことから、発注時における

入札参加者の手持ち工事の状況によっては参加が困難であったことが考えられる。実

際に、大和市管工事(同)以外に参加の可能性があった２者のうち１者については、同

時期に工期が重複する本市発注の工事を別工種（機械器具設置）で２件受注済であっ

た。 

こうした背景の中、当該受注者は２０を超える事業所を組合員として構成される事

業協同組合であったことから、工事資機材等の調達や配置技術者の確保について対応

が可能な状況にあり、結果として唯一の入札参加者であると考える。 

 

【質  疑】 

   委 員：市内で総合評定値が７００点未満の管工事業者は１０者とのことだが、一

方で、当該受注者は２０を超える事業所を組合員として構成されると説明



  

がある。なぜ組合員である事業所が一業者として参入できないのか。 

 

事務局：今回の対象は「総合評定値の範囲」７００点未満、「地域区分」は市内で

ある。（補記：組合員である事業所はこれを満たさない場合は参加できな

い。）大和市管工事(同)を構成する各事業所は、母体である大和市管工事

(同)に対しては従業者的立場であり、各事業所の等級は様々である。今

回の案件については、標準発注条件に基づき等級を求めているものであ

る。 

 

委 員：組合の参加を前提とした入札は他にもあるのか。 

 

事務局：案件は他にも存在するが、組合の参加を前提にしているのではなく、等

級を定めた管工事案件が存在するという理解である。 

 

委 員：他の工種でも組合が参加は起こり得るのか。 

 

事務局：理屈上は起こり得るが、現状の名簿登録の状況では管工事のみに絞られ

る。 

 

委 員：入札参加がなければその案件はどのように処理されるのか。 

 

事務局：中止あるいは不調となり、再度公告し直すこととなる。 

     

 

④１）防塵ゴーグルほか５品目 

２）空気呼吸器用ボンベほか２品目 

【抽出理由】 

消防関連の物品の落札率が毎回常に高いように思われるので、理由があればお伺

いしたい。 

【回  答】 

    抽出の２案件について、入札を行うにあたり、事前に３者から参考見積を徴取

し、その中で最も低い価格の見積額を予定価格として入札を行った。 

「防塵ゴーグルほか５品目」は入札の結果、参考見積を徴取していない入札参加

者の入札金額が最も低かったことから、これを落札者とした（落札率９９．８

６％）。「空気呼吸器用ボンベほか２品目」についても入札の結果、参考見積を徴

取していない入札参加者の入札金額が最も低かったことから、これを落札者とし

た（落札率９９．９４％）。 

落札率が高い理由としては、一つ目に参考見積の精度が高かったことが考えら

れる。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。二つ目として、消防関連の物品は消防防災活動に恒常的に使用

する物品であることから、毎年度同様なものを計画的に購入しているが、安全性

や耐久性を踏まえ、その仕様についても毎年度ほぼ同様である。その一方でこれ

までの落札結果は公表されていることから、参考見積業者を含めた入札参加者は、

過去の入札実績を踏まえ入札額を積算したものと考える。 

これらの理由により、消防関連の物品の落札率は比較的高い傾向になるため、

入札結果は適正なものであると捉えているが、引き続き今後の入札状況には十分

注視したい。 

 

【質  疑】 

   特になし 

 

⑤桜ヶ丘連絡所警備委託（長期継続契約） 

【抽出理由】 

落札率が非常に低いため、設計金額と落札価格がどうして大きく乖離したのか、理

由があれば伺いたい。 

 

【回  答】 

   抽出の案件は、桜ヶ丘連絡所の建物及びこれらに付随する物件について、火災、

盗難及び不良行為を予防し、かつ安全を確保することを目的に、連絡所に警備機器

を設置し、受注者の警備本部に設置された機器により異常の有無を監視するもので

ある。警備時間は、開庁日は午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで、閉庁日

は午前８時３０分から翌開庁日の午前８時３０分までである。 

設計においては落札業者を含む２業者から参考見積を徴取し、１者は８５８，０

００円、もう１者は１，２７３，０００円であったことから、８５８，０００円を

設計額とした。なお、落札業者の参考見積額は８５８，０００円であった。入札の

結果、落札率が低かったことから、落札候補者に対し仕様の適切な理解を確認する

と共に、入札金額の内訳書の提出を求め、事業主管課及び契約検査課において精査

した上で、入札金額に錯誤がないことを確認し落札決定したものである。 

設計金額（参考見積額）と落札価格（入札価格）の乖離については、落札業者に

聴取したところ、同委託の前契約（契約期間：平成２７年７月１日～令和２年６月

３０日）及び前々契約（契約期間：平成２２年７月１日～平成２７年６月３０日）

を受注しており、参考見積時は既設機器の更新も踏まえた金額で積算していたが、

入札時点において既設機器の状況から引き続き使用可能であると判断し更新を伴わ

ない積算をしたとの報告を受けており、競争原理が働いたことによる入札結果であ

ると捉えている。 

 

 

 



  

【質  疑】 

委 員：この説明を受ける限りでは、やはり④で挙げた２案件の落札率が高いこと

が気に掛かる。（意見） 

 

⑥１）大和中学校外４校学校警備委託（長期継続契約） 

２）深見小学校外４校学校警備委託（長期継続契約） 

３）渋谷中学校外３校学校警備委託（長期継続契約） 

４）北大和小学校外３校学校警備委託（長期継続契約） 

５）林間小学校外４校学校警備委託（長期継続契約） 

【抽出理由】 

警備会社間の談合が報道されているところだが、これらを見ると、同じパターン（Ａ

ＬＳＯＫが高額、セコムが予定価格以下、その他が辞退もしくは不参加）でセコムが

落札しているが、これまでの大和市の入札結果と同じなのか。それとも、反対のパター

ン（例えばＡＬＳＯＫが落札）もあるのか。 

 

【回  答】 

   抽出の５案件は、いずれも学校施設の閉庁時間帯における機械警備委託であり、

セコム(株)が落札業者である。セコム(株)が落札した５案件については、前回入札

を行った平成２７年度においてもセコム(株)が落札している。今回審議対象期間の

中で、抽出の案件のほか、同様な学校警備委託を含めた３件の建物施設の機械警備

委託を発注しているが、こちらはいずれも(株)特別警備保障が落札者となり、前回

入札を行った平成２７年度においても(株)特別警備保障が落札している。過去に入

札を執行した案件においては、セコム(株)と綜合警備保障(株)が参加し、綜合警備

保障(株)が落札した案件があるが、こちらの案件についても、前回入札を行った際

の落札者は綜合警備保障(株)であった。 

これらの入札結果を踏まえると、契約期間満了後の入札において、前回受注者が

再度落札者となっている傾向にあるが、これは、機械警備委託においては機器の新

設や入替を条件とした仕様としていないため、既設機器の稼働状況に問題が無く、

引き続き使用できる場合は、既設機器を設置した前回受注者が機器の設置に係る費

用面において、より経済的な入札金額の積算が可能であることが大きな要因である

と考えられる。一方で、仕様を満たす機器であれば、経済的な入札金額の積算が可

能な場合も想定されることから、必ずしも前回受注者が有利ではなく、競争性を確

保した仕様に基づく入札結果であると捉えている。 

しかしながら、先の報道等も踏まえ、引き続き今後の入札の状況について注視し

たい。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

 



  

※⑦～⑨は一括審議 

⑦１）令和２年度粗大ごみ処理施設定期補修 

２）令和２年度ごみ焼却施設定期及び基幹補修 

３）令和２年度ごみ処理施設点検整備委託 

【抽出理由】 

設備は、競争入札もしくは随意契約で導入されたものか。導入の際、メンテナンス

が設備の納入業者でしか行えないこと、並びに、本補修及びその費用の額は、当初想

定された範囲内か。ごみ焼却炉というものは、汎用性のある設備というものは存在し

ないのか。 

 

【回  答】 

   「令和２年度粗大ごみ処理施設定期補修」、「令和２年度ごみ焼却施設定期及び基

幹補修」は本市の粗大ごみ処理施設及び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し

た補修である。これらの施設は、平成２年度に入札を行い当該業者が受注者となり

建設したもので、本市の地域性や排出ごみの質等に応じたプラントの性能（ごみ処

理能力、排出ガス抑制等）を確保するため設計、施工された特注の施設である。例

えば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、こうした耐火に係る構造は構成ずる部材それ

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、プラントメーカー独自の特許やノウハウに基づいた構造

の設備となる。「令和２年度ごみ処理施設点検整備委託」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

ているものである。 

市民の衛生的な生活環境を確保する重要な役割を担うプラント施設を適切に運用

していく上で、抽出の案件に係る補修や点検整備は必要不可欠なものであり、その

上で当然のことながら、補修や点検整備後の性能保証も求められることから設計施

工したメーカー以外の業者では対応ができず、補修や点検整備の範囲や費用の額は、

プラント施設の建設当初から想定しているものである。 

一方で、プラントの性能に大きく影響しない一部の設備（ベルトコンベヤやフィ

ルター等）に係る修繕については、一般競争入札で受注者を選定しており、可能な

限り競争性の確保にも努めている。 

 

 

 

 

 



  

⑧１）令和２年度北部浄化センター汚泥焼却炉設備補修 

２）令和２年度中部浄化センターＢ系水処理棟初沈汚泥掻寄機補修 

３）令和２年度北部浄化センター汚泥脱水設備補修 

４）令和２年度北部浄化センター汚泥かき寄せ機補修 

【抽出理由】 

設備は、競争入札もしくは随意契約で導入されたものか。導入の際、メンテナンス

が設備の納入業者でしか行えないこと、並びに、本補修及びその費用の額は、当初想

定された範囲内か。汚泥焼却炉設備というものは、汎用性のある設備というものは存

在しないのか。 

「本施設の特性に合わせて設計、開発製造及び施工」とあるが、本施設は、何が特

殊なのか。 

 

 

⑨１）令和２年度中部浄化センター情報処理装置補修 

２）令和２年度北部浄化センター監視制御設備補修 

【抽出理由】 

装置は、競争入札もしくは随意契約で導入されたのか。導入の際、メンテナンス

が装置の納入業者でしか行えないこと、並びに、本補修及びその費用の額は、当初想

定された範囲内か。浄化センターの情報処理装置というものは、汎用性のある装置と

いうものは存在しないのか。 

 

【回  答】（※⑧及び⑨共通回答） 

   【回  答】 

   下水処理場の設備類は、本市（現在の所管課は下水道施設課）が工事委託として

地方共同法人日本下水道事業団に業務を委託し、同事業団が業者選定・契約・施工

監理を行い、導入（築造）されたものである。下水処理場という施設は、処理区域

ごとに異なる流入下水の水量・水質等を基に、安全を第一に効率的・安定的かつ経

済的な運転管理を行うことができるよう、各設備機器類の配置・能力・大きさ等が

決定されることから、個々の設備類の構成等を含め、他に全く同じ施設が存在しな

い特殊な施設である。 

設備類を導入（築造）する際、メンテナンスは設備の納入業者でしか行えないこ

とは想定している。補修及びその費用の額については、設備の耐用年数の範囲内で

あれば当初から想定されたものに基づくが、耐用年数を経過した後については、個々

の設備類の状態等により、その都度補修内容を精査し、設計積算をした上で必要最

小限のメンテナンスを行っている。その中で、汚泥焼却炉設備をはじめ、ご抽出い

ただきました案件の施設は、専門メーカーが個々の下水処理場の状況に合わせ独自

の技術を用いて開発・製作したもので、性能保証の観点からも汎用性のない設備と

なる。一方で、補修内容の精査の中では、設備の納入メーカーに頼らず補修が可能

な機器等を見極め、一般競争入札で受注者を選定しる案件もあり、可能な限り競争

性の確保にも努めている。 



  

 

【質  疑】 

委 員：当初の入札はメンテナンス費用等も含めた入札か。 

 

事務局：当初の入札は平成２年度に行っており、現在と状況も異なることから、トー

タルメンテナンスを想定した入札ではないが、平成元年度に大手プラント

メーカーから見積を徴取し、設計に際しては、先々の維持管理について（各

施設が）どのような特徴を持つのかを踏まえて設計を行っている。 

 

⑩書籍消毒機 

【抽出理由】 

業者選定理由に、「当該製品は専売品である」とあるが、書籍消毒機は、他の会社

が全く製造・販売していないのか。 

 

【回  答】 

   本市は、大和市文化創造拠点シリウス（大和市立図書館）、中央林間図書館、渋谷

図書館の３館を軸に、つきみ野学習センター図書室、桜丘学習センター図書室を含

めた５館で図書サービスを展開しており、３つの図書館で年間４００万人を超える

利用者がある。 

書籍消毒機は使用されている紫外線が除菌に有効とされており、利用者の手が直

接触れる本を衛生的な利用環境の下、読書に供していただくことを目的にこれまで

大和市文化創造拠点シリウス（大和市立図書館）に１機設置していたが、衛生的な

利用環境の更なる拡大や新型コロナウイルス感染拡大防止の観点を踏まえ、今回６

機を新たに購入し、大和市文化創造拠点シリウス（大和市立図書館）は追加で４機、

中央林間図書館、渋谷図書館については、新規で１機ずつ整備した。 

大和市文化創造拠点シリウス（大和市立図書館）に既設の１機については、同施

設の指定管理者として、施設における事業実施や設備の維持管理を行っている共同

事業体の「やまとみらい（代表団体：(株)図書館流通センター）」が平成２８年度に

設置したものである。機器の性能としては、本の下からファンで風を送り、本に挟

まったほこり等の不快な要素を除去するとともに、開いたページの隙間にも各方向

から紫外線を照射することで効果的に除菌を行い、また消臭抗菌剤を循環させ臭い

も除去するもので、一度に６冊の本を３０秒で処理することができる性能を有して

いる。書籍消毒機は他に幾つかの機種があるが、一度に処理できる冊数が少ないも

のや、除菌に多くの時間を必要とする仕様であることから、利用者により安心して

利用していただくため、衛生面において最も効果的、かつ速やかに除菌できる機器

として当該機器を選定した経緯がある。 

今回６機を整備するにあたり、既設の機器と同機器を整備した場合、既に多くの

利用者が操作に慣れていることから、利用者が混乱することがなく、スムーズに操

作し利用することができる。また別機器を設置した場合は操作を説明する補助員の

配置が必要となるが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、人と人との接



  

触する機会を極力避けるため、既設の機器と同機器を整備することとした。機器の

調達に際しては、当該機器は(株)図書館流通センターの専売品となっており、他の

業者からは入手ができないことから、当該業者と随意契約を締結したもの。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

⑪赤外線（熱画像）ドローン一式 

【抽出理由】 

業者選定の理由として「本仕様を満たす唯一の製品である」とあるが、本仕様とは

どんな仕様か。また、その仕様はなぜ必要なのか。 

 

【回  答】 

   抽出案件の「赤外線（熱画像）ドローン」は、災害時において迅速かつ的確な情

報を収集し災害対応を図ることを目的に、地上から現場上空を遠隔操作により飛行

しながら動画又は静止画像を撮影し、併せて捜索救助活動での遭難者の特定や火災

現場での火炎が強い箇所等を特定できる赤外線カメラを搭載したドローンを整備し

たものである。本市消防本部におけるカメラの付いたドローンの整備は平成２９年

度から進め、平成３０年度から本格的な運用を開始し、現在、５か所の消防署所（本

署、北分署、南分署、西出張所、柳橋出張所）に２機ずつ計１０機（うち４機は赤

外線（熱画像））のドローンを配置、このほか消防本部警防課に３機のドローン（う

ち１機は赤外線（熱画像））を配置しており、計１３機のドローンを運用している。 

今回購入したドローンは、平成３０年度に本署に整備した赤外線（熱画像）ドロー

ンであり、災害活動での消耗に伴い計画的に更新を行った。 

ご指摘の「本仕様を満たす唯一の製品である」ことについては次のとおり。 

ドローンを安全に操作するには、地上から常に目視でその位置や高度を確認しな

がら操作する必要があるが、高度が上がるにつれ、ドローンが太陽の日差しや雲の

色と同化し非常に見え辛くなり、機体を見失ってしまう恐れがある。一方でドロー

ンの機体全体を地上から目視しやすい色とした場合、その色や範囲によっては機体

そのものが太陽光等を反射しやすくなり、機体に設置されたカメラで画像を映し出

す際に、その反射光が映り込んでしまい、画像が見えにくくなってしまう。そのた

め、本市では赤外線（熱画像）ドローンを導入した際の仕様として、地上から目視

でドローンの機体が確認しやすく、かつ太陽光等が反射しない色とその機体の着色

箇所など操作における安全性について着目し、ドローンのプロペラガード部分のみ

に蛍光カラーを施し、カメラで画像を映し出す際に太陽光の映り込みが無いことや

地上からの機体の良好な目視が確認済であるなど、高い安全性が確保された既製の

ドローンとして当該製品を選定した経緯がある。また、緊迫した災害現場で複数の

消防隊員が使用する機材でもあることから、操作ミス等のリスクを最小限に抑える

ために、導入後は、同一機種にて更新してきた経緯もある。 

高い安全性を考慮した仕様は、今後も引き続き維持していく必要があるが、災害



  

対策における赤外線（熱画像）ドローンの活用は全国的にも年々普及してきており、

プロペラガード部の蛍光色仕様のほか、より安全に操作できる機種が増えてくるこ

とも想定されることから、今後、赤外線（熱画像）ドローンを更新する際は仕様の

見直しも含め、可能な限り競争性を確保できるよう努めていく。 

 

【質疑】 

 特になし 

 

⑫市庁舎空調設備改修工事監理業務委託 

【抽出理由】 

業者選定の理由として「本工事の計画内容を熟知している」とあるが、なぜ計画内

容を熟知しているのか。熟知したきっかけとなった業務があったとすれば、それは、

競争入札か、随意契約か。 

 

【回  答】 

   抽出の案件は、市役所本庁舎における既設空調設備の老朽化に伴う改修工事とし

て、令和２年６月１９日から１２月２５日まで施工中の「市庁舎空調設備改修工事」

の監理業務を行う委託である。工事監理業務とは、監理業務を行う者の責任におい

て、設計意図を施工者に正確に伝え、施工者が作成する施工図等を設計図書と照合

して検討を行い、また施工者が行う工事が設計図書の内容に合致しているか否かの

確認を行う等、公正な立場で施工者を指導監理する業務で、工事の欠陥を未然に防

ぐとともに、工事の品質を確保する重要な役割を担う業務である。 

当該受注者は、当該工事の設計業務として昨年度実施した「市庁舎空調設備改修

工事設計業務委託」において、条件付一般競争入札（６者参加）の結果、落札した

設計事業者であることから当該工事の計画や設計内容を熟知しているが、設計者と

異なる第三者に監理業務をさせた場合、工事内容等を熟知するためには期間・経費

等が必要となり、また、設計者でないと分からない設計した意図を工事施工者に正

確に伝えられること（設計意図の伝達）が監理業務を行う上で重要であると考え、

設計業者と随意契約を締結したもの。 

 

【質疑】 

 委 員：当初の入札を行った時点で当該案件は随意契約になる見通しがあったとい

うことか。 

    

   事務局：このような案件は、設計、工事、監理と一連する業務であるので、入札を

行った時点で（その後続く業務については）随意契約の見通しがあったと

言える。しかしながら、意図的な低価格入札を防ぐべく、内訳書の提出等

を求め精査を行っている。  

 

 



  

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。 




