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令和３年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 

１．日時   令和３年１１月１９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４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、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）入札参加停止業者について（報告） 

   現在の入札参加停止業者２者の内容について説明。 

（３）抽出事案の審議について 

 

 

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

①令和３年度北部浄化センター汚泥焼却炉設備補修 

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

【抽出理由】 

随意契約であるが落札率が低い。何か理由があるのか。 

 

【回答】 

一般的に機械器具設置工事は、①単価（労務単価）、②主要部品（見積もり対応）、③汎用

部品（見積もり対応）の３つで積算している。③の汎用部品についてはメーカーの見積金額

が異なるため、随意契約であっても、受注者が設計額を正確に算定することが難しい傾向に

ある。本補修の設計において、公的単価を適用できない箇所については、見積による金額を

採用していることから、設計額と契約額に乖離が見られたと推測している。 
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また、契約締結後、設計主管課が受注者に対し、落札率が低いことについて、ヒアリング

を行ったところ、一部の受注生産部品について、入札前にコストダウンが図られたとの回答

を得ている。 

   なお、本補修は、現在施工中であるが、設計どおり適正な資材を用いて施されており、引

き続き本市の監督員が施工状況の監理・監督を行っていく。 

 

【質疑】 

特になし 

 

 

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

②令和３年度汚水管築造工事（境川上流地区） 

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

【抽出理由】 

土木工事に関する契約のうち、当該契約だけがくじによって決まっていない。どのような理

由が考えられるか教えていただきたい。 

 

【回答】  

本工事は、切替工事に分類される特殊な工事であり、更に、施工箇所は、県道と市道の幹

線道路が交差するＴ字路となり、商業施設や工場が立地していることから大型トラック等の

交通量が多い環境にある。 

特殊工事であることに加え、夜間の交通規制など、総体的な工事の難易度が高いことから、

通常の土木工事と比べて応札者の参加意欲に影響があったものと考えられる。  

入札参加者の応札額が全社相違している理由としては、本件現場の難易度を各社が勘案し、

経験値やノウハウを基に、通常の積算に加えて現場管理費などを自由判断として上乗せして

見込んだものと推測される。結果、くじとならなかったものと分析している。 

 

【質疑】 

委員 ：土木については積算方法が公表されており、入札金額はほぼ横並びで、くじにな

る傾向があるが、特殊工事に関しては入札金額にばらつきが出ることもあるのか。 

 

事務局：舗装工事などのように頻繁に実施する工事であれば、事業者も慣れており、積算

が横並びとなることが考えられる。本件のように、頻繁には実施しない特殊工事

は、事業者も想定外の経費などについてリスク回避を鑑み多めに積算することな

どが考えられ、積算に差異が生じたものと考える。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

③令和３年度各種交通安全対策工事（その２） 

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

【抽出理由】 

なぜ６社のうち１社しか入札しなかったのでしょうか。 

 

【回答】  

今回入札をしなかった事業者に確認を行ったところ、以下の回答を得ている。 

・技術者の不足（２者） 

・今後控えている案件に参加するため入札を辞退（１者） 

・入札期間を誤認識しており積算が間に合わなかった（１者） 

・入札書の提出を失念したため（１者） 

本工事は、施工範囲が狭く設計金額が自ずと低く設計されている。また、警察と協議

を行い決定する夜間工事を伴うものであり、技術者が他工事と兼任出来ないことから、

事業者の参加意欲が通常よりも働かなかったことが推測できる。 

 

【質疑】 

委員 ：結局は事業者にとって魅力的な案件ではなかったということか。 

 

事務局：事業者も得意不得意があり、総合的に企業判断があったものと考えられる。 

 

委員 ：施工範囲が狭いとのことだが、広い場合と比較すると単価が異なっているのか。 

    そうでなければ何かしらの救済措置はあるのか。 

 

事務局：施工範囲の規模による単価の区分けはあるが、今回の案件が多少広がったとして

も、基本的には県の単価を用いるので同じ単価となる。 

 

委員 ：規模が大きいと競争が働いて、小さいと働かないということか。 

 

事務局：規模が小さくても案件によって競争は働いている。今回は夜間工事を伴うなど、

規模とは別に、条件・環境的な面の検討、判断がなされたものと思われる。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

④１）令和３年度中部浄化センター細目除塵機補修 

 ２）令和３年度中部浄化センタースクリーンかす破砕機補修 

 ３）令和３年度中部浄化センタースクリーンかす搬出機補修 

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

【抽出理由】 

他にも似たような工事があるにもかかわらず、当該入札については一般競争入札であるもの

の、入札業者は1社しかおらず、また全て同じ業者によるものである。どのような理由が考え

られるか教えていただきたい。 

 

【回答】 

これらの３案件の補修対象機器は、各々メーカーが異なるが、入札参加資格要件（同種

又は水処理設備機器の点検補修の元請施工実績があること）を満たす業者は複数存在して

いる。そのため、個別の案件として扱うことが可能であると判断し、条件付一般競争入札

に付したものである。 

結果的に入札業者が１者、全て同じ事業者となった理由は、本件内容が当該業者の得意

分野と思われ、施設の構造等を熟知していることが有利に働いた結果と推測している。 

また、３案件の施工箇所は隣接しており、現場代理人等の技術者の兼任配置が認められ

ていることも理由として考えられる。 

 

【質疑】 

委員 ：中部以外の浄化センターでは、同様の案件があった場合、どのような状況なのか。

やはり１者での入札になるのか。 

 

事務局：必ずしも１者ということはない。補修内容や技術的な得意不得意に応じて入札業

者は変わるものである。ただ、浄化センターの設備は特殊であり、汎用性のある

部品が適用できない場合が多い。そのような際は、入札業者が絞られてしまうこ

ともある。 

 

 

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

⑤令和３年度下水道総合地震対策計画管路耐震診断業務委託 

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

【抽出理由】 

なぜ、最も低い金額の業者の入札が無効となったのでしょうか。 

 

【回答】 

本件の最低価格者は、予定価格に対して約 48.2％の落札率であった。本市では、一定の落

札率未満であった場合、当該事業者に対して入札金額にかかる内訳書の提出を求めており、発
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注業務の品質に係ることから、積算に不備不足などがないかの確認を行っている。本件はこの

確認の過程で、最低価格者より「特殊構造物にかかる費用を見落としている」旨の文書を受領し

たため、無効としたものである。 

 

【質疑】 

委員 ：一定の落札率未満とあるが、何か基準があるのか。 

 

事務局：目安として８０％を基準としている。８０％を切る落札率については、内訳書の

提出を求めるなどすべて確認をとっている。 

 

委員 ：今回のような見落としは、多く発生するのか。 

 

事務局：頻繁にあるものではない。 

 

 

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

⑥１）大和市立北大和小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

２）大和市立大和小学校給食調理業務委託 

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

【抽出理由】 

いずれも学校給食の調理業務委託であるところ、北大和小は再度入札、大和小は不落随意契

約となっており、予定価格・設計金額に問題はなかったのでしょうか。 

 

【回答】 

事前に、現在大和市で調理業務委託を受託している複数の業者へ参考見積を取り、それを

元に設計金額を算出しているため、問題はないと考えている。 

 

【質疑】 

委員 ：参考見積は、落札業者からは取っていないのか。また、参考見積の時と入札の時

とではどういったバランスになるのか。 

 

事務局：落札業者からの参考見積は取っている。本案件については、入札時に現場説明会

を実施しており、その内容などを基に、参考見積時とは異なる積算となったこと

が、再度入札・不落随契となった一因と推察する。 

 

委員 ：新型コロナウイルス感染症の影響はあるか。 

 

事務局：今回の再度入札・不落随契とは直接関係はないが、昨年度はコロナの影響から入

札を１年間見送ったということはあった。 



6 

 

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

⑦北部浄化センター維持管理業務委託（債務負担行為） 

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

【抽出理由】 

高額の契約にもかかわらず、１社しか入札していないのは、何か理由があるのか伺いたい。 

 

【回答】 

本案件は、第３期目の包括的民間委託であり、入札参加資格要件を次のとおり設定した。 

 

1.地方公共団体において、現有処理能力 44,000 ㎥／日最大以上相当であって、水処理、汚泥処

理及び汚泥焼却施設（流動床式で処理能力 50ｔ／日／炉以上）を有する下水道終末処理場の

包括的な運転管理業務を過去 10 年間において 3 年間以上継続した実績を有すること。 

2.統括責任者等として下水道法施行令（昭和 34 年政令第 147 号）第 15 条の 3 の各号に掲げる資

格を有する技術者及びその他関係法令で定める有資格者等を専任配置できること。 

3.自然災害及び施設の重大故障等の緊急時における非常参集体制を原則として１時間以内に整

備できること。 

 

下水処理場は、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、全く同じ施設が存在しない特殊な施設であり、各々の施設の状況に応じた適切な維

持管理が求められる。 

神奈川県内の下水処理場は、平成３０年度末時点で４２施設存在し、うち１２施設が包括的

民間委託を採用している。また、包括的民間委託を採用している処理場のうち汚泥焼却炉を保

有する処理場は、北部浄化センターを含め４施設であることを確認していることも踏まえ、受

注可能な業者は多くないと推測している。 

 

【質疑】 

委員 ：大和市内でない事業者も参加できるのか。 

 

事務局：可能である。 

 

委員 ：市内事業者は多いのか。 

 

事務局：市内事業者は少ない。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

⑧１）固定資産鑑定評価（時点修正）業務委託（５－１） 

 ２）固定資産鑑定評価（時点修正）業務委託（５－５） 

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

【抽出理由】 

随意契約にした理由について詳しくうかがいたい。 

 

【回答】 

本業務の鑑定評価は、一地点毎の、一定期間の価格推移のみを見る、点としての単純な業

務とは言い難く、国や県、相続税などの公的土地価格との均衡（地点や時点のズレも考慮を

要する）、他の標準宅地との面的均衡、過去からの価格推移的均衡等を考慮する必要があり、

むしろ価格調査基準日（本鑑定時点）の鑑定評価を補完する連続性のある業務と言える。 

このような業務について、本鑑定に比較し、短い期間で、単に経済効率等を目的とする競

争入札で行い、新規の受注者が業務を行うことになり得た場合、価格調査基準日の本鑑定の

調査・鑑定過程を十分に経ることができないまま簡易に行われる場合が懸念され、価格バラ

ンス等、各種均衡が担保されず期待する成果の達成は困難になると思われる。 

従って、本業務には、評価替の価格調査基準日の鑑定評価（本鑑定）及び、その後、半年

間の時点修正を行い、公的価格との均衡、市内の面的な均衡、価格推移の均衡を図ることが

できた実績を有する不動産鑑定士（当該評価替期間の本鑑定業務請負者）に、価格調査基準

日と原則同一の地点を業務委託することが、各種均衡に配慮し、かつ期限までに精度の高い

鑑定評価が実施できると考える。 

よって、本鑑定を受注した不動産鑑定士との間で地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第６号及び大和市契約規則第２９条第２項第３号の規定により随意契約としたものである。 

 

【質疑】 

 特になし。（事業主管課より事業の詳細について補足説明を行う。） 

 

 

 

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

⑨１）大和市立西鶴間小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

 ２）大和市立桜丘小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

 ３）大和市立林間小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

 ４）大和市立渋谷小学校給食調理業務委託（債務負担行為） 

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

【抽出理由】 

給食業務委託について、多くの事業者が入札しているものと、落札者がいなかったものがあ

るので、何か理由があるのか伺いたい。 
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【回答】 

学校の規模（食数）がそれぞれ違うため、事業者によって参入しやすい学校が異なる

ことから、事案によって入札参加者数に違いが生じているものと考える。 

林間小及び渋谷小については、入札執行調書（８号随契）の業者選定理由に「入札に

付したが落札者がいなかったため」との随意契約理由を記載しているが、前段の条件付

一般競争入札に参加した業者はそれぞれ９社・１０社となっており、「参加者はいたもの

の落札に至らなかった」という内容を説明したものである。（最初から随意契約を採用し

たものではない。） 

 

【質疑】 

委員 ：同じ業者が同じ学校と契約しており、そこで働く方が入札の結果で職を失うこと

なく、継続して働けるという意味ではいいとは思うが、入札が機能していないの

ではないか。  

 

事務局：様々な原因でこのような結果になっているとは思うが、入札により他の事業者の

参加が見込める以上は、条件付き一般競争入札が原則である。 

 

委員 ：落札業者が変わったところで、中で働く方々は変わらないという話を聞くが、本

案件について何か規制しているのか。 

 

事務局：受託者による人材確保の考え方については、具体的に規制していない。 

 

委員 ：給食センターで働く方は公務員か。 

 

事務局：北部・中部・南部の共同調理場に勤務する方は、委託による従業員である。 

 

 

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

⑩令和３年度可燃ごみ収集運搬業務委託（債務負担行為） 

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

【抽出理由】 

設計金額で３７４,８８０,０００円と大きな契約であり、落札率は９６．１８％と比較的高

いですが、落札業者が相入札業者を下請けとするようなことはないのでしょうか。 

 

【回答】 

当該委託案件は、一般廃棄物収集運搬業の許可を大和市長から受けていることを入札参

加資格要件としており、許可業者は全保有車両を市に届け出ることとなっている。 

仮に委託業者以外の車両が搬入しようとしても、当該業者の車両か否かは市で確認でき

るため、下請け業者の車両を以って搬入することはできない。 
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【質疑】 

委員 ：参加者４者中２者が有限会社ということで、３億円という規模の業務が取れるか

取れないかは経営上の影響が大きいと思われる。受注できなかった業者は保有車

両など設備が余ってしまうのではないか。 

 

事務局：事業者の内部事情なので詳しくは把握していないが、本案件以外の業務において

有効活用されているものと推察する。 

 

 

 

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、次回の日程等について案内を行った。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




