
  

令和２年度 第３回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日  時 令和３年２月１６日（火） 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）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 

  ①令和２年度柳橋ふれあいプラザ浴槽濾過装置缶体補修 

【抽出理由】 

浴槽濾過装置缶体が当該業者の技術に基づき設計施工されたものであり、技術上、

当該業者以外で施工が不可能とのことであるが、汎用性のある設備はなかったのか。

あるのであれば、特殊な設備を導入するべき理由はあったのか。将来的なメンテナン

ス費用の多寡、同社の廃業等を含めたリスクをどのように考えていたのか。 



  

【回  答】 

当該浴槽濾過装置（プラント）は浴槽のお湯を循環させて衛生的に保つ装置です。プ

ラントは集毛からろ過までの過程が一体となったものであることから、当該一連の過程を

制御装置（循環状況、電動機状況、滅菌状況等）の稼働により、安全に運転・管理させて

います。 

今回の補修は、プラント内の老朽化した缶体（濾過を行うための材料が詰まったタンク）

を撤去新設し、新たにろ材を充填するものですが、充填後の通水時のろ過状態を確認し、

洗浄後も性能を維持するため、缶体内の砂・支持砂利の適正な粒度の選択、各種粒度

に応じた充填、逆洗設定の調整は、プラント全体の構造に適合したメーカー独自の手法

と、保守点検の経験による情報が必要なことから当該業者以外では衛生面での安全確保

は困難であると考えています。 

プラント設備全体の新設や更新の場合は競争入札により導入できますが、プラント全

体の構造はメーカーごとに独自の設計となっており、汎用性のある設備は存在しないため、

導入時にどのメーカーの設備を選定したとしても、補修に際しては安全性の確保や

性能保証を担保するために、当該設備メーカーによる施工を行う必要があります。 

廃業等のリスクについては、浴槽を利用する方の健康を第一に考えなければならないこ

とから、その場合は設計書諸元等を引き継いで補修業者を選定するなどの対応や休止を

含めた運用の検討が必要であると考えております。今後、老朽化による装置全体の交換

が必要になった場合等には、競争入札を原則として、製造業者の廃業等のリスクを回避す

るために、メンテナンス業者を限定しない汎用機器を導入していくこととし、仮に技術上、

柳橋ふれあいプラザの構造等でやむを得ず汎用機器が導入できない場合であっても、購

入金額とメンテナンス費用とを一体とした競争入札の実施など、仕様や契約方法を検討し

ます。 

 

【質  疑】 

委 員：少なくとも導入した時点においては各メーカー独自のものしか存在せず、

その中で、競争入札でこの設備を導入したということか。 

    事務局：設計施工方式のため、施設全体を構築する受注者が仕様を作った上で価格

競争している。 

委 員：メンテナンスの費用はその際勘案しているのか。 

    事務局：現在であればPFIなどメンテナンスを含めた発注手法もあるが、今回のも

のについては、導入時に具体的なメンテナンス費用を含んでの契約はして

いない。どのメーカーの設備でも独自の構造を有しており、ろ過装置全体

の中で一部分だけ他社のものを入れ込むと全体の保証などができないた

め、どうしても当該設備メーカーの補修が必要である。 

 

 

②令和２年度道路台帳調書修正業務委託 

【抽出理由】 

他社が本業務を受注した場合、新たなシステム開発に要する時間及び経費が発生す



  

るため競争入札に付することが不利とのことであるが、参加資格要件を定めた上で、

各業者が上記リスクを判断すれば、（仮に落札者が同じとなったとしても）制限付き

競争入札に付しても問題がないのではないか。 

 

【回  答】  

当該システムは、昭和５９年度に導入されたもので、本市の道路を一括して管理すること

に活用し、経年でデータを蓄積しているものです。システムは(株)パスコが独自に開発した

もので、道路法に基づく路線名や幅員等の項目を含め、本市向けのシステムとして開発し

た経緯があります。道路台帳の管理形態といたしましては、システムに道路に係る情報を入

力し、これを紙に出力し、紙ベースで台帳管理を行っています。このため、同システムは紙

で出力するための入力ツールとして運用しています。 

    当該委託については、同システムの既存のデータに最新の道路データを更新して

いくものですが、この作業を別業者が行うには、現在の道路台帳データを業者に引

き継ぐ必要があり、電子データは(株)パスコ独自のシステムで稼働するライセンス

のため、一般に取り出すことができないことから、紙ベースのデータを業者に引き

継ぐことになります。この場合、道路台帳システムを新たに構築し、紙ベースのデー

タを正しく反映させ、チェック作業を行う必要があることから、新たにシステム開

発、稼働に伴う経費は概ね３，５００万円以上かかるものと見込まれ、現行業者が

修正した場合と比較して約７倍以上になるものであり、公平性を確保した仕様とし

て競争入札で発注することは困難であると考えています。 

一方で、現在の紙ベースでの台帳管理につきましては、現在、電子データベースで

の台帳管理への移行を検討しているところであり、将来電子データベース化を図る際

には、後年度の経年修正業務があることも踏まえながら、競争性を確保した仕様や発

注方法を検討していきます。 

 

【質  疑】 

委 員：当該業者はナビ関係も独占的に受注しているのか。 

    事務局：当該業者は航空写真測量などの大手業者である。大和市では昭和５９年度か

ら当該業者のシステムを利用している。 

委 員：競争入札は随意契約と比較し、手続きが煩雑になるのか。 

    事務局：業務委託や工事などによって必要な手続きが異なるため一概には言えない

が、一般的に競争入札の場合は契約に時間を要する。競争入札は公告して

から参加業者が積算する時間を確保しなければならず、契約までは公告し

てから約１月程度かかる。随意契約はあるが、公告期間は不要である。契

約までの期間は短く、かつ、手続きは比較的煩雑でない。 

 

 

③交通安全巡視トラックリース２号車（長期継続契約） 

【抽出理由】 

辞退・不参加によって１社のみの入札となったところ、入札を辞退等するような案



  

件とも思われないが、何か事情があったのか。 

 

【回  答】  

本案件は、放置自転車対策として市内巡視及び放置自転車等を移動する際に、現

地から保管所へ運搬するためのトラックをリースするものです。自転車等の運搬の

際には、トラックの荷台に積み込むためのリヤゲートリフターが必要となり、仕様

書において、このリヤゲートリフター付きトラックであることを求めています。 

入札の結果が、１社入札、２社辞退、１社不参加の理由といたしましては、参考見

積は２社から徴取できておりましたが、リヤゲートリフター付トラックが需要の高い

車種ではないことから、発注のタイミングによって業者側が手配できない場合もある

と推測します。また、車検を含めた車両が使用できない期間においても放置自転車等

を運搬する業務の性質上、リヤゲートリフターは必須であることから、代車について

も同様の仕様を求めており、こうした仕様を満たす入札参加業者がある程度絞られた

ものと推測します。その中で、参考見積を徴取できていたものの、応札のなかった業

者にその理由を確認したところ、手配できるリヤゲートリフター付トラックが限られ

る中で、他団体の入札案件を先に落札し、予定していたトラックを本市案件に供給す

る目途が立たなくなったため、参加を見合わせたとの回答を得ました。 

 

【質  疑】 

   委 員：一般的にコピー機などは再リースをすることも多いと思うが、トラックも

再リースはあるのか。再リースとなると金額がかなり下がるイメージがあ

るがどうか。 

事務局：車両の状態や金額を勘案し、再リースを行うケースもある。その場合は

今回のような長期継続契約は結べないため、基本的に単年度での契約と

なる。再リースになれば６号随契となるが、金額はかなり下がる。車両

の用途により損耗具合も変わるため、当該物品の使用状況も含めて再

リースを検討している。 

 

 

④１）災害用非常食（その１） 

２）防火長靴 

３）ＬＥＤバルーン投光機 

４）震災対策用装備資機材 

５）消防用ホース６５mmほか１品目 

６）ガンタイプノズルストッパー付 

７）消防用ホース（呼称６５ｍｍ）ほか１品目 

８）多目的災害対策車 

９）パーテーションテント 

１０）消防団専用スタンドパイプ消火資機材一式 

１１）防火衣ほか２品目 



  

１２）熱画像直視装置ほか２品目 

１３）消防隊用防火衣上衣一式ほか６品目 

１４）女性制帽ほか２２品目 

【抽出理由】 

前回も議題に出たと思うが、消防防災用品や消防本部に納入される物品について

は、他と異なり、落札率が１００％もしくはそれに近い額のものが多く、また、設

計金額を超える入札も多いが、これは、設計金額の算定方法が特殊であるのか、そ

れとも他に事情があるのか。 

 

【回  答】 

    ご抽出いただきました案件につきましては、入札を行うにあたり、事前に複数者から参

考見積を徴取し、その中で最も低い参考見積額を予定価格として入札を行いました。複

数の参考見積を比較し、最も低い参考見積額を予定価格としたことについては、予算を

もって最も経済的な調達をするために、適正かつ合理的な価格を積算し、これにより入

札価格を評価する基準とする意味がございます。 

入札の結果、落札率が高い理由といたしましては、一つ目に参考見積の精度が高

かったことが考えられます。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、予算をもって最も経済的な調達をするために、業者から参考見積を徴取

する際は、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ところです。二

つ目として、消防関連の物品や防災関連の物品は、恒常的に使用や備蓄を要す

る物品が多いことから、毎年度同様なものを計画的に購入していますが、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なものとなっていま

す。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ております。 

設計金額を超える入札が多いことにつきましては、設計金額の算定に特殊な

方法はとっておりません。複数者から精度の高い参考見積を徴取し、その中で最も

低い参考見積額を予定価格としていることから、参考見積時に価格の高かった業者の

参考見積額と、最も低い参考見積額との価格の乖離が、そのまま入札結果に現れたも

のと考えております。 

これらの理由により、消防関連の物品や防災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おりますが、引き続

き今後の入札状況には十分注視してまいります。 

 

【質  疑】 

   委 員：他の案件よりも防災消防用品や消防本部に納入されている物品の落札率が

高いが、設計金額の積算について、参考見積徴取などは他の案件と方法は

変わらないのか。 

事務局：それぞれ登録業種が異なるため、参考見積を徴取する対象は変わるが、参

考見積の徴取や積算方法については、他の案件と変わらない。人件費等が



  

絡む一般委託と比べ物品は落札率が高い傾向にある。 

委 員：傾向として、防災消防用品を取り扱う業者が、実際の入札金額にかなり近

い金額で参考見積の金額を市に提示しているからではないか。他市に同様

のことを確認したことがあったが、その市でも防災消防用品関連の落札率

は高い状況とのことだった。 

事務局：防災消防用品関連の場合は毎年同じ汎用品の発注が多いので、業者は毎年

結果を確認できることから、ある程度設計金額を把握しやすいことも影響

しているのではないかと考える。 

委 員：競争入札の場合はできるだけ安く応札する傾向にあると思うが、防災消防

用品関連の物品はそういった駆け引きが見えないため、何か要因があるの

ではないかと思う。 

事務局：推測となってしまうが、【回答】のとおり、参考見積の精度が高いことが

影響している部分が大きいのではないかと考えている。消防本部には、疑

念を招かないためにも情報があればすぐに契約検査課に報告するよう伝

えている。今後も状況については注視していく。 

 

   

⑤令和２年度調査設計委託（福田山下第六排水区） 

【抽出理由】 

今回の審議案件のうち設計委託について、一般競争入札についてはこの１件だけで

ある。他の案件がすべて随意契約であるのに対して、この案件が一般競争入札となっ

た理由は何か。 

 

【回  答】 

   今回審議対象期間に係る工事に伴う委託は全８件で、このうちご抽出いただきました１

件が条件付一般競争入札を行い、他の７件はいずれも、工事に際し、その監理業務を行う

委託であることから、地方自治法施行令１６７条の２第１項第６号に基づく随意契約を締結

しました。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になります。随意契約の７件はいずれも、それ

ぞれの工事の設計業務を競争入札で落札した設計事業者であることから、工事の計

画や設計内容を熟知しており、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になり

ます。 

ご抽出いただきました案件は、工事監理業務ではなく、新規に工事の設計を行う

業務であることから、競争入札に付したものとなります。 



  

 

【質  疑】 

委 員：落札した工事業者が監理業務も行うのか。 

事務局：実施設計を行った業者が監理業務を行う。 

 

⑥１）大和市子育て応援ページ作成委託 

２）大和市魅力PRページ作成委託 

【抽出理由】 

企画競争には何社の業者が参加しているのか。また、企画競争で業者を選定する際

には何を基準にしているのか。 

 

【回  答】 

   本市では「大和市プロポーザル方式実施に関するガイドライン」を定め、企画提案により

競い合いをすることで、事業者の技術力（ノウハウ、経験、設備等を含む。）が積極的に発

揮されてサービスの質の向上が期待できる業務に対し、受注者を選定する契約手法の選

択肢の一つとして、プロポーザル方式を導入しています。ご抽出いただきました両案件に

つきましては、同ガイドラインに定めるプロポーザル方式の対象とできる業務のうち、「アイ

デア、デザイン、技術力等、提案者の企画提案により、業務の成果に大きな差異が生じる

ことが予想される業務」に該当することからプロポーザル方式を採用し、企画提案などの競

争を経て受注候補者を選定し、地方自治法施行令１６７条の２第１項第６号に基づく随意

契約を締結しました。 

プロポーザル方式による受注候補者選定までの概ねの流れといたしましては、事業所 

管部において案件ごとに企画提案において求められるコンセプトや参加方法、評価基準を

定めた実施要領を作成し、ホームページで参加者を募集。参加者は同要領に基づき企画

提案書等を市へ提出し、企画提案書について市に対しプレゼンテーションを行います。市

はプレゼンテーションの結果を点数化した上で評価委員会において審査し、受注候補者

を選定する運びとなります。 

３－１２につきましては大和市で実施している様々な子どもに関する施策を一つにまとめ

た、子どもに関する総合情報サイトを作成するもので、大和市が子育て支援に注力するま

ちであるということを、市内外の方に広く宣伝する役割も担う、大和市の子ども施策に関す

る“顔”となるものです。プロポーザル実施要領では、デザイン上の重要なポイントとして「写

真はなるべく使用せず、イラストを中心にかわいらしい特徴的なアイコン、ポップなカラーリ

ングのデザイン」などを盛り込みました。その上で、プロポーザルにおける具体的な評価基

準といたしましては、①概要及び特徴について（７点）、②ページデザイン案について（３５

点）、③利用者の操作性について（２０点）、④ページの作成や修正などの運用方法につい

て（１０点）、⑤仕様書以外の提案について（５点）、⑥スケジュールについて（６点）、⑦構築

実績について（３点）、⑧プロジェクト体制について（６点）、⑨事業者の概要について（６点）、

⑩見積額（２点）として、評価委員１人につき１００点を持ち点とし、委員７名の総合得点７００

点満点で採点を行いました。企画競争には４者の参加があり、総合得点５７４点を得点した

富士通(株)を総合順位１位とし、受注候補者として選定しました。その他の企画提案者の



  

総合得点といたしましては、総合順位２位のＢ社が５３５点、総合順位３位のＣ社が４４７点、

総合順位４位のＤ社が２７６点でした。 

３－３２につきましては、インターネットで「大和市」を検索してくれた方を受け入れる玄関

口として、市の魅力を知ってもらうことを目的に大和市の特徴や施策などの魅力を一つにま

とめたPRページを作成するものです。プロポーザル実施要領では、デザイン上の重要なポ

イントとして「イラストや写真を併用し、インパクトを与えつつ情報をわかりやすく、飽きること

なく見られることを重視」などを盛り込みました。その上で、プロポーザルにおける具体的な

評価基準といたしましては、各項目、配点及び委員数等を３－１２と同様に採点を行いまし

た。企画競争には３者の参加があり、総合得点５４９点を得点した(株)エイエイピーを総合

順位１位とし、受注候補者として選定しました。その他の企画提案者の総合得点といたしま

しては、総合順位２位のＢ社が５４７点、総合順位３位のＣ社が５３８点でした。 

 

【質  疑】 

委 員：プロポーザルの評価を行うのはどういった方か。子育て応援ページであれ

ば若い方が利用することも多いと思うので、若い方の評価も取り入れられ

る形としたほうが良いと思う。 

事務局：ガイドライン上は、一定金額以上の場合は委員長が部長級以上の者という

基準があるが、それ以外の基準はないため、おっしゃるとおり子育てをし

ている職員など、利用者の立場に近い方が評価を行うことも可能である。 

委 員：プロポーザル方式で発注するのは、市の広報や市制PRなどに用いるものが

多いのか。 

事務局：そういった市制PRやデザイン関係や、市民課の窓口業務委託など個人情報

管理の徹底や特に業務の効率化が求められるもの、その他では、システム

系で技術的に複雑なものであったり、最新のものを導入する場合にもプロ

ポーザルを選択することが多い。随意契約となるため、一定金額以上の案

件については内部の選考委員会にてプロポーザルが適しているかどうか

検討し、発注している。 

 

 

⑦高規格救急自動車 

【抽出理由】 

高規格救急自動車という特殊なものであり、入札参加者も１社であるが、契約金額

が設計金額に対して比較的低い。設計金額を算出するにあたり、事前の参考見積など

は当該業者以外からも入手しているということか。 

 

【回  答】 

   高規格救急自動車につきましては、救急救命士が実施可能な医療行為を行うため、室

内の容積、幅、高さを広げ、高度救命処置用資機材等を積載するための設備を有する仕

様となっており、ご指摘のとおり特殊な車両であることから、入札に参加できる業者も国内

でごく限られたメーカーのみとなっています。その中で、参考見積につきましては、複数業



  

者から徴取し、最も安価な参考見積価格を設計金額とした上で、入札を執行しました。入

札の結果、１者のみの入札で落札率は７５．０９％でした。なお、落札業者は参考見積価格

を設計金額として採用した業者であり、複数徴取した参考見積価格の中で最も安価であっ

た業者と同一業者になります。 

入札結果の分析としましては、特殊な仕様の車両ということもあり、結果として入札参加

者は１者となりましたが、当然のことながら参加者同士の顔が見えない電子入札による競争

入札において、競争原理が大きく働き、参考見積価格よりも更に価格が下がったことから当

該落札率になったもので、入札参加者の企業努力によるものと捉えております。 

 

【質  疑】 

委 員：複数者応札があったことが過去にはあるのか。 

事務局：過去にはトヨタも入ってきていたが、近年はずっと日産の車両である。仕

様上は製品指定していないため、規格が合致すれば他の車両での応札可能

だが、トヨタは参考見積依頼をしても、見積をもらえない状況である。他

市でも特定の業者が落札することが多いようである。複数者参加している

ところもあるが、高規格救急自動車を作っているのは日産とトヨタだけの

ようである。 

委 員：独占的に作っているのであれば参考見積どおりの金額で応札し、落札率が

高くなってもおかしくないような気もするが（今回の結果は落札率が低

い）。 

事務局：推測であるが、当該案件は金額が大きいため議会に付する必要があるが、

いつもは６月議会に付すがコロナウイルス感染症の影響で９月議会に繰

り越したため、そういった事情もあり、メーカーも参考見積時点では、高

めに金額を積算したのかもしれない。 

 

 

⑧１）市立文ヶ岡小学校復旧温度保持除湿工事（機械設備） 

２）中部学校給食共同調理場エロフィンヒーター交換工事 

３）市庁舎３階電算計算機室エアコン改修工事 

４）大和市環境管理センター空調設備改修工事 

５）市立中央林間小学校増築工事（衛生設備） 

６）市立北大和小学校ほか11校水栓レバーハンドル修繕 

７）市立桜丘小学校プールろ過装置交換工事 

８）市立草柳小学校ほか１２校水栓レバーハンドル修繕 

９）市立中央林間小学校増築併行防音工事（空調設備） 

１０）市立渋谷中学校プールろ過装置交換工事 

１１）障害福祉センター松風園復旧温度保持除湿工事（機械設備） 

１２）市立鶴間中学校大規模復旧防音・改修工事（空調設備）（南棟） 

１３）市立鶴間中学校大規模復旧防音・改修工事（空調設備）（北棟） 

１４）市立鶴間中学校大規模復旧防音・改修工事（衛生設備） 



  

【抽出理由】 

契約業種のうち、管工事は比較的落札率が高いようにも見える。何か理由があれば、

お伺いしたい。 

 

【回  答】 

土木工事や舗装、造園等の工事の積算は公表されている県の単価や歩掛を使用して設

計しており、また最低制限価格の算出方法も公表されているため、最低制限価格と同額また

は近似した金額が入札金額となっていることが多く、落札率も低くなる傾向にあります。ご抽

出いただきました管工事をはじめ建築・設備工事は、国交省監修の公共建築工事積算基準

に則って行っており、また採用している見積単価については、国や県の定める査定率を乗じ

て決定しておりますが、建築・設備工事は土木工事のように県の単価や歩掛が一般に公表

されておりません。また建築・設備工事の積算は見積金額の占める割合が高い場合が多く、

資機材によっては業者が積算した市場単価が市設計単価（県単価）を上回り、結果として入

札が不調となるケースが昨年度までは散見されました。こうした状況を踏まえ、市は公共建築

工事積算基準に則った設計積算を行うと共に、今年度から資機材等の積算に当たってはよ

り適切な価格を設計に反映できるよう、これまで以上に市場価格の動向をこまめに調査し設

計を行っており、加えて積算の透明性を図るため、市独自に見積もりを徴取した材料費等の

単価については、入札時に公開をする運用としました。 

入札結果につきましては、こうした市の取り組みから、市の設計金額が市場価格を反映し

た適正な金額であるため、入札業者の積算金額と大きな差が生じておらず、落札率が高く

なっているものと考えております。一方で、県の単価や歩掛など一般に公開されていないも

のも未だあることから、土木工事のように設計金額をほぼ正確に積算するには至らず、入札

参加者としては、入札金額が最低制限価格を下回り失格となることを避けるため、結果として

入札金額が高めになり、落札率も高くなる傾向にあるものと捉えておりますが、引き続き入札

の結果を注視してまいります。 

 

【質  疑】 

特になし 

 

 

⑨市民税・県民税特別徴収納入書等発行業務委託（単価契約・債務負担行為） 

【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社しかいないのには、何か理由が

あるのか、あればお伺いしたい。 

 

【回  答】 

ご抽出いただきました案件につきまして、先ず個人住民税（市民税・県民税）の特別

徴収とは、会社等に勤める納税義務者の住民税を給与から天引きするという地方税法に基

づく制度で、市は特別徴収の税額決定通知書として会社等あてに従業員の給与から天引き

する額を通知するとともに、当該会社等を通じて従業員あてに税額及びその算出根拠を通



  

知します。当該業務委託は、この税額決定通知書や納入書、手引きなどの各種帳票の作成、

封入封緘、発送業務を委託するものです。 

当該業務委託の発注に当たっては、事前に複数者から参考見積を徴取し、その中で見

積額が最も低いものを参考に設計額を積算し、当該設計額を予定価格として入札を実施し

ました。ご質問をいただきました入札者が１社しかいなかった理由といたしましては、当該業

務委託の性格上、履行時期が全国的にほぼ同時期となることから、入札参加者としては同

時期に複数の市町村から受注してしまうと、印刷や封入等の作業がオーバーフローとなり

業務履行が困難となる懸念があるため、落札した業者以外の業者は入札参加を見合わ

せたものと推測します。 

なお、履行時期が全国的にほぼ同時期となるのは、市が課税を行うに当たり、具体的

には、３月１５日の申告期限終了後、確定申告書や給与支払報告書などの課税資料に基づ

きその年度の住民税額を決定し、特別徴収する会社等あてに毎年５月に通知するという流

れが、地方税法によって定められていることによるものであり、県下はもとより全国の市町村

が一斉に同様のスケジュールで作業を進めることが避けられないという状況になっ

ております。 

 

【質  疑】 

   特になし 

 

⑩カウンターデスクほか２品目（北部文化・スポーツ・子育てセンター） 

【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社しかいないのには、何か理由が

あるのか、あればお伺いしたい。 

 

【回  答】 

ご抽出いただきました案件につきましては、北部文化・スポーツ・子育てセンターにおい

て、利用する市民の学習意欲の向上を目的に学習環境を整えるため、既に整備済の学習

室に加え、多目的室として利用していた部屋を新たに学習室の利用に供するために、カウ

ンターデスクを購入したものです。既存の学習室との間仕切りを開放し、一体の学習室とし

て運用することに加え、利用状況に応じて配列を変更する必要があることから、仕様におい

て既存の学習机と同様の製品指定としました。その上で、事前に複数者から参考見積を徴

取し、その中で最も低い参考見積額を予定価格として入札を行いました。 

入札者が１者であった理由につきましては、参考見積は具体的には３者から徴取できて

おり、特定の業者の参加に絞られるものではありませんが、参考見積を徴取できていたが

入札には参加しなかった業者に確認したところ、製品指定の学習机はニーズが少なく、常

時市場に流通している製品ではないことから、確保のタイミングや状況によって調達が困難

になり、場合によっては受注生産になることも想定されるとのことです。コロナ禍において販

売店や製造業者がテレワークや生産体制の縮小など行っている中、確実な納期の履行が

困難となることも想定されたため、入札を見合わせたとの状況を確認しました。 

 



  

【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。 




