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（委員）
同額入札は現実的に工事発注でかなりの割合
を占めている。こうした状況も踏まえ、今後は根
拠資料を作成して説明してほしい。このような
結果になることは、業者が積算する上で、市と
して隠しているところはないということか。

（入札担当課）
土木工事では、設計図書の積算条件書におい
て、積算単価の情報をわかりやすく記載してお
り、積算に使用しているほとんどの単価につい
て、開示又は、調査すれば分かる状況にしてい
る。そのため、設定する判断基準額と同額入札
になる可能性はあると考えている。

627

随意契約（プロポーザル
方式）

16

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

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 大津島（馬島）漁港防波堤機能保全工事
（委員）
入札額が同額になるのは業者側の積算精度の
向上が理由との説明があったが、積算の根拠
を示してもらわないと説得力がない。一般的な
感覚からすると同額が揃うのは理解できない
が、現状の仕組みを改善するつもりはあるの
か。

（入札担当課）
市の設計としては、国、県が示す積算基準書に
基づいて正確に設計している。その基準は業者
も把握しており、ダンピング防止対策としての低
入札価格調査制度において、その価格を下回る
と不落札となる判断基準額の算出方法も公表し
ているため、複数者が判断基準額と同額での入
札になったと考えられる。

抽出件数 996
（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。条件付一般競争入札

（事前審査方式）
37

条件付一般競争入札
（事後審査方式）

63

指名競争入札 253

随意契約（プロポーザル
方式を除く）

委　員

委　員

審議対象期間 平成３１年４月～令和元年９月に入札・見積合わせしたもの（令和元年度契約分）

議事概要

１　委嘱状の交付
２　開会
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大津島（馬島）漁港防波堤機能保全工事
②須々万中学校屋体照明器具取替工事
③岐陽中学校管理・特別・普通教室棟（№２４，№２６）トイレ改修設計業務委託
④徳山駅周辺施設電気設備保安管理及び送電施設点検業務委託
⑤回天記念館デジタルミュージアムシステム製作業務
⑥秋月１丁目配水管布設替工事
⑦中溝雨水幹線・汚水準幹線実施設計業務委託
（2）令和２年度第２回入札監視委員会について
　　  令和２年１１月５日（木）　１４時００分～　開催予定
（3）その他
・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からの5つの提言について

周南市入札監視委員会議事概要書

開催日及び場所
令和２年度　第１回周南市入札監視委員会
令和２年６月１６日（火）　１４：００～１６：３０
於　周南市役所　５階　委員会室３

出席委員

委員長

委　員

（五十音順）
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（委員）
業者側が無理な価格設定で応札してもらうよう
になってないか入札監視委員会でチェックすべ
きことである。この案件はルールの中で適切に
運用されているが、発注した積算の根拠を
チェックして、出来上がった物との間に齟齬が
ないか確認が必要なのではないかと思われ
る。

（入札担当課）
入札案件1件につき、不調であれば3回まで入
札を行うが、予定価格と応札額との乖離が大き
い時は、3回目まで入札を行っても落札しないこ
とがある。その場合は、入札参加条件の見直し
や、設計内容の見直しを行い、新しい内容で入
札を実施する。本件については、2回目の入札
で落札者が決定しており、本工事においても設
計図書の仕様のとおり適切な施工がされてい
る。

③岐陽中学校管理・特別・普通教室棟（№２４，
№２６）トイレ改修設計業務委託

（委員）
同じ設計をするのに、これだけ応札金額が違う
のはなぜか。

（入札担当課）
令和元年度の建設コンサルタント業務の契約実
績は８件であったが、平均落札率は約４０％と
低い結果であった。建設コンサルタント業務は、
工事と違って資材の購入や運搬経費が発生せ
ず、大部分が人件費と推察される。企業努力や
実績作りにより低落札率となったと考えられる。

（委員）
工事によって積算方法が異なることは違和感
があるが、やむを得ないのか。

（入札担当課）
土木系の工事と建築系の工事とでは、積算する
上での公表のされ方が違う。土木系は単価がか
なりオープンで公表されている。建築系はほと
んど非公表であり、製品が多いので、見積りに
より価格を設定する部分が多い。土木系のよう
に市の設計金額と１円単位で合うということはな
い。この案件は、市の設計単価を類推すること
はできない。

（委員）
市が積算するとき、業者から参考見積りを取っ
て、積算の根拠としているのか。

（工事担当課）
器具についてはカタログの単価を採用する。取
り替えについては、一部見積りの部分もある。

（委員）
１回目の入札で１１者のうち、３者が辞退してい
るが、入札室に来てから辞退しているのか。

（入札担当課）
指名された業者が辞退届を提出し、入札を辞退
している。辞退届は事前に提出してもらうか、又
は入札会場で提出してもらっている。１回目の
入札は、入札前に辞退届が提出された。

（委員）
価格競争によらない入札制度であれば、このよ
うな結果にならない。業者は新しい技術提案な
ど安価で優れたものが提供できたかもしれな
い。検討の余地があるのではないかと考える。

（入札担当課）
価格のみでなく業者の技術力などを総合的に評
価して落札者を決定する総合評価方式による入
札を年に数件程度行っている。制度の拡充につ
いては、周南市における登録業者特性も踏まえ
慎重に検討を行っており、制度を見直した場合
は本委員会に報告したい。

（委員）
くじ引きにより落札者が決定することについて
は、市民は理解しにくい。成果品として優れたも
のが調達できる制度を構築することが重要であ
る。

（入札担当課）
くじ引きによる落札者の決定については、地方
自治法施行令第167条の9に定めがあり、適切
に運用を行っている。　また、新しい室が中心と
なり、多様な入札制度の研究及び建設技術の
指導助言による職員の技術力の向上を図り、公
共工事における品質の確保に努める。

（委員）
１回目の入札と２回目の入札について、時間は
どれくらい開いているのか。また、２回目の入札
を辞退している業者は、落札する気がないの
か。

（入札担当課）
指名競争入札なので、１回目の入札が不調に
なった時点で速やかに２回目の入札を行う。１
回目の入札が終わったとき、全ての業者が予定
価格を上回っていたため、２回目の入札は、最
も金額の低い業者の金額を示すが、この金額以
下で応札することになる。辞退した業者は、これ
以上金額を下げることは無理だと判断したと考
える。

②須々万中学校屋体照明器具取替工事

（委員）
１件目の案件は、システムに数字を入力すれば
設計金額が自動的に算出されるということだっ
たが、この案件は入札参加者それぞれ異なる
金額での応札となっている。電気の取替工事の
場合は積算方法が１件目の案件と異なるという
理解でいいのか。

（入札担当課）
電気、建築系の工事は機器メーカーや下請け
業者からの見積りを基に入札額を決めていく。１
件目の案件は、土木系の工事であり、国や県の
示す基準書に基づき正確に条件設定すれば、
同額の工事費が算出されるため、積算の方法
は異なる。
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（業務担当課）
突発的な事象があり、費用が発生すれば施設
の保有者が負担する。あくまで事業者は技術的
な指導という立場になる。

⑤回天記念館デジタルミュージアムシステム製
作業務

（委員）
選定した業者以外に何者提案があったのか。

（業務担当課）
提案は１者のみである。

（委員）
１者だけの応募であったが、話を聞いて、納得
できる内容であったため契約をしたという理解
でいいのか。

（業務担当課）
その通りである。最低基準点を設けており、６割
の３６０点を超えたため、受託業者として選定し
た。

（委員）
業務委託なので、請け負った金額で設計変更
することはないのか。

（委員）
見積りを取った業者は、一般的には見積りした
金額を入札額として入れてくることが多いの
か。

（入札担当課）
内容にもよるが、極端に下がることもあれば、同
額ということもあり、業種によって様々である。

（委員）
保安業務はどのような資格が必要なのか。月
額１９万２千５百円とあるが、月のうち、どの程
度業務として点検があるのか。

（業務担当課）
資格については、電気主任技術者の資格が必
要である。点検については、電気保安管理事業
者の資格を持つ事業者であれば、業務を受ける
ことが可能である。月にどの程度業務として点
検があるかということについては、電気工作物
の保安管理として、賑わい交流施設、南北自由
通路の建物の電気の保安業務と電線路や徳山
駅構内にある変電所が点検の対象となり、毎月
点検を行っている。年１回の法定点検もあり、停
電をして全て点検をする。深夜にまとまった人数
で一斉に点検をする。

（委員）
突発的な事象に対し、事業者がサポートに入っ
たとき、別の費用が発生するのか。

（業務担当課）
状況にもよるが、保安管理に関する窓口は事業
者となっている。故障に関しては全て施設の保
有者が対応する。

（工事担当課）
この案件について、苦労があった等の話は聞い
てない。工事の方は順調に進んでいる。

（委員）
設計の良し悪しについての評価はしないのか。
金額だけで評価するのか。

（入札担当課）
今回は価格のみでの競争になる。設計の図面
については完成後、市で検査をして引き取ると
いうことになる。

④徳山駅周辺施設電気設備保安管理及び送
電施設点検業務委託

（委員）
予定価格の積算根拠は。

（業務担当課）
参考見積りを３者から取り、予定価格を設定して
いる。

（委員）
応札した２者は見積りをした３者に該当するの
か。

（業務担当課）
該当する。

（委員）
価格が低くなり、市の担当者へ業者の方から完
成するまで大変苦労があった、又は心労があっ
たという話はなかったか。

（委員）
予定価格は業者から見積りを取って設定してい
ると思うが、そもそも予定価格自体が高すぎる
ということか。

（工事担当課）
官公庁の業務委託設計基準の算定について基
準があり、業務報酬基準というものが国から示
されており、それに基づいて算定している。市が
基準に基づいて発注していることは、業者は理
解している。業者はこの金額なら業務が可能と
いうところで応札をしていると考える。
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（2）令和２年度第１回入札監視委員会について （事務局）
開催候補日を令和２年１１月５日（木）１４時から
としたい。
次回の抽出委員は目山委員。

（3）その他
・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

（事務局）
公判の内容についての経過報告。

（委員）
事後審査方式の入札について、入札参加可能
業者は何者以上を想定しているのか。

（入札担当課）
８者以上である。

（委員）
入札参加資格の条件はどうのように決めたの
か。

（入札担当課）
業務内容や過去の入札実績等を考慮して条件
を設定している。

（委員）
選定した業者はこの業界では最大手になるの
か。

（業務担当課）
最大手になるかは不明であるが、提案のあった
書類を確認すると、他自治体でこの案件と同様
か同様以上の金額でこのようなデジタルミュー
ジアムシステムでの受注実績がある。

⑥秋月１丁目配水管布設替工事
（委員）
入札に参加した２者が判断基準額で同額の応
札金額であったが、その経緯はどうであった
か。

・周南市入札監視委員会からの５つの提言に
ついて

（事務局）
５つの提言について、意見はないか。

（委員）
市内業者を優先するのか。

（入札担当課）
市内本店の業者を優先し、必要な業者数に足ら
ない場合は、対象区域を広げて設定している。

（委員）
入札参加資格の設定については、適正な数の
参加者が見込めるように設定する必要がある。

（入札担当課）
市内本店の業者を優先し、必要にあわせて対
象区域を広げるようにしている。今後も適正に
入札参加資格を設定していく。

（委員）
市長部局と上下水道局の入札の仕組みとその
調整の状況、また、歩掛のないものを見積る場
合のルールの在り方について整理・検討してい
ただきたい。

（入札担当課）
部局間での情報共有は行っており、基本的な入
札制度に大きな違いはないが、入札参加条件
の設定や指名方針等の細部については、各々
が特性に応じた運用を行っている。今後も、部
局間で積極的に情報共有を図り、基本的な制度
の方針については統一的な見解に基づき対応
していきたい。

（入札担当課）
土木系の工事については、積算単価が公表さ
れているため、参加業者は設計金額を正確に
計算できることから、判断基準額と同額での入
札となったと考える。

⑦中溝雨水幹線・汚水準幹線実施設計業務委
託
（委員）
落札金額が予定価格に対し１千万円以上安い
が、予定価格が高すぎるのではないか。安くで
きる理由はなにか。

（業務担当課）
県の積算基準で設計しているので、予定価格は
適正である。推測になるが、コンサルタント業務
の経費はほとんどが人件費なので、仕事が無い
状況よりも、半値以下でも仕事あった方が良い
という判断で応札したのではないかと考える。

（委員）
この業務は全て積算根拠が明確で、参加業者
は正確に予定価格を計算することが可能か。

（業務担当課）
可能である。

（業務担当課）
２、３者あった場合は、評価の方法を決めてお
り、見積り費用を当該事業の見積り費用とで分
母と分子で割って配点することとしていた。

（委員）
プロポーザルの評価基準に価格は１００点満点
のうち、１５点分の価格評価があるが、価格は
市が提示している金額１,１００万円を下回って
いたか、上回っていたか、同額なのか。

（業務担当課）
提案のあった金額は、こちらが提示した１,１００
万円であった。

（委員）
他者との比較で割り振られると思うが、１者しか
ないので、１５満点となったのか。
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委員会による意見具申
又は勧告の内容

なし

（委員）
積算時の見積り先の選定については、工事担
当者のみで決めるのではなく、関係者全員が
確認できる体制にするべきである。一番重要な
ことは、目的に合致するいいものを作ることで
ある。

（委員）
項目２の入札制度改革・技術指導室の設置に
ついて、設置の目的やどのようなことを解決し
て事業を実施するのか、具体的ではない。ま
た、上下水道局側と市長部局側とで足並みを
揃えているのか。
土木系工事と建築系工事とでは積算の組み立
てが大きく異なる。土木系工事ではこれまでと
同様の入札方法でいいのか、価格によらない
競争をどのように組み入れるか、再検討する必
要があるのではないか。一方、建築系工事で
は統一のルールがないのは危ういのではない
か。工事担当者が選んだ見積り業者が入札で
有利になってはならない。見積りを選んだ業者
からは受注ができない仕組みにすることが適切
ではないか。

（事務局）
入札制度改革・技術指導室については、５つの
提言以外にも違算の発生防止を図ることや研修
を通じて技術者のレベル向上を図るなど含める
なかで、ご指摘のあった部分も解決していきた
い。また市長部局と上下水道局との繋がりや設
計に見積りをどのように反映させていくかについ
ては、少し時間をいただき一つ一つ問題を解決
していきたい。
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