
1 
 

令和３年度 第１回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日時   令和３年８月６日（金）１０時００分～１１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）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、コンサル、一般委託、賃貸借及び物品ごとの発注件数を説明。 

（２）抽出事案の審議について 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

①１）令和２年度自転車マナーアップ対策工事（ゼロ市債） 

２）令和３年度宇都宮記念公園仲よし広場園路整備工事 

--------------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

入札した企業がすべて同じ価格で入札している。何か理由があるのかお伺いしたい。 

 

【回答】 

２案件はいずれも土木系の工事で、「くじ」により落札者を決定したが、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に際しては、神奈川県の単価や歩掛が工事

内容ごとに公表されているほか、見積による材料費等、市独自に採用した単価についても

入札時に公開している。そのため、個々の金額を積み上げて積算した場合、積算能力が高

ければ市の設計額を正確に算定できるものと考えている。更に、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いるため、設計金額から最低制限価格

を正確に算定できるものと考えている。 
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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。 

 

【質疑】 

特になし 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

②学校への看護師派遣事業委託（単価契約・債務負担行為） 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

最低制限価格が設定されていないが、落札者より低い金額で入札している業者が無効と

なっている。理由は何か。 

 

【回答】  

本業務は、医療的ケアを必要とする生徒が在籍する市内小学校に対して、看護師を派遣す

るものである。本件は２者からの応札があったが、１者が電子入札にて、もう１者が紙入札

により「かながわ電子入札共同システム」において入札を行ったものである。紙入札による

参加は、入札参加申請時に、電子入札に必要なＩＣカードを取得していない場合（業者登録

はなされているもののカードの発行待ち状態の場合）や、電子証明書記載事項の登録情報に

変更が生じＩＣカードを使用することができない場合に、参加者が「紙入札方式参加申請書」

を市に提出し、承認されれば参加ができるものである。   

本案件では、１者が電子入札用のＩＣカードを取得していなかったため、紙入札での参加

に至ったが、紙入札書の案件名の記載に不備があったため、大和市電子入札実施要領第１７

条（６）に則り無効としたものである。 

 

【質疑】 

委員 ：電子入札が一般的ではなかった頃は、このような無効等の事例はあったか。 

 

事務局： 紙入札が主流の当時であっても、入札書の不備については無効として取り扱っ

てきた。現在は、原則、電子入札となっている。当該案件落札業者についても、

通常であれば電子入札を利用しており、今回は、業者登録情報の変更届出中で

あったため、ＩＣカードが使用できなかった。このような場合には、紙入札を認

めている。 

 

委員 ：市民は、その無効理由等の情報を開示してもらえるのか。 
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事務局：情報公開請求があれば公開する。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

③情報モラル教育支援等業務委託 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

条件付一般競争入札にもかかわらず、入札者が1者しかいないのには、何か理由があるの

か、あればお伺いしたい。 

 

【回答】  

本業務は、市立小中学校の教職員に対して、教育の情報化に関する知識・技能習得の場

を提供することを目的とし、ＩＣＴ機器を活用した授業の指導力向上と情報モラル教育

（SNS、掲示板などの利用に係る教育）を支援するため、専門業者へ委託するものである。 

本業務の仕様では、「コンサルティング」「学校向け訪問支援・研修」「トラブル相談（電

話・メール）」など幅広い対応を求めている反面、全ての仕様を網羅できる事業者が少ない

状況が続いてきた。しかしながら近年、これらの業務を扱う事業者が増えていることが確

認できつつあり、他の事業者の参加を促すため、これまで参加要件として定めていた、 

〇前年度に「授業支援や情報モラルに関する研修」を５回以上行った実績があること。 

〇１自治体で小中学校２５校以上を対象とした情報モラルについての実態調査に基づく

分析の業務実績があること。 

については条件の廃止を検討する。 

なお、今回の入札は結果的に参加業者が１者であったが、本市では１者入札を有効なも

のとしている。これは、電子入札の性質上、入札参加者同士が顔を合わせることがなく、

当該事業者が１者入札であること自体が認識されないことから、実質的に競争性が働いて

いると考えているためである。 

 

【質疑】 

特になし     
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-------------------------------------------------------------------------- 

④１）８単独調理校給食室空調設備保守点検委託 

 ２）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 

 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 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

３案件について、いずれも空調設備保守点検業務委託であるが、１）は対設計１９％の落

札率に対し、２）及び３）については、対設計１００％またはおよそ１００％で落札されて

いる。設計金額の設定に問題はないか確認したい。 

 

【回答】 

１）本業務は、各単独調理校の学校給食施設における衛生管理を改善するため、各種

給食設備の保守点検等を実施するものである。具体的な業務は、 

・フロン排出抑制法に基づく年４回の簡易点検 

・フィルター清掃（年２回）７ 月～８ 月（夏休み）・３月（春休み） 

・設備の異常や故障した場合の速やかな現場確認及び報告 

等となっており、過年度までの業務内容を継承している。なお、設計金額については、

複数者（３者以上）からの参考見積のうち最も低価格であった金額と、過去の実績等に

鑑み作成したものである。今回、低い落札率（１９．０９％）となったが、落札者に対

しては、仕様について見落としがないか、金額の内訳書を求めるなど、契約検査課から

確認を行っている。なお、本件落札者からは、参考見積もりを取得していなかった。 

同社の業務履行状況は仕様に対して適正であり、履行期限までに完了する見通しであ

る。今後も引き続き履行状況を管理していくとともに、設計について改善の余地がない

か検討していく。 

市としては、新規参入の市内事業者が現れ、一定の業務履行実績が認められるとなれ

ばより競争性が働くことから、条件付一般競争入札の効果が発揮されていると捉えてい

る。 

 

２）本業務は、大和市特別支援教育センターの安全かつ快適な施設環境を保持するた

め、施設の維持管理を行うものである。具体的な業務は、 

・簡易点検、フィルター清掃・点検・交換 

・フロン排出抑制法及び関係省令に基づく点検 

・機能維持を図るために必要な機器の構成部品の修理 

・故障時の緊急対応」「維持管理の情報サービスの提供 

等となっており、過年度までの業務内容を継承している。なお、設計金額については、

複数者（３者以上）からの参考見積のうち最も低価格であった金額と、過去の実績等に

鑑み作成したものである。今回の落札者は、設計積算時に参考とした、最も低価格な見

積りを提出した事業者であり、結果として落札率が１００％となった。 
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３）本業務は、市民活動拠点ベテルギウスの建物衛生管理・清掃・各種保守点検を委

託により実施し、施設を適正に維持管理するものである。具体的な業務は、 

・エアーハンドリングユニット点検 

・ポンプ類点検 

・送排風機点検及び高所作業 

・バルブ切替作業 

・冷却塔点検及び清掃 

・中央監視装置点検 

・各階空調自動制御機器点検 

・吸収式冷温水ユニット点検 

・換気ダクト点検 

・ガスヒートポンプエアコン一式点検 

・熱交換器一式点検 

・パッケージ型エアコン一式点検 

であり、過年度までの業務内容を継承している。なお、設計金額については、複数者

（３者以上）からの参考見積のうち最も低価格であった金額と、過去の実績等を鑑み作

成したものである。今回の落札者は、設計積算時に参考とした最も低価格な見積りを提

出した事業者であり、結果的にほぼ同額の入札となり、落札率が９９.９９％となった。  

３案件について、引き続き業務の品質確保に関する管理を行っていく。 

 

【質疑】 

委員 ： 今回は、落札率が１９％と低いものの、競争性が機能していると考えられ、２）

及び３）の高落札率の案件の方が、競争性が疑われる。 

 

事務局： １）に関しては、入札における競争性が発揮されたと考える。今回の業者の新

規参入をきっかけに、設計金額や仕様書を見直すよう指導していきたい。 

 

委員 ：今回抽出された空調設備保守点検業務については、相場が不明である。 

 

事務局：施設ごとに細かい点検内容となっており、見積を参考としている。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

⑤職員採用健康診断及び会計年度任用職員等雇入時健康診断委託（単価契約） 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

落札業者以外の業者が辞退や不参加となっている。何か理由があったのか。 

 

【回答】 

本業務は、職員及び会計年度任用職員等を雇用する際の健康診断業務で、令和３年度は

９０人を対象に実施予定である。今回、入札参加の申請があった３者のうち、１者が辞退、

もう１者が入札不参加となり、結果的に落札業者１者のみの入札となった。参加申請があっ

た３者は、入札公告時の参加要件を何れも満たしており、市が何かの要因に基づいて不参

加と審査したものではなく、事業者の事情によることを確認している。 

健康診断は、職員の欠員補充があった場合に早期に採用を行うために必要であり、仕様

書においては「１０日以内の結果提出」を求めている。辞退者及び不参加者からは、この

部分について対応しづらい旨の意見があったが、発注者の立場からは、業務上必要な要件

と考えており、今回の結果に至ったものである。 

 

【質疑】 

特になし 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

⑥１）令和３年度緑化推進業務（緑化相談）委託 

２）令和３年度公園緑地等管理運営業務委託 

３）文化プログラム推進事業業務委託 

４）令和３年度泉の森ふれあいキャンプ場管理運営業務委託 

５）令和３年度スポーツ教室開催事業委託 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団に多くの金額が支出されているが、この団体

は、大和市から受託した業務以外に、何か活動をしているのか。また、大和市とこの団体と

は、人的交流があるのか（天下りはあるのか）。 

 

【回答】 

当該団体については、大和市以外から業務を受託することはなく、大和市との契約を主

に、当該団体の独自事業として公共性の高い公益目的事業を行っている。なお、現在、市

からの出向者など人的交流は行っていない。 
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（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。当該受注者の沿革は次のとおりである。 

 

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・みどり財団となる。 

 

① 経常収益（令和３年度予算）     ８７３，３３８，０００円 

本市との委託契約に係るもの    １７１，２０６，０００円（１９．６％） 

本市との指定管理協定による収入  ３７１，７６８，０００円（４２．６％） 

合計               ５４２，９７４，０００円（６２．２％） 

 

② 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 （合計１６名） 

  職員等   事務局２名、総務課２６名、スポーツ事業課３０名、みどり課３５名、 

        公園管理事業課２８名 （合計１２１名） 

※いずれも令和２年度末時点の人数。なお、現在、本市からの出向者はいない。 

 

【質疑】 

委員 ： もともとは市が出資をしているものか。市ができない事業を外部でという趣旨

の団体か。 

 

事務局： 経緯としては、文化・スポーツ・みどりの分野に関して、元の原形は市が担っ

ていた事業を、第３セクターの特性を活かして実施している団体である。 

 

委員 ： 当該団体については議題として常に取り上げられているが、なぜ随意契約、か

つ他業者が実施可能であろう事業を契約しているのか。役員についても市の出身

者がいるという状況であれば、市民目線では疑念を抱きかねない。実際のところ

は不明だが、契約金額についても適正かどうか判断しかねる。 

 

事務局： 当該財団法人は、約１２０名のプロパー職員で構成されており、市からの再雇

用に関しては現在２名であり、財務経験等を活かすため市出身の職員が在籍して

いるが斡旋には抵触するものではない。なお、事業については、財団設立時から
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のノウハウを活かしながら、地域に根付いた活動が評価されている。 

 

委員 ：近隣市では、同様に財団が事業を請け負っていることが多いのか。 

 

事務局： 公園の管理やまちづくり、スポーツ分野など、本市より大規模な事業を行って

いるケースがある。 

 

委員 ： 公園・キャンプ場等、財団がやらないと公益性が保てないとする事業について、

随意契約の理由を明確にし、市民の疑問を減らさないといけない。 

 

事務局： 随意契約については、可能な範囲で一般競争入札へ転化させることが必要であ

る。昨年議論があった事案では、規模は小さいものの、今年度の業務仕様を改め、

当該財団との契約を見直した事例がある。引き続き検討を行いたい。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

⑦勤怠管理システム運用保守業務委託 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

業者選定理由として、当該システムが大和市独自の制度に適合するために既存パッケージ

に改修を加え、特殊性、独自性が強いため、他の業者による履行が不可能とあるが、大和市

の勤怠管理に、他の市町村、企業と比べて、何か特殊性、独自性があるのか。 

 

【回答】 

本業務は、人事・給与・勤怠管理システムにかかる維持管理を行う事務で、これらのシ

ステムが適正に運用できるよう保守管理を行うものである。業者選定理由にある、「大和市

の特殊性、独自性」とは、大和市が他の市町村や企業と比較して特殊であるという意味で

はなく、既存のパッケージシステムに対して、大和市の勤務形態が標準機能では賄いきれ

ない部分をカスタマイズしてきた経緯から、「特殊性、独自性」と表現したものである。 

以上の経緯から、システムを適正に維持し、安定稼働を維持する上で、構築業者以外の

者が保守業務を履行した場合、不具合発生時の動作保証に関する責任が不明確となるため、

本業務委託は随意契約２号としている。 

 

【質疑】 

委員 ： 公正取引委員会をはじめ、どの市町村も同様に問題となっているが、一度契約

するとその後は随意契約を行う流れとなっている。１円入札のように全国的に考え

なければならない問題である。パッケージで契約自体をちゃんとしてほしい。最初

の価格を参考に入札をしてほしい。 
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事務局： 保守を含めた契約にすると、業者としては価格を高めに見積もる可能性がある。

また、プロポーザルは企画提案に評価がいくので、価格面では不利になる。本質

的にはシステムのオープンソースが前提になければ競争性が発揮できない。国や

他自治体のベンダーロックインへの対応事例などについて研究を行いつつ、業者

選定理由の記載の仕方については、見直しを行う。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

⑧障害支援区分認定調査業務委託（単価契約） 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

随意契約とした理由に、可能な限り多くの事業所に業務を委託する必要があるためとある

が、一般競争入札の方が適しているのではないか。 

 

【回答】 

本業務は、主に訪問による調査により「障害支援区分認定」に係る調査を行うものであり、

履行にあたっては、障害者総合支援法第２０条の規定により「本市の指定を受けた指定特定

相談支援事業所（今年度は６事業所）」であることが前提となる。 

入札執行調書の随意契約理由欄にある、「可能な限り多くの事業所に業務を委託する必要

がある」との記載は、本業務を実際に行う「認定調査員」の数が不足しているため、６事業

所に在籍する認定調査員の人数に応じて年間約５００件の訪問調査を分散し、円滑に委託す

る必要があるとの主旨を記したものである。 

本件の (福)すずらんの会との委託契約は、調査件数が多いことから設計金額が５０万円を超

えたため契約検査課発注案件となり、残りの調査は部内発注で他事業所へ委託をしている。 

本業務は専門性が高いうえ、各認定調査員は専従ではない場合が多く、ホームヘルパーなど施

設の通常業務の合間に本業務を実施している。そのため、競争入札に適した環境下にはなく、市

域の事業所の実情を踏まえた随意契約の形を採用している。 

 

【質疑】 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

⑨腎臓病検査業務委託（単価契約） 

-------------------------------------------------------------------------- 

【抽出理由】 

市立小中学校の心臓病検査は条件付一般競争入札で実施しているが、市立小中学校の腎臓

病検査は随意契約で実施している。何か違いがあるのか。 

 

【回答】 

本業務は、大和市立小中学校の全児童・生徒を対象に、毎年尿検査及び必要と認められ

る児童・生徒に対して腎臓病精密検査を実施する業務委託である。一方、比較のあった「心

臓病検査業務委託（単価契約・債務負担行為）」は、全児童・生徒を対象としたものでは

なく、大和市立小中学校の児童・生徒のうち、１年生及び未受検者等を対象とした心臓の

疾病及び異常の有無を検査する業務委託となる。検査の違いは次のとおりである。 

 

腎臓病検査（随意契約）・・毎年２回実施。 

疾患が疑われる場合は複数年継続して追跡検査を実施している。 

      受託者が検査データを一元管理。 

      受託者が手配した医師による継続診断。 

心臓病検査（競争入札）・・小学１年、中学１年のタイミングで検査を実施。 

       疾患が疑われる場合は迅速に専門医療機関を紹介している。 

       単発の定期検査のため競争入札が可能である。 

 

本案件は、腎臓病の初期段階において自覚症状がない場合が多いため、就学期間を通し

て継続した経過観察を行う必要がある業務となる。条件付一般競争入札に付して業者の入

れ替わりが発生した場合、経年の検査結果の引き継ぎ、及び分析を改めて行う業務が発生

するため、診断の継続性を確保したいことから、随意契約６号を採用している。 

 

【質疑】 

委員 ：データの引継ぎは、大変なのか。  

 

事務局： 判定委員会への報告を含む全体のデータ量は、再検査の結果と精密検査の結果

を蓄積していくため情報量が非常に多い。また、各検査に対する所見を全て管理

していくため、引継ぎを行う場合は相当の時間を要する。 

 

委員 ： 医師がよく替わる印象があり、継続性はないのではないか。また、誰が見ても

簡単に引き継げる内容でないと情報の継続性が成り立たないのではないか。業者

が変更した場合、情報を管理できないのであれば、業務の管理面で不十分と言え

るのではないか。 

 



11 
 

事務局： ここで言う継続性とは、判定委員会における医師の関わりの継続性をさす。競

争性の確保に主眼を置き、契約方法を直ぐに転換することは難しいと考えるが、

ご意見について検討は行いたい。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

⑩１）令和３年度水質管理センター汚泥処分業務委託（その１・単価契約） 

 ２) 令和３年度水質管理センター汚泥処分業務委託（その２・単価契約） 

 ３）令和３年度水質管理センター汚泥処分業務委託（その３・単価契約） 

 ４）令和３年度水質管理センター汚泥処分業務委託（その４・単価契約） 

 ５）令和３年度水質管理センター汚泥処分業務委託（その５・単価契約） 

--------------------------------------------------------------------------  

【抽出理由】 

対象となる業者が数社しかなく、１社のみでは受入処分できなくなる恐れがあるため複数

業者と契約する必要があるとのことだが、契約金額、単価額に差があるのはどのような理由

からなのか。 

 

【回答】 

本業務は、北部浄化センター及び中部浄化センターにおける下水処理の過程で、毎日７

０～８０ｔ程度発生する脱水ケーキ（汚泥）を処分するものである。通常、脱水ケーキは

全量北部浄化センターで焼却処理をしているが、汚泥焼却炉設備のメンテナンス（補修・

オーバーホール等）時などには、焼却処理ができないため、産業廃棄物処分業者に委託し

て処分をしている。これらについては、全量再資源化を行っているが、契約金額及び単価

の差は、それぞれの処分業者において「処理工程、事業規模、処分量、受入可能時期等」

に差異があるほか、脱水ケーキのリサイクル形態が「セメント、軽石、堆肥等」異なるた

め生じている。 

 

【質疑】 

委員 ：特性によって業者が決定したということか。 

 

事務局：特殊な業務であり、業者数が限られているため、随意契約を採用したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

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、次回の日程等について案内を行った。 

 

以上 




