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（備考）
　議事３ ①～⑦の審議については、契約（工事）担当課による
事業（工事、業務等）内容等の説明を行い、別添「抽出事案説
明書」を基に、入札担当課が説明した。

（事務局）
５月１５日までは以前の委員会で報告している。
その後の官製談合防止法等違反容疑による職
員逮捕事件の公判の内容についての説明及び
報告。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

意見・質問 回答

指名競争入札

183

随意契約（プロポーザル
方式）

110

随意契約（プロポーザル
方式を除く）

事務局からの報告
（１）、（２）、（３）まとめて報告
（１）入札監視委員会の所掌事務について

（事務局）
入札監視委員会の所掌事務についての説明
「周南市入札監視委員会設置規則」第２条第２
号で、市が発注した工事や業務委託のうち、委
員会が抽出した事案に対し、一般競争入札の
入札参加資格の設定理由、指名競争入札の指
名理由及び随意契約における随契理由につい
て審議を行うことと規定されており、不正行為に
かかる事実の調査を行うものではない。

（2）官製談合防止法等違反容疑による職員逮
捕事件の公判の内容について

周南市入札監視委員会議事概要書

開催日及び場所
令和元年度　第２回周南市入札監視委員会
令和元年１１月１１日（月）　１５：１５～１７：１５
於　周南市役所　５階　委員会室１

抽出件数

委　員

委　員

（五十音順）

委　員

条件付一般競争入札
（事前審査方式）

13

40

5

351

委　員

審議対象期間 平成３０年１０月～平成３１年３月に入札・見積合わせしたもの（平成３０年度契約分）

議事概要

１　開会
２  事務局から報告
（1）入札監視委員会の所掌事務について
（2）官製談合防止法等違反容疑による職員逮捕事件の公判の内容について
（3）ヒヤリ・ハット事例報告
３　議　事
（1）周南市入札監視委員会設置規則第２条第２号に基づく審議
① 原地区管渠築造（単８工区）工事
② 徳山中央浄化センターB消化槽清掃及び汚泥収集運搬業務
③ 須々万・鹿野中学校普通教室空調機設置工事
④ 周南市小学校普通教室空調設備整備実施支援等業務
⑤ 市営住宅用火災警報器購入
⑥ 熊毛地区公営ポスター掲示場設置等業務委託
⑦ 被災家屋解体撤去処理及び災害廃棄物収集運搬処理業務
（2）令和２年度第１回入札監視委員会について
　　  令和２年５月１９日（火）　１４時００分～　開催予定
（3）その他

条件付一般競争入札
（事後審査方式）

出席委員

委員長
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―

（工事担当課）
現場条件に合わせた設計をしている。この工事
では、小型の機材を使用する必要があるため、
そのための歩掛を用いて設計している。

（委員）
現場条件に合わせた設計をしているということ
だが、そのことが業者側に伝わっているのか。

（工事担当課）
使用する機材を含む施工条件を示した設計図
書をインターネットのホームページに掲載してい
る。現場条件に合わせた設計になっていること
は、業者側から確認できてるようになっている。

（事務局）
今年度４月からの入札に係るヒヤリ・ハット事例
についての報告。
予定価格を決定するための積算に関するミスと
入札の事務手続きに関する大きな二つのミスが
ある。
積算に関するミスとしては、積算条件書に間
違った条件を記載した、アスファルトなどの使用
材料の規格を間違え、必要数量を誤った、
ダンプトラックなどの使用する機械の規格を間
違えた、諸経費の条件入力を間違えたなど。
入札の事務手続きに関するミスとしては、各担
当課から業者へ指名通知のＦＡＸを送るのを忘
れていた、入札参加者に示す資料に誤りがあっ
た、など。
何れも、担当課で充分な確認を行なえば防げた
ものであった。これらの中で、落札決定後に違
算が判明し、落札を取り消した事案が１件あっ
た。
これらの件を受け、担当課には複数の目による
チェックの重要性を再認識させており、新しい検
算チェックシートの活用や、技監による対面での
積算チェックの際、ヒヤリハット事例や改善策に
基づいて適切に検算がされているかを確認する
など、違算防止対策に取組んでいる。

(委員）
この会議の所掌事務について、昨年度のような
官製談合事件のようなことを今後もやるのか。
どうするか決まったならそれを明文化してほし
い。

（3）ヒヤリ・ハット事例報告

（事務局）
昨年度の官製談合事件のような不正行為にか
かる事実の調査をこの委員会で行うことはな
い。

(委員長）
事件の要因、疑惑の解明等の調査に関する諮
問を受けることは困難であるが、市長からの諮
問の全てが受けれないわけではないので、諮
問の内容を参酌して決める必要がある。

(委員）
報告事項の書類がほしい。根拠資料がない状
態では、正しい理解ができない。今後は報告事
項もペーパー化するのをこの会議のルールとし
て定めてほしい。

（事務局）
今後、報告事項もペーパー化することとする。

（事務局）
事件の要因、疑惑解明の調査をこの委員会で
行うことはないが、他のことについてどこまで
やっていくかは、今後協議しながら対応していき
たい。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

（委員）
ヒヤリハット事例については、入力ミスという話
もあったが、問題は仕組みや体質なのか、職
員の資質の問題なのか整理すること。そのあ
たりをより丁寧に明解に説明してほしい。

―

（委員長）
事務局、よろしくお願いします。

（工事担当課）
推測になるが、大きな要因はこの工事の現場条
件にあると思われる。この工事は農道に汚水管
を埋設するものだが、農道の幅員が１ｍ程度し
かなく、通常の工事車両が入らないため、小型
の機材を使用することになる。一般の工事に比
べて余計に労力がかかることから、その内容を
仕様書、設計書で確認した業者は、施工条件が
良くないということで敬遠し、結果として１者に
なったのではないかと思われる。

（委員）
一般的な積算の仕方で発注したのでは業者は
参加しないと思うが、設計上の配慮はあったの
か。

議　事
（1）周南市入札監視委員会設置規則第２条第
２号に基づく審議
① 原地区管渠築造（単８工区）工事
（委員）
入札参加者が１者となったのはなぜだと思われ
るか。
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（委員）
業者の保有している機材の様子で、応札額に
大きな違いがあるのが分かった。発注者は、そ
のようなことも理解して、適切な発注をするよう
に。

―

（委員）
工事について、低入札調査の内容はどういった
ものか。

（技監）
数式に従い、工種ごとに設計金額と業者の見積
金額を比較して、内容を確認している。

（委員）
上下水道局と違うのか。

（入札担当課）
工事については同じ。

（委員）
設計上の主要項目とそれに対応する業者の見
積りが比較できるような資料があれば、理解が
早い。入札手続きに不適切なところはないが、
説明をより丁寧に行う意識を持つように。

―

（委員）
使用する機材については、どのように金額を設
定したのか。

（業務担当課）
使用する車両について、標準的な損料を計上し
ている。

（委員）
有資格者なら機材は保有しているのが普通で
はないか。

（業務担当課）
保有している機材の様子は業者によって異な
る。

（委員）
標準的な損料で計算するのは、入札参加業者
への配慮か。

（業務担当課）
配慮ではない。積算要領に基づいて設計してい
る。

（委員）
業者の見積内容について、どのような資料によ
り、適合していると判断したのか。

（入札担当課）
聞取りの説明資料として提出された内訳書につ
いて、内容を確認している。業務委託の場合
は、聞取り調査により、明らかに履行することが
できない内容のものが確認されなければ、適合
と判断している。

（委員）
この業務は全部自社でするのか。

（業務担当課）
足場以外は、自社でする。

（委員）
下請けの内容に無理はなかったか。

（業務担当課）
無かった。書類で確認した。

（入札担当課）
入札制度については、様々な経緯の積み重ね
があって、今の形になったと理解している。入札
における手続きの透明性、公正性を図れるよう
事務を執行している。ご指摘の点については、
市長部局と共に考えていきたい。

（委員）
業者の見積金額が安価な理由は。

（業務担当課）
業務に係る人件費について、効率的に作業を
することにより経費を縮減できた。また、推測に
なるが、受託業務の谷間の時期のため、本業
務を積極的に受注したい意欲があったのではな
いかと考える。

（委員）
低入札価格調査表中の基本的な判断基準に
ついて、企業努力に基づく適正な見積りとある
が、企業努力とは何か。また、誰が適切と判断
したのか。

（業務担当課・入札担当課）
業務に係る一日当たり人数を削減する。また、
全体の作業時間を短縮する。こういったことが
企業努力と考える。
低入札調査の聞取りは業務担当課と入札担当
課が合同して行い、上下水道局の審査会にお
いて適切に履行ができると判断した。

②徳山中央浄化センターＢ消化槽清掃及び汚
泥収集運搬業務
（委員）
設計では汚泥の量を１，１６１トンと見積もって
いるが、実際に処理した汚泥の量はどれくらい
か。

（業務担当課）
設計の数量と概ね同じ。

（委員）
この業務は今回で終了するのか。

（業務担当課）
終了する。

（委員）
予定金額はどのように求めたのか。

（業務担当課）
日本下水道協会の下水道施設維持管理積算
要領の歩掛を適用して設計し、その金額で予定
価格を設定した。

（委員）
採算性の問題で、保有している機材等の状況
をみて工事を選ぶ部分もあるので、応札するか
どうかは発注者側からはよく分からない。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

―

（委員）
本件については、入札手続きに不適切なところ
はない。しかし、入札参加者が１者だったという
結果は課題として受け止める必要がある。どう
したら入札に参加してもらえるのか、入札のや
り方に工夫の余地があるのではないか。
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（委員）
この業務が終わった後の事業はどうなるのか。

（工事・契約担当課）
空調整備事業に関する事務手続きは別で進め
ている。本業務は、この後の整備事業を含めた
発注内容では無く、空調整備におけるＰＦＩ事業
の導入可能性調査を実施し導入の可能性があ
れば実施事業者の決定から契約締結までの支
援事業を行う業務である。

（委員）
本業務における金融関係の業務とは何か。

（工事・契約担当課）
本業務を履行するためには、空調設備に関す
る知識はもとより、金融に関する知識など、多岐
にわたる専門的知識が必要となる。また、学校
数や整備する教室数などの基本条件を照合し、
ＰＦＩ事業の導入可能性や導入効果を最大限化
する要件を整理するための知識も必要となる。
したがって、本業務においては性質、目的が競
争入札に適さないものとして公募型プロポーザ
ル方式により受託候補者を選定し随意契約を
行った。

(委員）
受託者となった構成員が受け持つ役割につい
て詳細を知りたい。

（工事・契約担当課）
受託者は(株)長大を代表者とし(株)ＹＭＦＧゾー
ンプランニングを構成員とした「周南市小学校
空調設備実施支援等業務企画競争共同提案
体」である。(株)長大は空調整備関係のアドバイ
ザリー業務の実績があり全般的な総合調整を
担当する。(株)ＹＭＦＧゾーンプランニングは金
融関係の業務を担当する。

(委員）
発注時期をずらすことは検討すべきであったと
思われるが、喫緊の課題解決に向けて、年度
を跨ぐ予算の執行を行い事業を短期間に進め
るための柔軟な対応を行っている。一律一斉に
事業進捗を図りたい方針は理解できる。

―

④ 周南市小学校普通教室空調設備整備実施
支援等業務

（事務局）
事業概要説明
抽出事案説明

（工事・契約担当課）
(株)長大は概算事業費、ＶＦＭの算出、契約に
至る全般的なアドバイザリー業務を行なう。(株)
ＹＭＦＧは民間業者の意向調査、金利設定等の
金融に関する業務を行う。

（委員）
資料では、受託者となった者の評価点のみ記
載されているが全ての参加者の評価に関する
資料が無い状態では、契約手続きの適正な審
査は困難である。事務局は適切な資料の提示
について指導すべきである。受託者以外の評
価点を示して欲しい。

（工事・契約担当課）
契約担当課が受託者以外の評価点を口頭で回
答

（委員）
公募型プロポーザル方式による随意契約を
行っているが、本業務の特殊性について説明
して欲しい。

（委員）
その他の同種工事の参加者数の状況はどう
か。

（事務局）
複数者の参加があった。

（工事・契約担当課）
発注時期の設定は、工事による生徒への教育
環境への影響を少なくすることを最優先とし、休
み期間に工事を進める計画とした。同時期の発
注はやむを得ないものだと考えている。

（委員）
短期に集中して事業を進めなくてはならない政
策的な方針を説明してほしい。

③須々万・鹿野中学校普通教室空調機設置工
事

（委員）
入札参加者が１者となったのはなぜだと思われ
るか。

（工事・契約担当課）
生徒の教育環境への影響を最小限に留めるた
め、春休みや夏休みを可能な限り有効活用して
工事を進めることとしていることから、短期間に
同種工事の入札が集中し、参加者の分散によ
るのでないかと思われる。

（委員）
同種工事の入札日を集中させる発注形態はカ
ルテルを誘発しかねない。発注時期をずらし競
争性を確保する工夫が必要であったと思われ
るがいかがか。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

（工事・契約担当課）
近年の猛暑の影響で、国も熱中症対策に関す
る事業を集中して行うように支援を行っており、
本市では国の補助金を活用し短期間に事業を
進めることにした。
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（事務局）
資料の出し方について検討する。

（委員長）
こういう製品は、設計することは難しい。
おそらく見積りを取った中で、市の基準にあわ
せて適正に金額設定されたものと思われる。

（契約担当課）
商品については仕様内容を全てクリアされてお
り、価格については安ければいい。価格につい
ては、企業努力ではないかと思われる。

（契約担当課）
この度見積りを４者から徴取し、担当課としては
出てきた価格を信じて設計をするという形で取
り扱うしかない。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

（委員）
３号というのは物品等を調達する契約をすると
きとあるので、シルバーが物品調達した事実が
あるから３号なのか。３号にした理由を教えて
ほしい。

（契約担当課）
３号のイで「シルバー人材センター等から役務
の提供を受けるとき。」とあり３号にした。シル
バーから物品調達をしたわけではない。

（委員）
商品に問題がなければいいが、なぜこんなに
安いのか。今後のために裏情報はとらないの
か。

（委員）
プロポーザル方式の場合は、審議を円滑に進
めるためその契約方式を採用する理由や手続
きについてより丁寧な資料を示すべきである。
事務局に改善をお願いする。

（委員）
競争が機能していて、正しい商品が入ればい
いと思うが、どうして安いのか聞いてもいいの
では。情報として発注をかける時に安く発注す
るのが仕事なので、予算をなるべく安くするた
めの職員の知見を上げていくのがいいのでは
ないか。

―

（委員）
熊毛地区だけ随意契約しているのはなぜか。
経緯から教えてほしい。周南市として統一でき
ない理由があるのならそれも教えてほしい。

（契約担当課）
合併前の旧熊毛町からシルバーに随意契約し
ており今に至っている。

（委員）
いまの説明を聞くとよく分かるが、それを資料
の中にきちんと明記すると、プロセスが正しいと
理解できる。

―

（委員）
見積り業者はどうやって決めたのか。

（契約担当課）
住宅用火災警報器は幅広い業者において納入
が可能ということから、登録業者の中の防災用
品を専門的に取り扱う市内の代表的業者４者か
ら見積徴取した。

（委員）
これは聞きたくて聞けないところだが、参考見
積を取った業者が実際いくらで応札しているの
か。
業者側は世の中の数字で出てくる実際の数字
で勝負してくる。行政側がそこをコントロールす
ることは難しい。
業者側の情報からこの価格に設定してというの
は根拠にしにくい。

（事務局）
事業概要説明
抽出事案説明

⑤ 市営住宅用火災警報器購入
（委員）
低落札率である理由。
適正な価格であったのか。品質は大丈夫なの
か。

（契約担当課）
事業概要説明
（事務局）
抽出事案説明
低落札率となっと要因としては、参考見積りを
徴取した業者でないものが落札しており、設計
金額と落札金額の差がでたのでないかと思わ
れる。

―

⑥ 熊毛地区公営ポスター掲示場設置等業務
委託
（委員）
業務の内容が競争入札に適さない理由は何
か。
なぜ随意契約３号に該当するのか。

（委員長）
シルバー人材センターは重要な業務であり公
の立場で随意契約ができる。そのあたりの説
明がない。高齢者が社会参加するための、高
齢者の雇用促進や地域貢献についてを明確に
し説明しないと随意契約の理由の公平性が伝
わらない。

（事務局）
これまでの経緯と価格も考慮し、更に高齢化社
会が進展する中、業務をシルバー人材センター
に発注することで高齢者の雇用促進に寄与す
ることを考え、随意契約の３号が適切であるとし
た。
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（委員）
シルバー人材センターは法律で守られている
のか。

（事務局）
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号
で随意契約できると規定されている。

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等

（委員長）
随意契約に至った理由の説明の仕方を今後検
討してほしい。

―

（委員長）
次回の日程については、来年のことなので調
整しながら決めてほしい。

（事務局）
一応、第一候補日を令和２年５月１９日（火）とし
て、各委員に説明し調整していく。
次回の抽出委員は橋野委員。

（委員）
落札率が低い理由は。

（契約担当課）
流入した土砂の量が、実際業者が見積もると、
当初の見込みより３分の１くらいの量になったた
め。

（2）令和２年度第１回入札監視委員会について
（事務局）
令和２年５月末で委員の任期が終了する。今
後、来期についてご相談させていただくのでご
理解とご協力をお願いする。
周南市では平成１６年に男女共同参画推進条
例が策定され、市の審議会などにおいても女
性登用率を４０％にする目標を掲げ推進してい
る。

―

委員会による意見具申
又は勧告の内容

なし

⑦ 被災家屋解体撤去処理及び災害廃棄物収
集運搬処理業務
（委員）
随意契約５号であるが見積合わせとなった理
由は。

（契約担当課）
事業概要説明
抽出事案説明
環境省における災害関係事業であり、安易に１
者随契をしないよう国の指導があり、国に積算
根拠を確認する資料提出をしている。

（委員長）
今後、随意契約については市の政策として基
本的な姿勢を説明するように、資料等を検討し
てほしい。

―

（委員）
女性登用率を４０％にする目標というと、今の
委員を２人女性に入れ替えるということか。

（事務局）
あくまで目標であり、委員会によっては専門性を
考慮し不可能な委員会もある。

（委員長）
これは緊急性があるものなのか。

（契約担当課）
平成３０年７月豪雨により甚大な被害を受けた
地区であり、二次災害を防止するため、一刻も
早い業務の履行が求められている。
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