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第１回入札監視委員会会議録  

 

 

１．開催日時    平成２７年７月２９日（水） 

午後３時００分～午後５時００分 

 

２．開催場所    高浜市役所 ４階 第５会議室 

 

３．出席委員    委員長  児 玉 善 郎（大学教授） 

          委 員  丹 羽 重 則（元市収入役） 

委 員  奥 野  暁 （土地家屋調査士） 

委 員  中 原 弘 道（元県職員） 

     

４．事務局職員   新美総務部長、内田グループリーダー、杉浦主幹、中根主査、  

          稲垣主任 

 

５．議事概要 

  

（１）あいさつ 

 

 （２）平成２７年度 前期入札案件の検討について 

  

   平成２７年度前期検討入札案件  １９件 

    内 指名競争入札案件     １２件 

      条件付一般競争入札案件   ７件 

 

    主な質疑・回答 

質問・意見 回    答 

（２）平成２７年度 前期入札案件検討に

ついて 

 

①電話交換業務委託 

②庁舎内電話交換機設備保守点検 

業務委託 

③庁舎エアフィルター設備保守点検業務 

委託 

④エレベーター保守点検業務委託 

⑤自家用電機工作物保安管理業務委託 

⑥空調設備保守点検業務委託 

⑦道水路維持・補修業務委託 

 

（委託：指名競争入札 一括検討） 
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○見積りは２者から取るようにしている

と昨年聞きましたが、見積りを２者か

ら取っていますか。 

 

○１者からしか見積りが取れない業務で

あれば、他の指名業者は業務を行う可

能性のないにもかかわらず指名をして

いるのかと思われかねないですが、ど

うですか。 

 

 

 

 

 

 

○これらの案件は年度開始前の入札で、

契約は４月１日となっています。予算

が未確定の状況で、予算が足らない場

合には補正しなければいけないという

ことになるのですか。 
 

 

○①～⑦の指名競争入札は長期継続契約

の案件もあり、前年度と同じ業者に見

積を取り、前年度と同じ業者が落札し

ています。その結果が落札率１００％

となっています。競争性が働かないよ

うなことになっていないかが懸念され

ます。今後の対策について、難しい所

もありますが、検討しなければいけな

い余地があると思います。 

 

○予定価格を事前公表にしてはどうでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

○①～③の案件では１者からしか取って

いません。 

 
 
○予算を取るときは２者以上から取り、

安価な方で予算計上するよう予算執行

説明会で説明しています。また、予算

を取った時と入札時で期間が空くと金

額自体が変わってくるため、予定価格

を、実勢価格により近いものとするた

め、あらためて予定価格決定時に、２

者以上から見積りを取るよう説明して

いますが、十分徹底されていないとい

う事があります。 

 
○４月１日より前の入札については、指

名通知に「新年度予算が議会において

可決された場合において入札が確定さ

れることを前提にした準備行為である

ことを承諾したものとみなす」という

一文を入れて実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○応札業者が、どれぐらいの価格帯の競

争になるかを判断する方法として、事

前公表もありますが、前年の入札結果

は閲覧可能であり、公開もしています

ので、おおよその落札金額は知り得ま

す。また、予算書も閲覧可能ですので、

どれぐらいの予算額が確保されている

かどうかについても業者は知り得る状

況にあります。設計ができるものにつ
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○５０万円以上の委託業務は、随意契約

ではなく指名競争入札で行うというこ

とになっていますが、前年落札業者が

引き続き業務を行うことが一番スムー

ズだということで、実質随意契約のよ

うな状況になっているということでは

ないでしょうか。ただ、指名競争入札

を行っていますので、ひょっとしたら

これまでより安い価格で応札してくる

業者があるかもしれませんので、すべ

て随意契約で行えばいいということで

もありません。入札監視委員会として

は、このままでいいのかなと感じます。 
 

いては事前公表していますが、それが

難しいものについては事後公表で入札

を行っています。 

 

 

【審議結果】 

これらの委託案件は落札率が１００％であるが、結果として業者間の競争性が

あまり働かず、落札率１００％になったと判断した。 

 

⑧臨時福祉給付金対応通訳等業務委託 

 

（委託：指名競争入札） 

 

○見積りはどこから取りましたか。 

 

 

○見積業者は見積りと同価格で応札した

が、落札業者がそれより安い価格で応

札したということですね。これは①～

⑦の案件と比較して、辞退者は多かっ

たが、競争性が発揮されると、このよ

うな結果もあるということですね。 

 

 

 

 

 

○今回２位の業者より取りました。 

 

 

【審議結果】 

この案件は①～⑦の案件と比較して、辞退者は多かったが、競争性が発揮され

た結果であると判断した。 
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⑨小中学校 遊具及び体育器具保守点検 

業務委託 

 

（委託：指名競争入札） 

 

○見積りはどこから取りましたか。 

 

○その会社が見積価格より応札価格を高

くしてきた理由は聞いていますか。 

 

 

○工事だと、予算見積りの段階で人件費

の上がる分も加味して見積りを出すの

ではないかと思いますが。 

 

 

 

 

 

 

○今回落札した業者より取りました。 

 

○見積り提出時より作業員の労務単価が

上がっているので、１回目は実勢価格

で応札したとのことでした。 

 

○これまで毎回、見積り書の範囲で契約

できていましたので、見積り書通りの

計上をしました。 

 

【審議結果】 

この案件は２回目の入札で落札業者が決定した案件であるが、見積り提出時よ

り作業員の労務単価が上がったため、１回目は実勢価格で応札し、２回目の入札

で落札となったと判断した。 

 

⑩小中学校ウイルスワクチン更新 

⑪医薬材料購入に係る単価契約 

（乾燥ＢＣＧワクチン） 

 

（物品：指名競争入札 一括検討） 

 

○見積りはどこから取りましたか。 

 

 

 

 

 

○⑪の年度の落札業者は、どこですか。 

 

 

 

 

 

 

 

○⑩は過去３年間、今回の落札業者が落

札しております。安価で仕様書通りの

対応をいただいており、その１者から

見積りを取っています。 

⑪は３者より取りました。 

 

○今回の落札業者です。 

 

【審議結果】 

これらの物品案件も①～⑧と同様に落札率が１００％であるが、結果として業

者間の競争性があまり働かず、落札率１００％になったと判断した。 
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⑫高浜小学校校舎・屋内運動場 

耐力度調査業務委託 

 

（委託：指名競争入札） 

 

○見積りはどこから取りましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○落札価格と最も高い応札価格では金額

に開きがありますが、理由はわかりま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高浜小校舎建替えに補助金が使えない

かと模索中に、県より危険建物改築の

国庫補助が使えそうだと聞き、そのた

めに、耐力度調査の報告書が必要だと

いうことで急遽、予算に組込み対応し

ました。そのため、急な話で予算見積

りに応じてくれる業者がありませんで

した。今回、落札した業者は平成１５

年度に高浜小の耐震補強工事の設計を

おこなっていただいており、見積りを

提出していただきました。それ以外に

他の１者から見積りを取り、安い方で

予算計上しました。 

 

○落札業者に聞くと、耐力度調査は自社

だけでできるところは少なく、一部請

負を他業者に依頼しなければいけない

ところが多いが、落札業者は自社で機

材を持っており、すべて対応可能とい

うことと、以前の耐震補強工事設計で

基礎データを有していたため、有利で

あったようです。 

【審議結果】 

   本案件は、落札率が５０％未満と低くなった案件であるが、落札業者が自社で

機材を持っていること、以前の耐震補強工事設計で基礎データを有していたこと

が有利に働いた結果であることを確認された。 

 

⑬舗装復旧工事（その１）論地処理分区 

⑭舗装復旧工事（その２）論地処理分区 

⑮舗装復旧工事（その３） 

中部第１処理分区 

⑯公共下水道整備工事 論地処理分区 

 （２７－７工区） 

⑰配水管布設替工事（２７－７工区） 

 市道新切線 
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⑱公共下水道整備工事 論地処理分区 

 （２７－３工区） 

⑱公共下水道整備工事 論地処理分区 

 （２７－４工区） 

 

（工事：条件付一般競争入札 一括検討） 

 

○予定価格が全部、事前公表になってい

るが、何割かでも事後公表にできない

のですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○工事の応札価格を決めるのに、予定価

格が公表されているとその辺が簡単に

できることはないですか。 

 

 

 

○高浜市の工事入札は積算期間というの

は、どれぐらい設けてありますか。 

 

○業者が入札金額を提出するのに積算根

拠資料は添付されてくるのですか。 

 
○土木一式工事の応札業者は４者となっ

ていますが、入札参加可能業者は何者

ですか。 

 

○なぜ、他の３者は応札しないのですか。 
 

 

○⑱、⑲の工事は準市内業者も応札でき

るのに応札していません。単純に人出

が足りないとか金額的に折り合わない

 

 

 

 

 

 

 

○愛知県内では、事前公表の自治体が多

い現状です。以前にも質問があり、お

答えしましたが、予定価格を探ろうと

いう業者からの職員への接触など職員

が犯罪に巻き込まれる等の事故防止の

面と、事後公表として入札不調になる

と再入札にかけることで、あらたな事

務量が発生するため、工事の進捗が遅

れるといった面、そのような効率と安

全性の面で事前公表のほうが優位であ

るという考え方でおります。 

 

○工事価格の試算については、歩掛りは

国から公表されています。ただ、単価

につきましては非公開でありますの

で、わからない部分もありますが積算

の根拠は示されています。 

 

○土日を除いて５日間は最低でも設けて

います。 

 

○工事案件はすべて、内訳書を出しても

らうようになっています。 

 

○参加可能業者は７者です。 

 

 

 

○３者のうち、造園とか園芸がメインの

業者が２者入っています。 

 

○土木一式工事の落札結果は、ここ２年

ほど落札率が９５％前後となっていま

すが、平成２２、２３年度では７０％
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という理由なら良いと思いますがどう

ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○落札率がどれくらいであれば適当であ

るのかというのは確かに難しいと思い

ます。ある程度のバラツキのある落札

率であれば、競争性が発揮された結果

であるのかなと思いますが、落札率が

９７％台で並ぶというのは、不自然な

感じがしますので、何らかの対策が必

要かなと思います。 

 

を切る落札率の案件もあり、低入札調

査を要する案件もありました。現在は

落札価格が高くなっていますが、では

いくらであれば適正な落札価格なの

か、というのはなかなか定めにくく、

判断が難しいと考えています。対策と

しては、現在の入札参加資格には地域

的な条件を付けていますが、地域条件

を外し、一般競争入札を取り入れるこ

となどが考えられます。 

 その一方で、商工会などからはもっと市

内業者のみの参加枠を増やしてほしい

という要望もあり、調整が必要でなか

なか難しい状況です。 

 緊急時の応急対策や災害時の対応のこ

とを考えると、最終的には市内業者の

育成を図らないといけないということ

で、なるべく地元業者が受注すること

も考えないといけないといった状況と

なっております。 

 

 

 

 

【審議結果】 

これらの案件は落札率が高止まりの傾向にあるが、条件付き一般競争入札の参加基

準や予定価格の公表方法についても検討をしていく必要があることが示唆された。 
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（３） その他 

  ・平成２６年度入札状況についての報告 

 

   工事落札率は年々上昇。 

（２４年度：８９．６７％、２５年度：９４．２３％、２６年度：９５．６１％）。 

   近隣５市の状況：２４年度から２５年度にかけて落札率は増加傾向。 

２５年度から２６年度にかけては各市それぞれで傾向なし。 

    

・条件付一般競争入札参加基準の変更についての報告 

 

商工会等から市内業者参加枠の上限を上げてほしいという要望があり、入札参

加者等審査委員会で、平成２７年度の入札参加者等の金額見直しについて検討

した結果、市内業者参加基準「１３０万以上２，５００万未満」と市内及び準

市内業者参加基準「２，５００万以上５，０００万円未満」を、それぞれ「１

３０万以上３，０００万未満」と「３，０００万以上５，０００万円未満」に

変更し、７月１日より施行とした。 

上限金額を２割上げた理由としては、平成２１年からこの５年間の間に労務単

価が２割ほど上昇したため。 

      


