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令和２年度堺市入札監視等委員会（令和２年１１月２７日開催）会議録 

 

委   員 事 務 局 

 

 

 

 

 

星田契約課長補佐（以下「契約課長補佐」という。）：そ

れでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

 堺市入札監視等委員会規則第４条第２項の規定により、

委員の過半数の出席がありますので、会議の開催をお願い

いたします。なお、傍聴人の受付はありませんでした。 

 それでは、議事進行につきましては、山本委員長にお願

いいたします。 

 

【報告案件】 

山本委員長：ただ今から、令和２年度堺市入札監視等委員

会を開催いたします。今年度は、新型コロナウイルス感染

症の緊急事態宣言等による会議開催自粛等の状況に鑑み、

令和２年度に開催する堺市入札監視等委員会の会議につい

ては、堺市入札監視等委員会規則第１０条に基づき、委員

合議の上、年１回の開催とすることとしました。 

また、このことに伴いまして、同要領第４条に規定する

委員会報告資料の対象期間については、会議開催の日が属

する月の前々月以前１２か月間とすることとしましたの

で、本日は、令和元年度下半期分の審議案件で一般競争入

札４件、令和２年度上半期分の審議案件で一般競争入札２

件と随意契約１件の合計７件が付議されています。 

まず始めに、報告案件のうち契約状況について事務局か

ら説明をしてください。 

 

山本委員長：ただ今の報告につきまして、委員の皆様の方

から、ご意見、ご質問等はありますか。 

 

委員：意見なし 

 

山本委員長：それでは、ご意見がないということですので、

次に、入札参加停止等の状況について、事務局から説明を

お願いします。 

 

山本委員長：入札参加の停止状況につきまして、説明をい

ただきました。委員からご意見、ご質問などありますでし

ょうか。 

 

委員：意見なし 

 

 

（資料１に基づき報告案件の概要を説明） 

１ 令和元年度の契約状況及び令和２年４月１日～令和

２年９月３０日の契約状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料２－１，２－２に基づき報告案件の概要を説明） 

２ 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日及び令和

２年４月１日～令和２年９月３０日の入札参加停止等

の状況 

 

 

 

【審議案件】 

山本委員長：それでは、続きまして、審議案件に移りたい

と思います。今回の審議案件は、輪番制により、事前に私

が抽出しました。それぞれの選定理由について説明します。 

令和元年１０月から令和２年３月までと令和２年４月か

ら令和２年９月までの契約実績の中から、入札・契約の過

程を審議する上で、議論の必要があると思うものを抽出し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

まず、第１号の建築工事及び電気工事について、本案件

は、保存修理工事（本体工事）に、電気工事、機械設備工

事等を含めて建築工事として一括発注しましたが、全者が

入札を辞退した結果、１回目の入札が不調となりました。

その後、工種ごとに分離して２回目の発注をした案件であ

りましたので、状況を確認したいと思い選びました。 

次に、第２号の建築工事について、本案件は、ＷＴＯ政

府調達協定対象案件であり、入札参加者７者のうち６者が

入札を辞退し、残る１者の入札が有効札であったため成立

した案件でありました。ついては、どのような原因があっ

たのか確認したいと思い選びました。 

次に、第３号の土木工事について、本案件は、土木工事

と建築工事を土木工事として建築課から一括発注した結

果、入札参加者２者のうち１者が入札を辞退し、残る１者

の入札が有効札であったため、成立した案件でありました。

ついては、工事内容及び発注方法について確認したいと思

い選びました。 

次に、第４号の建築設計業務について、本案件は、１回

目の発注で同じ履行実績を求める他の工事関連業務２案件

と同月に発注した結果、全案件が不調となり、２回目の発

注で履行実績を緩和した結果、２案件は入札が成立し、本

案件のみ不調となった案件でありました。ついては、発注

時期や履行実績について確認したいと思い選びました 

次に、第５号の土木工事について、入札参加者１８者の

うち１２者が入札を辞退し、残る６者全てが調査基準価格

を上回った案件でありました。本市の土木工事で低入札価

格調査制度を採用した案件においては、調査基準価格を下

回る入札が多いと伺いましたので、状況を確認したいと思

い選びました。 

次に、第６号のその他工事について、本案件は、入札参

加者４９者のうち、２者が入札を辞退し、最低制限価格を

下回った者が４５者と最も多く、有効札が２者しかない案

件でありました。また、設計図書の訂正を１度行っており、

その影響についても併せて確認したいと思い選びました。 

最後に、第７号の設備設計業務について、一般競争入札

で発注しましたが、１回目及び再度入札の結果、落札者が

なく、不落随意契約を締結した案件でありました。ついて

は、一般競争入札での発注方法と不落随意契約に至った経

緯及び再度公告しなかった理由について確認したいと思い

選びました。 

それでは、以後、順番に審議をお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１号：堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅（鉄砲

鍛冶屋敷）保存修理工事（その２）、堺市指定有形文化財

井上関右衛門家住宅（鉄砲鍛冶屋敷）保存修理工事（その

２）に伴う電気設備工事】 

 

山本委員長：それでは、第１号案件につきまして、事務局

から説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

（資料に基づき案件第１号の概要を説明） 
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山本委員長：それでは、委員からご意見、ご質問をお願い

します。 

 

中野委員：まず、１回目が一括発注で取止めになったとい

うことについて、工事そのものが文化財の保存補修である

ため頻繁に発注されるものではないと思われますが、あら

かじめ一括発注が難しいという予想はできなかったのでし

ょうか。 

 

 

中野委員：その経済的合理性というのは、分離するよりも 

一括の方が安くなるということでよろしいですか。 

 

 

中野委員：本件は、結果的には分離発注することになりま 

したが、本来は文化財であれば一括発注が好ましいという 

ことであれば、事前に一括発注でうまくいくような工夫は 

考えられなかったのでしょうか。 

 

中野委員：今後、同種の事案があった場合に、品質確保の 

ために、本来は一括発注が好ましいということであれば、

そうなるように工夫をしていただきたいと思いますが、今

回を踏まえて考えていることはありませんか。 

 

 

 

 

 

 

中野委員：そうですね。１回目で現地見学会を設定してい 

ればどうだったのだろうかと思います。もし、今後、同じ 

ような案件があった場合は、やはり最初から分離発注する 

のではなく一括発注でと考えていますか。 

 

 

 

 

 

中野委員：そうすると、現地見学会を設定すれば、将来的

に同じような事案があった場合には、一括発注でも成立す

るという見込みを持っているということですか。 

 

 

 

堀委員：当該工事に参加した業者は、１回目が２者、２回 

目に１回目とは別の２者ですが、入札参加可能な業者数は 

どの程度いたのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

鹿野文化財課長（以下「文化財課長」という。）：一般的

に文化財、とりわけ指定の文化財は、保存修理工事の品質・

出来栄えを担保するために一括して発注するのが通例で

す。様々な工種で施工する意味と、１つの工事を１者の元

請業者に監督してもらうことによる経済的合理性があるた

め、分離せずに一括発注した経緯があります。 

 

文化財課長：はい。特に共通費の部分で、一般的に共通仮

設費や管理費の積算が安くなりますので、その部分を念頭

に置いて一括発注したところです。 

 

小林文化財課主幹（建造物担当）（以下「文化財課主幹」

という。）：特に発注時点では、工夫はしておりませんで

した。 

 

 

文化財課主幹：今回、一括発注時に入札してもらえなかっ

た理由を確認したところ、現地の見学を事前にしたかった

との申し出がありました。このため、２回目の発注時には

公表段階で現地の見学ができる旨を併せて公告しました。  

 文化財課としては、今後、できるだけそういった形で入

札していただけるように、また、文化財の特殊性をご理解

いただけるように、事前に対象物件の見学の機会等を設け

て、内容を熟知していただいた上で入札していただくよう

な努力をしていきたいと考えています。 

 

文化財課長：はい、そのように考えています。私どもは、

指定文化財を後世に残していくという使命を持っています

ので、まずはその品質を担保すること、いいものを残すこ

とを第一に考えています。 

 また、今回、ご指摘のあった現地見学会を取り入れて、

十分に物件を確認いただいた上で、やれる自信があるのか

を見極めていただけるような環境を作りたいと思っていま

す。 

 

文化財課長：施工できる業者は、実績を求めるとどうして

も大手になります。例えば、もう少し予定価格の低い規模

の小さな案件であれば応募いただける業者もあるかと思い

ますので、受けてもらえる業者数を確保するための努力は、

金額など様々な方法で続けたいと思っています。 

 

文化財課長：１回目で設定した希望業種「建築工事」のＡ

ランクの業者は、第１希望１２者、第２希望を含めると合

計２１者います。また、２回目はＡランクに加えＢランク

に広がりましたので第２希望を含めると合計２５者いま

す。 
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堀委員：お伺いした数字であれば、今回入札した２者とい 

う数字と乖離しているので、入札参加可能な業者が２桁い 

たにも関わらず、入札する業者数が少ないということにな 

ります。また、そのほとんどが入札参加申請を行ったにも 

かかわらず入札を辞退したということであれば、見学会を 

実施したから入札参加した業者が増えたということだけで 

は、根本的に入札者数が少ない要因の解決にはならないの

ではないでしょうか。単純に金額的な問題であることも考

えられますが、やはり、競争原理を働かせて良いものを造

ってもらうことが基本的な理念ではないかと思いますの

で、何か別の理由について、推定や業者から聞き取ったこ

とはありませんか。 

 

堀委員：今後も、現地見学会を設定するだけでは、一括発

注で成立できる見通しではないわけです。工事の難易度を

変えることはできませんが、その場合は、むしろ分離し、

本体工事のみに集中させた方が解決しやすいということが

普通の考え方だと思います。その他は、もはや金額の問題

だと思います。変な話ではありますが、良いものを造って

もらいたいと思うのであれば当初から全体として割高にな

る可能性はあるとしても、分離した方が論理的に成立しや

すいのではないかと思います。 

 また、今後も一括発注を行って、成立しなければ分離と

いうことも変な話かなという気はしないでもありません。

この点についてはいかがですか。 

 

山本委員長：当該工事の内容について、先ほどからも現地

見学会というキーワードが出ていると思いますが、現地の

状況を見なければ、どの程度の補修が必要になるかという

のがわからないということではないのでしょうか。 

 また、事前にどの程度の補修が必要であるか、既存のも

のを活用できるかどうかについて把握した上で、発注をし

ていたのでしょうか。工事内容も含めて、説明してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

中野委員：当初は一括発注をしたものの、結果的に分離し 

て発注することになったという状況ですが、品質として、 

一括発注と分離発注で予想される結果の違いについて何か 

ありますか。 

 

 

 

 

 

文化財課長：入札参加業者からの聞き取りでは、予算額が

合わなかったという回答も当然ありますが、先ほど申し上

げた現地見学ができなかったという回答もありますし、や

はり文化財の建物ですので、難易度が高いという回答もい

ただいています。そういう回答を踏まえて、次回以降、同

種の工事をするときには、現地見学会を設定していきたい

と考えているところです。 

 

 

 

 

 

 

文化財課主幹：現地見学会の設定というのも一つの解決策

だろうなというふうには思っておりますので、まずそれを

第一義にやっていくということを考えています。また、や

はり文化財の工事は、そう多くあるものではないので、業

者への周知方法については、もう少し工夫が必要であった

と反省しています。文化財の修理工事を行う業者は、市の

公共工事の発注情報を丹念に確認している訳ではないた

め、今後その点では、努力を重ねていく必要があるのかな

と思っています。 

 

 

 

 

文化財課主幹：井上関右衛門家住宅（鉄砲鍛冶屋敷）は、

堺市の指定有形文化財であり、江戸時代前期の建築物です。

文化財の保存修理工事ですので、一から新築をする建物の

工事ではなく、その建物を一旦ばらばらにし、組立て直し

をするということが中心的な工事の内容です。設計図書に

は、そういった内容は十分記載していますが、やはり現地

を見なければ文化財の接合部分における組み合わせ方や、

どのくらい腐朽しているかというのは、理解が難しい部分

もあります。そういった点で、実際に自分たちの目で確か

めた上で、積算したいという要望をいただきましたので、

現地見学会は必要だなと考えました。 

 また、どの程度の補修が必要か、既存のものをどれだけ

活用できるかについても把握した上で、設計図書を作成し、

発注しています。 

 

文化財課主幹：現在、分離発注で工事を進めていますが、

施工にあたって、主な工事を行う建築工事の元請業者と、

電気工事を行う業者、機械設備工事を行う業者の連絡調整

が難しいところです。新築工事ではないため、解体したも

のにどのように新しい現代的な設備を付加していくかを考

えることになりますが、責任の所在を明確化しなければト

ラブルの元になります。 

 現在は、建築工事の業者を主として３者が密に連絡を取

り合い、現場を見ながら施工をしている状況ですが、大変
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中野委員：総合調整の機能を業者ではなく市が行っている 

ということでしょうか。 

 

 

中野委員：文化財は一括発注が基本であるという前提も、 

もう一度考え直してみる必要があるのかなとは思っていま 

す。例えば、一括発注だった場合は、総合調整機能も含め 

て１者に任せることになるのでしょうか。 

 

 

 

 

堀委員：市が担っているという総合調整機能というのは、 

どういったことなのでしょうか。保存修理が仕上がった状 

態のところに電気工事を行うのではないのでしょうか。ま 

た、総合調整機能を市が担う理由はなんでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

堀委員：それはわかりますが、調査報告書は電気工事とは 

関係ないですよね。 

 

 

 

堀委員：それもわかりますが、要は、これを分離したこと

によって、その調査研究の手間が減るわけでも増えるわけ

でもないということです。一括発注を行っても調査研究は

実施するわけです。 

 

堀委員：分離したことによって手間が増えないのであれば、 

分離発注でも一括発注でも同じではないでしょうか。 

 

 

堀委員：しかし、分離発注することによる手間は、要する 

に業者が何日に何を実施するかという予定の聞き取り及び 

調整だけなのではないでしょうか。 

 

だということが正直なところです。 

 

文化財課長：所属長としましては、工事とは別に、建物が

どのように建てられ、改造されてきたかを調査報告書にま

とめて刊行する予定があり、建物の４００年の歴史に恥じ

ないものを作りたいと思っていますが、調査報告書をまと

めるにあたって必要な現場の立会いを離れて、工事の総合

調整事務に携わることが発生している点が気がかりです。 

 

文化財課主幹：そうです。分離発注によって３者がそれぞ

れ独立していますので、市が中心になってある程度はコン

トロールしながらやっていかざるを得ない状況です。 

 

文化財課主幹：そうです。元請１者ですと、電気工事や機

械設備工事を下請に出すとしても、元請と下請の関係の中

で実施していくことができます。 

 今回は、３者全てが元請になりますので、総合調整機能

としては、建築工事の元請業者が中心にはなっていただけ

ていますが、最終的な責任は、やはり堺市にあると思って

います。 

 

文化財課主幹：建物を解体しながら、どこから管を入れて

いくかということを決めていくため、解体や組立が終わっ

た後に、それでは電気工事をお願いしますということには

できず、お互いに調整をしながら、進めているところです。   

 総合調整機能として、業者間の調整を行っています。文

化財の修理工事ということで、先ほどの課長の話にもあり

ましたとおり、業者任せで工事だけできれば良いというも

のではなく、調査報告書の作成や文化財調査を並行して行

っているため、そのような中では、ある程度密接に関与せ

ざるを得ないと考えています。 

 

文化財課主幹：電気工事自体は文化財の調査と直接関係は

ありませんが、工事の際、例えば埋設管を引くときなどに

は、施工場所が堺環濠都市遺跡の中に立地しておりますの

で、通常の工事より注意が必要となる等の状況はあります。 

 

文化財課主幹：そうですね。 

 

 

 

 

文化財課主幹：分離発注をすることによって、念頭に置く

べき事項や発注に関わる事務も担当者が担うことになりま

す。 

 

文化財課主幹：設計の発注から調整が発生します。 
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堀委員：要するに、分離することによって調査研究の手間 

がものすごく増加しているかを聞きたいのですがいか 

がでしょうか。 

 

堀委員：文化財を大切に保存するということであれば、費 

用や手間がかかったとしても、一定の技術のある業者を特 

定して実施すべきであり、それを損なうことはすべきでは 

ないと考えます。一括発注することで総合調整を元請業者 

に実施してもらえるメリットはありますが、それによって 

技術力の高い業者が工事に参加できないというのであれば 

分離発注をした方が競争原理も働き、良いものができる 

確率が高くなるのではないでしょうか。 

 

 

 

山本委員長：元請が総合調整機能を担えばより良い調整が

できるのかが、分離発注にすべきかどうかのポイントでは

ないでしょうか。入札という視点で見た時に、１回目の一

括発注と、２回目の分離発注でどこが違ってきたのかを説

明してください。 

 特に、保存修理の参加業者が１回目と２回目で異なる理

由と、２回目に実施した声掛けの手法について教えてくだ

さい。 

 

山本委員長：特定の業者に声を掛け、参加可能な全業者に

声を掛けなかったのは、なぜでしょうか。 

 また、１回目に入札した２者に声を掛けなかった理由や

そこに恣意性がなかったのかについて教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

堀委員：声を掛けた３者のうちの２者だけが入札に参加し 

たということは、声を掛けなければ入札しないということ 

になります。１回目の入札者に対して、無理だろうと考え 

ずに、声を掛けても良かったと思います。また、２回目に 

ついても、もう少し多くの業者が入札すると思っていたか

もしれませんが、うまく機能していないと思います。 

 堺市は文化財を多く保有しているので、対応可能な文化

財の種類やレベルを含めた業者のリストをきちんと作成す

るべきではないでしょうか。 

 

山本委員長：２回目に声を掛けた業者のみが入札している 

ということは、一般競争入札ではあるものの、事実上指名 

競争入札をしているのと同じようなことになっています。 

 堺市は原則、指名競争入札を実施していませんが、入札

の形式というものはどれが良くてどれが悪いかということ

文化財課主幹：ものすごく増加してはいません。 

 

 

 

文化財課主幹：分離発注をすることによって競争原理が働

き、より良いものが作れるということもあると思います。

一方で、一括発注も業種間での連携のしやすさなど、施工

性が高いということがあります。  

１つとして同じ建物がないということが文化財の特徴で

すので、建物ごとの性格を踏まえて、検討をする必要があ

ると考えています。 

 我々としても、多くの参加業者がいる中で、競争原理が

働き、良い工事ができることが１番ですので、よく精査し

たいと思います。 

 

文化財課主幹：保存修理工事については、２回目は、ラン

クを拡大し、現地見学会を設定しました。拡大したランク

に文化財の施工実績のある業者が含まれていたため声掛け

を行い、２回目に応札いただきました。 

 また、電気工事については、施工実績を不要としたため、

文化財の保存修理ではない一般の業者に参加していただき

やすくなったと考えています。 

 

 

文化財課主幹：２回目の発注にあたって、参加可能業者は

実際には１回目よりも４者増加したのみであり、その中で、

これまで指定文化財の保存修理を行っている３者に声掛け

を行いました。１回目に入札した２者については、辞退理

由が１者は工事の難度の高さ、もう１者は金額的な折り合

いであったため、２回目の入札の可能性が極めて低いと考

えて声を掛けませんでした。そこに恣意性はありません。 

 実際に声掛けを行う中で、文化財の保存修理を行う業者

については、市の公告を普段から見ることはないとのこと

でしたので、周知の必要性を痛感しました。 
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は一概に言えることではなく、場合によっては、実は指名

競争入札の方が良いケースもあるということです。 

 

山本委員長：本案件は、貴重な市の指定有形文化財への工 

事であるために、品質担保を第一の目的として参加業者に 

施工実績を求める必要のある案件であったと言えます。 

 また、実績の内容については、１回目、２回目ともに、

２０者を超える参加可能業者がいたことや実績そのものが

厳しすぎるものではなかったため、適切であったと思いま

す。  

 しかし、２回目の公告後、参加可能業者２５者のうち、

３者に声を掛けて、そのうち２者が入札している状況は、

声を掛けた効果が一定あったとも言えますが、３者を選ん

だ理由について本当に恣意性がなかったかの問題になると

思われます。全員に声を掛けていれば、公平性の問題はな

くなり、参加業者の増加にもつながって、競争性は高まっ

たのではないかと考えられます。 

 今回、１回目が一括発注で、２回目が分離発注というこ

とで、工種ごとに分離発注をすることによって、一括発注

の場合よりも金額が高くなったことについては、やむを得

ない状況であったと思われます。 

 文化財における保存修理という一番重要な質的な面で、

不具合が出ないように、今後の検討をしていただきたいと

思います。 

 

【第２号：（仮称）堺市総合防災センター建設工事】 

 

山本委員長：それでは、案件第２号の概要について、事務

局から説明をしてください。 

 

山本委員長：説明が終わりましたので、ご意見、ご質問を

お願いいたします。 

 

中野委員：まず、７者が参加していて、６者辞退というこ

となのですが、辞退理由はどのように聞かれていますか。 

 

 

中野委員：具体的には、その予定価格が高かったのか低か

ったのかどちらでしょうか。 

 

中野委員：市としては、この予定価格について、結果を見

て、適切だったと考えているのでしょうか。 

 

中野委員：ただ、落札されているのがもちろん１者ですけ

れども、その他が辞退です。その結果から逆算して、何か

予定価格に問題があったのではないかと、市としては考え

るところはないでしょうか。 

 

中野委員：まず、当初から、適正な価格を出してないとは

考えていません。適正ではない価格を出しているのであれ

 

 

（資料に基づき案件第２号の概要を説明） 

 

 

 

 

 

乾建築課長（以下「建築課長」という。）：辞退理由につ

いて業者へのヒアリングを行った結果、入札希望金額が予

定価格に合わなかったとの回答をいただいております。 

 

建築課長：予定価格を公表しておりますので、予定価格が

低かったと思われます。 

 

建築課長：落札業者がいますので、基本的に、金額的に大

きな乖離は無かったのではないかと考えております。 

 

建築課長：落札された業者へのヒアリングもしており、通

常の積算方法で今回応札されたと聞いています。このこと

から、特に市の積算としては、大きく乖離しているもので

はないと考えています。 

 

建築課長：通常、積算基準のない項目の積算の際には、設

計事務所が市場価格のヒアリングを行った上で、見積りを
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ば、そのこと自体が問題になるからです。適正価格だと思

って出したところ、こういった結果になったということに

ついて、何か市の方で原因や、今後改善していくという点

や、こういった結果を避けるためにすべき点について、現

時点で考えていますか。 

 

中野委員：ただ今回は、市場価格のヒアリングをされたわ

けですよね。 

 

中野委員：市場価格のヒアリングを実施していきますとい

うことであれば、また同じことになるかと思います。この

ように、適正に積算しているから適正だったと言われてし

まうと話が終わってしまうとともに、入札監視等委員会の

意味が失われます。そうではなく、こちらも積算をした時

点では適正だったと思っているわけです。 

 

中野委員：今回のような結果を回避していくために、何か

考えがないかと言うと、ヒアリングしますという話で、今

回も実施した結果がこれだということであれば、また同じ

ことの繰り返しだと思いますので、何かもう少し工夫をす

るところはないのでしょうか。 

 

中野委員：ヒアリングは、どのような業者を対象に何者程

度行われているのですか。また、特定の相手でしょうか。

業者選定の方法について教えてください。 

 

 

 

中野委員：今後は、それはどのように改善していこうと思

われていますか。また同じように行われるのですか。 

 

中野委員：少し聞き方を変えるのですが、市としてはこの

ように辞退が多く、なかなか競争性が発揮されないような

事態ということをどのように捉えているのでしょうか。も

うこれで、やむを得ないと思っているのでしょうか。それ

とも、もう少し改善していかないとと思っておられるので

しょうか。 

 

堀委員：本工事は、ＪＶ対象の工事ですよね。 

 

堀委員：この工事の発注情報を知った時に、わざわざこの

業者はＪＶを組むのですね。 

 

堀委員：つまり、ＪＶを組んでいる業者はそもそもやる気

満々ですと言えますよね。 

 

堀委員：そうなのであれば、７者のＪＶの参加があって、

１者のＪＶしか応札していないというのは、普通に見ると

疑問が強くなります。金額の問題だとすると、それが適正

か、適正でないかという議論では、水掛論になってしまい

徴取していますが、そのあたりを今一度確認し、厳密にし

ていきます。できるだけ市場価格に沿った積算にしていく

必要があるということが、今回の結果を受けて考えている

ところです。 

 

 

建築課長：もちろん実施しています。 

 

 

建築課長：はい。 

 

 

 

 

 

 

建築課長：設計事務所が行う市場価格のヒアリングをより

厳密にすることやその他の方法も含め、できるだけ実勢価

格を把握するように努めたいと考えています。 

 

 

 

建築課長：通常は、設計事務所がこれまでの実績や、他物

件の状況を見ながら３者の見積の取得先を選定し、見積を

取得する過程で、その３者に対して業種等の実勢やどのよ

うな動きがあるのかについての確認が行われることになり

ます。 

 

建築課長：基本的には同じような形になると思います。 

 

 

建築課長：もちろん、改善点があればそれをやっていくべ

きだとは思っていますけれども、具体的にどういう形で改

善すればいいのかというところが、少しお答えしにくいと

ころではあります。 

 

 

 

建築課長：はい。 

 

建築課長：はい。 

 

 

建築課長：もちろん、そのように理解しています。 

 

 

建築課長：確かにヒアリングの際は、金額が予定価格と折

り合わなかったという理由のみで、それ以上のことは詳し

く聞けていません。しかし、工事を分離・分割できるかと

いう話でしたら、おそらく今回の案件については分離・分
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ます。 

 入札では予定価格が事前に公表されているから、そもそ

もこれでは金額が合わないということで辞退しているとお

っしゃいますが、そもそもＪＶを組む手間をかけている業

者が金額面だけが理由で辞退するのでしょうか。 

 先ほどの審議案件第１号と同様の議論になるのですが、

工事そのものを分離・分割することは検討できるのでしょ

うか。５棟の工事を３棟に分けることによって競争性が高

まる可能性はありますか。ＷＴＯ案件からランクを落とし

てしまえというように聞こえるかもしれませんが、正直に

申し上げて、こういったことが続くよりは良いような気が

します。 

 そのような事実は無いと思いますが、この結果を見たと

きに、談合したと指摘されても、そう見えないことも無い。

落札者以外は全者辞退をしている。落札者の落札率は９

５％を超えているという状況です。そのような余計な誤解

を生まないために何をするかを考えることは、とても大切

なことだと思っています。 

 ヒアリングも色々行うが、もう聞き取りのしようが無い

ということであれば、工事の入札の方法そのものを変えて

しまわないと、同じことが続き、その度ごとに当委員会で、

また同じ議論が起こります。 

 分離・分割することによって予定価格が上がったり、効

率が悪くなったり、工期が長くなったり、色々な影響があ

るでしょう。しかし、公正であるということを担保するた

めには、ある程度の手間を要求されることもあるのではな

いかと思います。 

 何もやることは無いと言われるのであれば、金額の大き

い案件は、どうしたらいいのかということは難しいとは思

いますが、検討しないといけないのではないかと思いまし

た。 

 今回は、７者のＪＶが入札参加申請をして、結果は落札

者以外全部辞退ですので、少し印象が悪いですよね。何が

悪いというふうに数字から言えるものではないですが、そ

ういう気がします。 

 

堀委員：それがベストなのかどうかというのは、ものすご

く難しい部分ですね。本工事は、特殊な工事なのでしょう

か。防災の訓練施設なので、何か色々な設備や特殊なもの

があるのだろうなと思いますが、要するに、技術の高い業

者でないとできない工事なのですか。 

 

堀委員：そういうことを聞けば聞くほど、それほど予定価

格が外れる要素がないですよね。 

 

堀委員：ではなぜ、こうなるのですか。やはり結果はすご

く不思議な結果になっていると思います。だからもう少し

何か原因を探るというか、調べる方法をまた考えないとい

けないと思います。具体的にどうすればいいのかわからな

いですが。 

割をすると、金額は高くなる上に、工期も延びるというこ

とが予想されます。ただ、委員がおっしゃるように、今後

そういった分離・分割ができる案件の場合は、もちろん検

討に値すると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：消防の訓練施設なので、一般的に多くあるよう

なものではないですが、建物としては特殊なものではあり

ません。使っている一部の仕上げや、深いプールのような

特殊なものはありますが、全体的には特殊性はなく、一般

的な建物です。 

 

建築課長：我々もそのように考えております。 

 

 

建築課長：はい。 
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山本委員長：結果的に、１者入札になっているわけです。

入札制度の下では、１者入札というのは、決して好ましく

ないわけです。しかも、これが全てＪＶなわけです。 

 先ほどの繰り返しになりますが、ＪＶの中で１者入札に

なっているということに対して、発注部局として、なぜそ

うなったのかと認識を強く持っていただく必要があると思

います。これを軽く、１者だけど応札があって、入札が成

立したから良いのだという安易な状況として認識して頂く

のはいかがなものかなと思います。 

 先ほどの質疑にあったように、固定的にＪＶがあるわけ

ではなく、それぞれの工事案件に対してどの業者と組むか

というのを考えるため、そこには受注意欲が当然あったは

ずだと推測できるわけです。しかし、そのＪＶの辞退理由

が価格だと言われたら、発注部局としては適正に市場価格

の反映をしているという説明をなさっていますが、それで

は少し説明力が弱いかと思います。何が適正かという判断

として、１者が応札したから適正だというのは、甘いので

はないでしょうか。 

 この建物は総合防災センターと言いながら、何か一つの

建物があって、これがセンターの建物だというのでは無く、

５つの違った施設をまとめてセンターと称していますが、

個々に見ればそれぞれ独立した建物や設備なわけです。こ

のため、堀委員がおっしゃったように、分離・分割できる

要素もあったと思います。分離・分割しろと言うことでは

ないですが、特に困難な状況の設備の建築工事ではなかっ

たとは思われます。そうすると、やはり価格が問題かとい

うことになり、市の予定価格が本当に適正だったのかとい

うところに、議論が戻ってしまいます。 

 一方では実勢価格を反映しており、もう一方では価格が

折り合わないということでは、この矛盾はどういうことな

のかということになります。それは、お互いそれぞれの解

釈で異なるのだと言ったらそれまでになってしまうので、

こういった１者入札という状況を避ける努力は、発注側と

しては良く考えないといけないと思います。 

 

山本委員長：本案件はＷＴＯ案件だということを、発注部

局としては強く意識を持っていただきたいと思います。こ

れは、政府調達に関する苦情申立の対象案件になりますか

ら、苦情検討ということで訴えがあった場合は、特別の調

査書類が必要となる案件です。つまり、どこからも苦情が

出ないように、発注側もより注意を払う必要があったと思

われます。 

 ＪＶを組んで入札に参加する意識のあった業者が７者い

たにもかかわらず、そのうち、６者が、予定価格が合わな

いという理由で辞退したという事実は、やはり重く受け止

める必要が出てくるかと思います。なぜそうなったのかの

本当の理由について、より詳細に調査する必要があったと

思います。価格の面で、発注者側と受注者側でお互い意見

が違うという状況、つまり、競争性が発揮されない１者入
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札となった場合に、その価格の妥当性だけを取り上げてい

くと議論が平行線になってしまいます。したがって、１者

が応札し、結果としてこの案件が成立したから良いという

ことではなく、本当に市の積算金額が実勢価格と合致して

いたのかどうか、これをさらに深掘りして検討をしていた

だく必要があると思われます。そうしなければ、同じこと

が今後に渡っても繰り返し起こります。 

 ＪＶですから、できるだけ開札から、短期間の間に、ヒ

アリングをするということが必要となってきますので、今

後、こうした事態となった場合、開札直後に一度はヒアリ

ングしていただいて、その状況を調べ、分析して、将来に

結びつけることをしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３号：西区役所施設整備工事】 

 

山本委員長：それでは、第３号案件に進みたいと思います。 

第３号案件につきまして、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

山本委員長：それでは、委員からご意見、ご質問をお願い

いたします。 

 

中野委員：本工事は、平面駐車場の整備をはじめとした土

木工事と機械式駐車場や駐輪場といった建築工事が一体と

なった工事であり、土木工事と建築工事の直接工事費の割

合が６対４であったと伺っていますが、土木工事の方が比

率としては高いにもかかわらず、本工事を建築課から一括

発注した理由を教えてください。 

 

中野委員：建築設備の割合が高いから建築課で発注したと

いうことでしょうか。 

 

 

 

中野委員：通例と同じように一括で発注したということで

すが、土木工事と建築工事を分離して発注することはでき

なかったのでしょうか。 

 

 

中野委員：物理的に分離することが無理ということでしょ

うか。 

 

中野委員：密接に関係しているため、分離が困難というこ

とですが、実際に工事を施工する際は、元請業者のみなら

ず、専門の下請業者も加わり施工するため、道路のような

土木的な工事と建物の建設工事は分離できるように思いま

す。 

 本工事は入札が少数であり、分離していれば、もう少し

入札者が増えたのではないかと思いますが、いかかでしょ

うか。 

 

 

（資料に基づき案件第３号の概要を説明） 

  

 

 

 

 

 

建築課長：区役所の敷地内の工事ということで、あくまで

も区役所内に付属する駐車場設備と考えており、これまで

の事例にしたがって、建築課で発注をしています。 

 

 

 

 

建築課長：いいえ、建築物に付属する物の工事であるため、

建築課から発注をしています。ただ、今回の割合について

は、６対４で土木工事の方が高かったということです。 

 

 

建築課長：駐車場を舗装するタイミングに合わせて建築物

を建設する必要があるなど、土木工事部分と建築工事部分

が密接に関係した工事となりますので、明確に分けるとい

うことが非常に困難な工事になります。 

 

建築課長：本工事については、分離は困難であると考えま

す。 

 

建築課長：本工事は、掘削工事やその仮設工事など、重複

する部分があり、そういった意味でも本工事については、

やはり分離は困難であったと考えています。 
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中野委員：では、分離発注は困難であったことを前提とし

た場合、入札参加申請者が２者のみであり、そのうち１者

が入札を辞退されているという理由について、どのように

考えていますか。 

 

 

 

中野委員：辞退されている業者から辞退理由は聞いていま

すか。 

 

中野委員：市としては、辞退理由は何であったと考えてい

ますか。 

 

 

中野委員：先ほど説明いただいた、技術者の配置が困難で

あったことが理由であるということでしょうか。 

 

 

中野委員：本工事は特殊なものではないと思います。その

中で技術者が準備できず、入札参加申請者が少なく、かつ、

１者が辞退していることについて違和感を覚えますが、そ

の点はいかがでしょうか。 

 

山本委員長：建築物は、駐輪場と機械式駐車場のみですか。 

 

山本委員長：先ほどの説明のうち、「市民が区役所を利用し

ている中での工事」という部分について、一括発注する理

由とどのようにかかわってくるのかを詳しく教えてくださ

い。 

 

山本委員長：区役所業務に支障が生じるということですか。 

 

 

 

 

中野委員：本工事は、土木部分と建築部分を同時並行で施

工するのですよね。 

 

中野委員：分離して別々の業者が施工しても、一括して１

者が施工しても、施工する内容が同じであるため、進入路

が限られているから支障が生じるという点は同じではない

ですか。 

 

 

 

 

 

中野委員：先ほどの説明からすると、慣行として一括発注

を行っているため、本工事についても一括発注を行ったと

 

西田建築課長補佐（以下「建築課長補佐」という。）：受

注者としては、市民が区役所を利用している中での工事に

なりますので、調整などが様々必要です。また、土木系の

工事と建築系の工事が混在していることから、両方に精通

した技術者を配置する必要があったため、そういった部分

で入札者が少なかったのではないかと考えています。 

 

建築課長：聞いていません。 

 

 

建築課長：先ほどご説明したような理由で辞退したのでは

ないかと考えていますが、実際にヒアリングをしていない

ため、詳細まではわかりません。 

 

建築課長：はい。やはり建築と土木の両方の知識を保有し

ている技術者を配置する必要があった点が、少しハードル

が高かったのではないかと考えています。 

 

建築課長：本工事は特殊な工事ではなく、一般的な工事で

す。よって、本市としましても、先ほどご説明しました理

由以外に考えにくいということであります。 

 

 

建築課長：はい。 

 

建築課長：市民が区役所を利用している中での工事となる

ため、業者の施工場所への進入路などが制限されます。分

離発注した場合には、進入路を利用する業者が重複してし

まうことになります。 

 

建築課長：区役所業務への支障ではなく、工事に支障が生

じるということです。複数の業者が同一の現場に入る場合

は、交通整理や業者間の調整が必要となり、場合によって

は調整が非常に困難となります。 

 

建築課長：はい。並行して施工する必要があります。 

 

 

建築課長補佐：元請業者が１者であれば、当該業者で施工

管理を行いますので、１つの進入路を利用することに制約

はありません。しかし、建築系と土木系のそれぞれで元請

業者が２者となり、別々の業者が１つの進入路を利用する

となれば、資材の搬入の日程、施工範囲、施工手順などの

調整が発生します。そういう調整が大幅に増加しますので、

１つの施設の敷地内の工事であることから、建築と土木と

を一括して、発注を行いました。 

 

建築課長補佐：本工事は建築と土木を明確に分けられるも

のではないと思っています。本工事における土木は、鉄道、
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いう印象を受けました。最近の世の中の動きとして、慣行

を壊していこうという流れが見受けられますが、必ずしも

それが良いというふうには思っていません。しかし、実質

的に一括する理由があるのかがわからないにもかかわら

ず、根拠のない慣行で建築課が一括発注を行っているので

あれば、違和感があります。 

 おそらく、入札者が少ない原因はそこなのではないかと

思いますが、どうしても建築課が一括で発注するしかでき

ないのでしょうか。 

 

山本委員長：土木と建築の積算基準は違いますよね。 

 

山本委員長：道路工事や舗装工事の場合は、土木工事の積

算基準を使用しますよね。本工事のように一括で発注し、

土木と建築が混在している場合、積算基準はどのようにな

りますか。 

 

山本委員長：建築に基づく積算基準ということであれば、

土木業者は、積算基準を理解できるのですか。 

 

 

 

堀委員：本工事を土木の積算基準で積算すると金額は変わ

りますか。 

 

堀委員：同じ工事で予定価格に差が生じるのであれば、ど

ちらの積算が適切であるのかという精査が必要ではありま

せんか。土木と建築の両方施工可能な業者は多くあります。 

 先ほどまでの説明では、土木と建築が混在した場合、通

常は建築課が発注するということですよね。また、建築課

で発注するため、割合が土木と建築で６対４であり、予定

価格に差が生じるとしても、建築の積算基準で積算すると

いうことですよね。それは、釈然としないものがあります。 

 建築課が発注するにせよ、土木系の市職員に積算を依頼

し、建築の積算基準と土木の積算基準の両方で積算した上

で、どちらの方が適切であるかを突き合わせることもでき

ると思います。客観的、素人的に考えると、その方が多方

面からの指摘に耐えられると思います。その方法も検討し

た結果、例えば、土木の積算基準では、この部分の積算が

行き届かず、建築の積算基準で実施した方が、適正な積算

を担保できるため、建築の積算基準を採用したという理由

があるのであれば良いと思います。しかし、建築課が発注

するため、建築の積算基準を採用しているということであ

れば、業者も参加意欲がなくなったのかもしれないと思い

ました。 

 市役所内での縦割りの仕組みがあるのは理解しており、

土木と建築それぞれにおいて、専門性が高い工事であれば、

混在するのは良くないと、専門家であればあるほど思い、

縦割りになるのかと思いますが、外部から客観的に見た場

合、同じ工事で積算方法が異なるのは、何故なのかという

道路、ダムなどの純粋な土木ではなく、施設に付随する駐

車場、その駐車場に接続する通路であり、一見、一般的な

道路に見え、土木だと言われれば土木なのかもしれません

が、一般的には建物の施設を建設する中で、合わせて施工

されるものであると考えています。 

 

 

 

 

 

建築課長：はい、違います。 

 

建築課長補佐：建築課で発注しているため、建築の考え方

に基づき、積算を実施しています。 

 

 

 

建築課長補佐：国土交通省の公共建築工事積算基準に則り

積算をしており、それは当然誰しもが見ることが可能なも

のになっていることから、土木業者にも理解されていると

思っています。 

 

建築課長：必ずしも同額になるとは限らないと思います。 

 

 

建築課長：今回の機械式駐車場は、建築確認の申請が必要

なものになり、基本的には、施設内の外構工事という考え

方で建築課が発注しています。 
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疑問を持たざるを得ません。 

 また、本工事では、機械式駐車場の装置と駐輪場のみが

建築であり、大半が土木工事かと思います。そういった意

味で言えば、建築課で発注されても良いのでしょうが、積

算は土木の積算基準を使用するべきではないかと感じま

す。 

 

堀委員：その区分けは理解できます。機械式駐車場周辺な

どの地面を踏み固めて道路を建設し、空いた部分に駐輪場

や駐車場を建設するということですね。それであれば、駐

輪場、駐車場共に建築課の分野であろうとは思いますが、

大半が土木部分を施工していると捉えるのが、一般的な見

方であろうと思います。 

 

山本委員長：業種は、土木工事で発注していますよね。 

 

山本委員長：土木工事で発注しているのであれば、普通は、

土木の積算基準に基づくものであると、業者が理解するの

が一般的ではありませんか。それにもかかわらず、建築の

積算基準で積算していますよね。業者からすると一般的で

はなく、土木業者が普段行っているような積算基準とは異

なる基準で積算されており、業者にとってはいかがなもの

かと思います。 

 

山本委員長：業者からすると、工事担当課が建築課かどう

かというのは関係ないですよね。建築課が発注しているか

ら建築の積算基準になるということを業者はきちんと理解

や認識することができるのですか。業種は、土木工事とし

て発注しているのではありませんか。 

 

山本委員長：そうであれば当然、土木の業者は土木の積算

基準で積算するのが一般的ではありませんか。 

 

山本委員長：不親切ではありませんか。市として、本工事

のように建築物が含まれる場合は、建築課が発注を行うと

いうことが、建築都市局と建設局との中での認識かもしれ

ませんが、業者がそこを認識しているかどうかということ

です。そのように棲み分けを行っているのは、市の都合で

あり、その棲み分けを業者は常識的に認識できているもの

なのですか。 

 

山本委員長：土木工事を希望業種としている当該ランクの

業者は多いと思います。それにもかかわらず、入札参加申

請者が２者であり、かつ、１者が辞退しているわけですよ

ね。 

 

中野委員：物理的に土木と建築で別々に設計書を作成する

ことなどはできないのでしょうか。 

 

中野委員：はい。あるいは、発注は建築課だとしても、土

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：はい。 

 

建築課長：今回のように外構工事という取扱いになると、

積算の方法は建築となります。 

 

 

 

 

 

 

建築課長：土木工事で発注しています。 

 

 

 

 

 

建築課長：今回は、発注図面などを確認すれば、土木発注

か建築発注かは一目でわかります。 

 

建築課長：これまでの実績を踏まえれば、業者は認識され

ていると思いますが、実際はどのように認識されているか、

ヒアリング等もしていないため、わかりかねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長補佐：建築課で建築と土木を別々に作成するとい

うことですか。 

 

建築課長：もちろん設計の段階から変わってきますが、物



15 

木工事の方が多いため、土木の積算基準で積算することは、

物理的に可能ですか。 

 

中野委員：それを今実施されていないのは、なぜですか。 

 

 

 

中野委員：役所の中での暗黙の了解として、そのように決

めておられるということですか。 

 

 

 

 

 

 

山本委員長：それは、建築物の建設が主であり、それに付

随する外構工事、例えば、住宅建設において、住宅本体の

建設があり、外構工事を付随して施工するという場合の話

ですよね。しかし、本工事は、元々あったバスロータリー

を整地した上で、機械式駐車場や駐輪場を建設する工事で

あり、建築部分は機械式駐車場と駐輪場のみで、土木工事

の方が主体のように思えます。それにもかかわらず、建築

物に付随する外構工事であるという位置付けが、一般的な

考え方なのかどうかということです。 

 もしこれが、西区役所の建物から駐車場に至るまで、施

設全体を建設するといったことであれば、建築であるとい

うことは十分理解できます。しかし、本工事は、建築が主

体というよりも、土木が主体であるように思えるため、建

築物に付属する土木工事と言えるのか疑問に思います。 

 さらに、一般的には、土木が主体ということであれば、

土木の積算基準での積算となるのではないかという疑問も

あります。 

 

堀委員：外構工事は建築課が発注し、建築の積算基準で発

注するといった堺市としての運用指針や取り決めのような

ことが書かれたものはありますか。 

 

堀委員：それであれば、建物に付随する外構工事として取

り扱うかの線引きは建築課が行い、「外構工事として取り扱

う以上、建築の積算基準で発注する」ということを慣例的

に行ってきたため、本工事についてもそのようにして発注

したということですよね。 

 

堀委員：そうですよね。建物があり、そこに付随する外構

工事ということは理解できます。しかし、本工事の工事そ

のものが明らかに土木が主体であるということについて

は、建築課としても土木工事で発注しているのですから認

識されていると思います。 

 そうであれば、建築課が発注するので、建築の積算基準

を使用しますというのは、間違っているのではないかと思

理的には可能であると思います。 

 

 

建築課長：先ほどからご説明しているとおり、建築物に付

随する外構工事は通常建築工事で施工しますので、建築課

として建築の積算基準により発注しています。 

 

契約課長補佐：例えば、今回と同様の工事を他市で発注す

る場合においても、同じ方法で発注するということであれ

ば、一般的な発注方法であると言えると思うのですが。 

 

建築課長：外構工事というのは、一般的に建築の積算基準

により発注するものという考え方かと思いますので、他市

でも同じような方法であるとは思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：そういった規定はありません。 

 

 

 

建築課長補佐：はい。建築課としては、やはり建築物に付

随する外構工事という認識が強かったため、そのように発

注しました。 
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います。建築課で発注すること自体は良いにしても、建設

局に依頼をして、土木の積算基準を使用して発注すれば良

かったのではないかと思います。結果としてはわかりませ

んが、そのようにすれば、先ほど委員長がおっしゃったよ

うに、もっと多くの土木業者が入札に参加してくれたので

はないかと感じます。 

 また、本工事は、普段の土木工事とは異なる積算である

ため、土木業者が設計書などを見た際に参加を見送ったか

もしれません。よって、わざわざ窓口を狭くするのは、例

えば、堺市の土木業者を育成する機会を失うこととなり、

もったいない気がします。 

 入札参加申請者が少なかった理由は、業者に対しヒアリ

ングを行っていないため、あくまでも仮定の話となります

が、そういった見方もあります。そうであれば、今までの

線引きをもう少し柔軟に考えても良いのではないかと思い

ます。 

 

山本委員長：機械式の駐車場というのは、設備であるため、

元請が外部から買ってくるわけですよね。それであれば、

極端な話でいうと、１台の機械式駐車場を建設し、残りは

全て土木工事だとしても、機械式駐車場があるため、建築

課での発注となり、建築の積算基準となるという解釈にな

りますよね。 

 しかし、市として、本当にそれで良いのですかというこ

とです。こういった機械式の駐車場というのは、元請業者

が造るわけではなく、買ってきたものを設置するだけであ

り、これが建築物であるため工事全体が建築課の所管とい

うことが釈然としません。 

 土木工事の割合が多く、土木工事を専門に行いたいとい

う業者にとってみれば、建築の積算基準で積算することが

手間のかかることなのであれば、入札をやめるということ

に繋がる気がします。 

 

山本委員長：本件は、一括発注については、やむを得ない

案件であったかもしれません。市として、こういった土木

工事と建築工事が混在する場合については、建築課から土

木工事として一括発注するという、建築都市局と建設局と

の間で共通の認識がされているということであれば、それ

は問題がなかったかもしれません。ただし、それは市とし

ての論理であって、受注する側にとって、その棲み分けが

本当に妥当なものかという検討はする必要があるのではな

いかと思います。 

 本件のように、土木を希望業種とする業者が多くいるに

もかかわらず、入札参加者数が少ないということを考える

と発注者側の都合だけではなく、受注者側のことも考えて

発注方法を検討する必要があるのではないかと思われま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：はい。 
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【第４号：勤労者総合福祉センターサンスクエアホール特

定天井改修工事設計業務（その３）】 

 

山本委員長：第４号案件につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

山本委員長：それでは、委員からご意見、ご質問をお願い

いたします。 

 

中野委員：この案件は何度も発注され、その度に非常に辞

退が多かったようですが、辞退の理由として、どう考えて

いますか。 

 

 

 

中野委員：結果的に、同一の業者が３案件とも落札してい

ますが、これについては何か推測される理由はありますか。 

 

 

中野委員：先ほど技術者が不足している、難易度が高いと

いう理由を挙げていましたが、本案件は、それほど業者に

とっては扱いづらい業務なのでしょうか。 

 

 

 

中野委員：そうは言っても、これだけ入札しようとされた

業者がいて、辞退したのも事実です。これは単純に技術者

が不足している、業務の難易度が高い等の理由のみで済ま

されるものでしょうか。 

 

堀委員：本案件は、予定価格は事前公表と事後公表のどち

らですか。 

 

堀委員：事後公表だからこれだけ入札金額にばらつきがあ

るということですか。 

 

堀委員：ですから、予定価格との比率が４００％の入札金

額といった高いものがあるのですね。色々な積算の仕方が

あるのでしょうが、１２７％のものもあり、やはり今まで

見ていた土木工事や建築工事とは何か違う感じがする価格

が並んでいる印象です。事前公表か事後公表かについての

決めごとはあるのでしょうか。 

 

堀委員：事後公表ですか。 

 

 

 

 

堀委員：事後公表であれば、辞退する理由が金額ではない

ということは明らかですね。 

 

 

 

（資料に基づき案件第４号の概要を説明） 

 

 

 

 

 

建築課長：入札参加業者に辞退理由のヒアリングを行いま

した。その結果、技術者の不足、業務の難易度が高いこと、

対象施設の設計を他者が行ったこと、価格競争案件であっ

たこと、求めている履行実績を有していないことなどを辞

退理由として把握しています。 

 

建築課長：結果としてそうなったと思うのですが、落札さ

れた業者の意欲が高かったのではないかと考えておりま

す。 

 

建築課長：特定天井改修工事設計業務は、東日本大震災の

際に天井が落下した案件が多くあり、これを機に改正され

た基準に則った設計を行うものです。比較的新しく、古く

からある基準ではないという点では扱いづらいとも考えら

れます。 

 

建築課長：ヒアリングをした結果、そういう意見が多かっ

たものですから、そういった理由であると考えております。 

 

 

 

友渕契約課管理係長（以下「契約課管理係長」という。）：

事後公表です。 

 

契約課管理係長：はい。その可能性があります。 

 

 

契約課管理係長：はい、基本的に国では全て事後公表とな

っております。 

 

 

 

 

 

契約課管理係長：はい。ただし、事前公表を採用すること

につきましては、法令上の制約等はありませんので、各自

治体の実情に応じた判断により、案件によってはそれぞれ

事後公表、事前公表を採用することは認められております。 

 

建築課長：はい。 
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堀委員：このことから、技術者が足りないというような理

由にならざるを得ないということですね。そうであれば、

発注時期をずらす、または違う建物の設計と一括発注する

等の方法は考えられなかったかと思うところがあります。 

 これは素人判断ですが、一括発注をすれば、技術者の数

はそれほど多くなくて済むのではないかと思います。ただ

し、建物一つ一つの設計を発注することが普通でしょうか

ら、自然な形であったとも思います。 

 おかしな話ではありますが、これだけ入札が成立しない

中では、工期を長めに取り、一括で発注してしまっても、

結果としては、同一の業者が全案件落札しているので、同

じことなのではないかという感じはあります。結果論なの

で、発注時点ではわからないですが、この結果だけを見る

と、そういう方法もあったのではないかという感じがしま

す。 

 建物は違っていても、業務の内容は全く一緒ですよね。 

 

堀委員：予定価格について、国は基本的には事後公表をす

るようにとのことですが、この案件に関しても、事前公表

にしていれば金額がこれほどばらけること無く、入札が不

調に終わらずに済んだという可能性は無いのでしょうか。

事前公表とすることは、可能性としてはあってもいいので

すか。 

 

堀委員：事前公表も良いように感じます。あまりにも入札

金額が予定価格を超過している業者は、しっかりと積算し

ていなかったのかもしれないという可能性もありますが、

入札を成立させる一つのやり方として、事前公表の方が良

いような気がします。何回も入札を行い、入札不調に終わ

ると、案件そのものの信用性が失われるため、なるべく避

けることが望ましいと思いますので、そういう工夫があっ

ても良いのかと思います。ただ、事前公表としたところで、

それが上手くいくかはわかりませんが。 

 

山本委員長：１回目と２回目との発注で、変更した箇所は

どこでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野委員：同一の業者が３件とも最終的には落札されてい

ますが、１回目の入札では、当該業者も辞退されています。

２回目に条件を緩和したことで当該業者の参加意欲が高ま

ったと言えるのでしょうか。 

 

建築課長：結果だけを見れば、委員がおっしゃることは考

えられたかもしれません。しかし、当初はそのようなこと

は当然想定されませんから、一括発注にして、それが不調

になったときのリスクを当然に考えなければなりません。

各施設の事業スケジュールに則って計画を進めていますの

で、なるべくリスクを回避するための一つの選択として、

このような発注をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課管理係長：必ず全ての案件を事後公表にしなければ

ならないということはありませんので、各自治体ごとの事

情を考慮して、どちらが最適なのかを選択することはでき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：履行実績の部分を変更しています。１回目にお

いては、一定以上の客席数等を満たす劇場等の設計業務の

履行実績を求めていましたが、２回目においては、客席や

建物の用途を限定せずに履行実績を求めました。 

 

契約課長補佐：審議案件４号の１枚目の資料、件名の横に

（その３）と書いてあるものが３回目に発注した際の概要

です。資料を２枚めくって頂きますと、１回目に発注した

際の概要がございます。それぞれの入札参加資格の欄に履

行実績を記載しております。 

 

建築課長：当該業者へのヒアリングにおいて、そこまでの

理由を確認していないためわかりかねますが、実際に要件

を緩和しておりますので、そのような理由があったかもし

れません。 
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山本委員長：令和元年度の６月の１回目の入札で全者が辞

退し、２回目は、入札はあったものの無効により取止めに

なった。２回目でも３回目の落札業者は入札しているが、

最低制限価格を下回っていたので無効になり、当然、当該

業者は、金額が低すぎたということがこの時点でわかり、

次回はもう少し金額を上げて入札しても落札できそうだと

思ったはずです。３回目で実際に金額を上げて入札し、９

６．５２％という落札率で落札できたということで、業者

は得をしたという結果になっています。 

 もし、２回目の入札金額で最低制限価格を下回っていな

かったら、３回目の入札では、もっと低い金額で入札した

はずなのに、２回目の入札が無効になったことから、もう

少し高い金額で入札しても大丈夫だと思ったわけです。し

かも、１回目は全者が辞退しているため、自身が入札すれ

ばこの案件は落札できそうだと推測し、高めの金額で入札

を行った結果、うまく予定価格のすぐ下の金額で落札でき

たということになります。 

 ３回目の入札では、３番札の約４００％は論外として、

別の業者も受注意欲があったと言えますね。ですから、１

回目、２回目、３回目と発注をしたために、事後公表であ

るものの、ある程度業者に予定価格の当たりをつけられる

状況にあったということと思います。 

 

山本委員長：落札業者は、１回目で辞退していながら、２

回目では最低制限価格を下回るような金額を入れてきてい

るわけですが、これはどう説明できますか。 

 

中野委員：今回、落札業者が２回目と３回目とで１００万

円程度、異なる金額で入札されていることに、私は違和感

を覚えます。他の、教育文化センターと栂文化会館ホール

の類似案件では、予定価格比で７０％台の金額で落札して

いるので、もし自分が当該業者であれば、この案件の３回

目の入札でも、７０％台後半から８０％程度の価格を予測

して入札すると考えるのですが、実際は２回目が７４．０

６％、３回目が９６．５２％と、ぎりぎりの金額で、勇気

のある入札をしてきたと思うのですが、この点について何

か要因は考えられますか。 

 

中野委員：２回目の入札金額が最低制限価格を下回り無効

であったため、想定されたということでしょうか。それを

考慮しても、２回目の入札金額の３３５万６千円が無効だ

ったのでそれ以上の金額で入札しなければならないという

ことはわかりますが、２回目と３回目の金額の幅が大きい

ことに違和感があって、委員長も、この落札金額について

は、業者は得しましたねという表現を用いていましたけれ

ども、少しここに不透明さというか、公平性が疑われるよ

うなことがあったのではないか、やや邪推かもしれないで

すが、そう思います。 

 ２回目の入札金額が最低制限価格未満で無効だったか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：そこまでの聞き取りをしていませんので、わか

らないというのが正直なところです。 

 

 

建築課長：先ほど委員長がおっしゃった内容が要因である

と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築課長：２回目と３回目とで履行実績等の要件を変えて

おりませんので、特段の理由は思い当たりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

ら、それ以上の金額で３回目に入札したという以外に、何

か別の要素というものはないのでしょうか。 

 

山本委員長：２回目の発注で履行実績の要件を緩和してい

ますが、３回目の発注では何も変えていない理由は何です

か。 

 

 

 

 

堀委員：単純に考えると、２回目と３回目の条件が変わっ

ていない中で、２回目の入札が不調であれば、３回目も不

調になる可能性はあったと言えます。それでも事業を進め

る必要があり３回目の発注をされ、何故か当該業者が最低

制限価格と予定価格の間に札入れをしてきたとなると、少

し不自然と言えば、不自然に感じます。 

これは全く関係ない事かもしれませんが、当該業者は、

堺市の建設工事等入札参加有資格者の入札参加停止一覧表

によると、令和２年５月１４日から８月１３日までの間、

履行成績不良のため、入札参加停止になっています。先ほ

どの説明によると、設計業務の工事成績評定点が６０点未

満ということらしいので、積算がそもそもあまり得意では

ないのかもしれません。そのようなことが想定されるにも

かかわらず、他の業者が７０％台で入札している中で、急

に９０％台に入札してくるというのは、不自然に感じます。

何の根拠もないことですが。 

 こうした疑念を持たれるのは、やはり３回も入札を行っ

て、不調が続いて辞退が多いということが原因の一つだと

思います。何が何でも入札をきちんと成立させることが全

て正しいとは思いませんが、この入札を成立しやすくする

ための工夫をもう少しした方が良いのではないでしょう

か。この手の設計は、多分難しいのだと思うのですが、何

か工夫を考える方がこのような議論にならずに済むのでは

ないでしょうか。方法はやはり予定価格を事前に公表する

ぐらいしかないと私は感じます。 

  

山本委員長：３回目は予定価格をほぼ当ててきたというこ

とですが、もし予定価格を超過して不調になっていれば、

第７号の案件に出てくるような不落随契になると、当該業

者はまた落札できる可能性が出てくることになります。そ

のような状況であるため、一か八か、予定価格からどのく

らいかということを想定して高い金額で入札した結果、落

札したというケースだと思います。 

 １回目、２回目の不調で、結果的に、業者側に主導権を

握られてしまったというような案件だと思います。しかも、

他の同時発注した教育文化センターや栂文化会館について

も、同一業者が落札しています。つまり、この業者にとっ

てみれば、他の２件の業務を落札しているわけであり、落

札できなくても良いから予定価格に近い金額でとりあえず

入札すればよく、仮にそれが不調になった場合には、不落

 

 

 

建築課長：本案件は、東日本大震災を契機として法律が変

わった上で対応しなければいけないという案件ですので、

一定の履行実績の条件をつける必要がありましたが、１回

目から２回目の発注でこの条件を緩和しましたので、３回

目の発注に際しては、これ以上条件を緩和するということ

は難しいというものでした。 
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随契という可能性も出てくるということで、予定価格の少

し下のところを狙って入札すれば上手く落札できたという

ことが実態と思われます。 

 したがって、そもそも１回目、２回目の入札がなぜ不調

になったのかというところが問題なのです。３回目に入札

が成立したとは言うものの、１回目、２回目が不調になっ

たということを、やはり重く受け止めなければいけないの

かなと思います。 

 

山本委員長：この案件は、３回目まで入札を行って、そこ

まで業者が決まらなかったという、まれな案件かと思われ

ます。１回目と２回目の発注の際に、参加可能業者数が十

分であると確認されていたにもかかわらず、実際の参加者

数が少なかったことを鑑みると、１回目、２回目のところ

で何か工夫ができなかったのかということを感じます。し

かも、その他の案件も全て同一業者が受注しているという

ことも、結果的に見れば不自然とも言えるわけで、競争性

が発揮されたとは言えません。 

 本案件については、２回目と３回目は、同一の内容での

発注を行った結果、他案件と落札業者が同一業者であるに

もかかわらず、他案件と比べて落札率が極めて高いという

状況になっています。そこで、発注当初からの発注方法、

あるいは入札の参加条件というものが適切であったのかど

うかを検証する必要があると思われます。 

 また、実際の参加者数が少ないということは、参加者数

をより増やして、競争性が発揮できる方法がないかという

ことを検討した上で再発注するということが必要であった

と言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５号：浜寺船尾町東ほか下水管耐震化工事（１－１）】 

山本委員長：それでは、第５号案件に進みたいと思います。

第５号案件について、事務局から説明をお願いします。 

 

山本委員長：説明が終わりましたので、御意見、御質問を

お願いいたします。 

 

中野委員：まず、この案件も辞退の方が多いように思える

のですが、辞退の理由について、どのような内容を聞かれ

ていますか。 

 

 

 

 

中野委員：技術者がいないというのは、これは特殊性があ

るということですか。 

 

 

 

 

中野委員：この案件の特質からということではないという

 

（資料に基づき案件第５号の概要を説明） 

 

 

 

 

 

成田下水道建設課建設第一係長（以下「下水道建設課建設

第一係長」という。）：はい、全ての辞退者に確認したとこ

ろ、意見が多かったものとしましては、配置可能な技術者

が他の工事に従事しており、今回の工事には配置できない、

工事の採算が合わない、積算の時間がなかった、会社が繁

忙期にあったなどの理由でした。 

 

下水道建設課建設第一係長：監理技術者のことを示してい

るのだと思います。 

会社で雇用している監理技術者が他の工事に配置されて

いて、本件には配置できなかったという意味合いだと思っ

ています。 

 

下水道建設課建設第一係長：はい。 
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ことですか。 

 

中野委員：通常は調査基準価格を下回る入札が多いという

ように伺っていますが、今回は、調査基準価格を超える金

額の入札が多いようです。その理由は確認していますか。 

 

 

中野委員：複合管の工事は、堺市では採用実績がないので

すか。 

 

 

 

 

 

 

堀委員：機械を使った特殊な工事の技術がいるということ

ではないのですか。 

 

 

堀委員：それでは、少し高めに値段が出たのはなぜなので

しょうか。 

 

 

 

 

堀委員：要するに、国道の下を通る工事ですか。 

 

堀委員：国道の下をくぐる工事であれば、その国道自体の

通行を止める必要はないのですよね。 

 

堀委員：そのために、その工事だけではなく、工事に付帯

する警備員なども必要になるということでしょうか。 

 

堀委員：その分の金額が上乗せされている可能性があると

いうことですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道建設課建設第一係長：国道や府道が絡む現場である

ため交通量が多いことや、世間では広く実施していますが、

堺市では採用実績が少ない複合管の工事であることなどが

要因かなとは想像しています。 

 

下水道建設課建設第一係長：堺市ではこれまで、さほど交

通量が多くない場所や幹線管路以外の管更生の工事を主流

として実施している状況であったため、複合管の工事を実

施する機会がありませんでした。ただ、今後は増えていく

とは思います。 

 他府県では工事実績がある広く認定を受けた工法です

が、堺市では初めての採用だったというところです。 

 

下水道建設課建設第一係長：積算上も一般的な下水の標準

歩掛りで積算できる工事内容ですので、そのような認識は

しておりません。 

 

下水道建設課建設第一係長：おそらくですが、既設管の水

量が多いという条件も記載していましたし、交通量も多い

現場です。飲食店や遊技施設、公衆浴場などもあり、この

ような条件が重なると、なかなか工事がスムーズに進まな

いと業者が想定することもあるかと思います。 

 

下水道建設課建設第一係長：下をくぐる工事です。 

 

下水道建設課建設第一係長：国道自体は止めませんが、交

差点付近の通行は止める必要があります。 

 

下水道建設課建設第一係長：そうです。安全対策などの諸

経費も必要となると考えられます。 

 

下水道建設課建設第一係長：その可能性はあると思います。 

 

 

浦崎下水道建設課長（以下「下水道建設課長」という。）：  

我々は、落札決定した業者に対して落札後に、入札金額が

高くなった理由は何かというヒアリングはしておりませ

ん。 

今回のような複合管の工事というのは、既存の管に何も

流れていないところで実施するのに対して、現場は商業地

域にありますので、夜の一定の時間帯になりますと、下水

などの水量が一気に増えます。朝までに工事を終わらせる

には、それ以外の時間帯に工事をする必要があるという状

況になります。 

このようなことから、安全対策や深夜帯の経費なども加

算されるであろうと考えられますが、他の要素もあるかも

しれません。 

 



23 

堀委員：落札した業者に入札金額を決めた理由は訊けない

のでしょうか。 

 

堀委員：もう落札したのですから、訊いても問題ないので

はないでしょうか。 

 

堀委員：今回の案件はさほど特殊な工法でもない工事であ

り、従来であれば調査基準価格を下回る額で入札する場合

が多いのに対し、今回は上回る額で入札した。それはなぜ

なのかというところが、私の一番大きな疑問なのです。 

 

堀委員：辞退した業者の辞退理由はよく分かりませんが、

やはり他の工事が多くてという理由だと想像すると、入札

金額が高いのはなぜかという疑問を解消するのに一番いい

方法は、入札金額を決めた業者に訊くことではないでしょ

うか。落札できなかった業者に訊くと、なぜそんなことを

訊かれないといけないのかと言われるかもしれませんが、

落札業者には訊くことが出来るのではないでしょうか。 

 

 

 

 

堀委員：ぜひ、世間話のように訊いてみてください。そう

すれば、謎が解けると思います。 

 

山本委員長：本案件につきましては、落札率が高く、調査

基準価格を上回って落札されています。調査基準価格を設

定する案件では調査基準価格を下回ることが多いと伺って

いましたが、この案件は予定価格に近い落札額であり、さ

らに辞退者も多かったという理由で、抽出しました。 

 この案件は、下水管の管更生工事ということで、特別な

工事ではないというものの、複合管という工法を採用した

工事でした。堺市ではまだ実績が少ない工法であり、また、

国道の下をくぐるという難易度が高い工事であったという

ことなどの条件が、高い落札率につながったということが

考えられます。 

ただし、入札結果としては、予定価格以下で入札してい

る業者が６者いることから、入札そのものに不自然な問題

があったというわけではないと思います。 

今後、この複合管という工法を採用したいろいろな工事

を発注する機会が増えてくると思われますので、やはり、

より競争性を確保するという点から、市の積算方法、ある

いはその条件を明示する方法など、さらに見直しをする余

地や可能性がないかということを継続して検討していただ

ければと思います。 

 

 

 

 

 

下水道建設課長：訊けないということはありませんが、訊

くことはしていません。 

 

下水道建設課長：業者側としましても、やはり企業秘密と

考えているところがあるかもしれないと思います。 

 

下水道建設課長：はい。 

 

 

 

 

下水道建設課長：この案件の開札は令和２年５月１８日で

す。これは、新型コロナウイルスの感染拡大などで大変な

時期に積算や入札をしています。辞退された業者は、複数

の工事を請け負っていて、そのためにこの入札に参加する

ことができなかったという理由もあるのではないかと思い

ます。 

また、入札の金額が高いということにつきましては、国

土交通省から、新型コロナウイルスに関する経費などに関

して様々な通知が出ています。そういうことも踏まえ、あ

る程度高い金額で入札されたというのもあると思います。 

 

下水道建設課長：はい。分かりました。 

 

 

下水道建設課長：ありがとうございました。 
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【第６号：深井清水町ほか配水管布設工事】 

山本委員長：それでは、続いて審議案件の第６号案件の概

要について、事務局から説明をお願いします。 

 

山本委員長：説明が終わりましたので御意見、御質問をお

願いいたします。 

 

中野委員：この案件は、設計図書の訂正があったというこ

とですが、この訂正が生じたことにより、入札日程の変更

をされたということですか。 

 

中野委員：この訂正により、入札の結果に何か影響があっ

たのかということをお聞きしたいと思います。 

 

 

中野委員：なかったのですか。 

 

中野委員：この案件は、無効札が非常に多く、しかも多い

だけではなく、同じような入札金額で無効になっています。 

 これは、その訂正がある程度影響したのかなと思います

が、そのあたりの因果関係はどうですか。 

 

 

 

 

 

中野委員：では、この誤記が影響してないとして、この無

効札の多さや、あるいは無効札の金額が似たような額にな

っているという部分についてはどういう理由があると思わ

れますか。 

 

山本委員長：すみませんが、端数調整というところをもう

少し説明を加えていただけますか。 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員長：そうですが、予定価格が事前に公表されてい

る場合の最低制限価格の算定ですよね。約５，１５０万円

のうちの１，０００円、２，０００円の差ですよね。実際

に堺市が算定した最低制限価格と一致したのは２者で、こ

の２者がくじになっているわけです。特に入札の手続きに

問題があるというわけではありませんが、先ほどの端数調

整というものにより、堺市が算定した最低制限価格の末尾

が３，０００円ではなく２，０００円になるということは

絶対にないのですか。 

 

 

（資料に基づき案件第６号の概要を説明） 

 

 

 

 

 

橘事業サポート課契約係長（以下「事業サポート課係長」

という。）：はい、そうです。 

 

 

奥川水道サービスセンター再整備担当課長（以下「水道サ

ービスセンター再整備担当課長」という。）：はい、影響は

なかったと考えております。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：はい。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：訂正した内容は、

口径２００ミリから口径３００ミリへの訂正です。それに

より入札金額が違ったのではないかという御指摘だと思い

ますが、そこにつきましては、金額的に言いますと、例え

ば１，０００円程度の差額ではありません。材料費だけで

言いますと、１９万円差がありますので、仮に訂正前の条

件で積算したとしても、１，０００円の差にはならないだ

ろうと推定しております。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：そうですね、１，

０００円から２，０００円の差ということですので、端数

調整により、接近した金額の入札になったと予想されます。 

 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：予定価格は事前公

表されていますから、そこから最低制限価格を類推して入

札をします。積算をするときに、例えば、１００円以下は

切り上げる、切り捨てるというように端数を丸めることが

あります。それにより今回は、算定した最低制限価格に１，

０００円、２，０００円の差が生じ、結果として２者だけ

が堺市が算定した最低制限価格と同額になり、残る４５者

がそれを下回ったのではないかと予想されます。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：堺市側の積算が、

ですか。 
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山本委員長：はい。 

 

山本委員長：堺市が算定した最低制限価格の末尾が、もし

２，０００円であった場合は、もっと多くの業者によるく

じになったわけですよね。堺市が算定した最低制限価格の

末尾が、今回は３，０００円ということですが、その端数

調整の方法によっては、末尾が２，０００円ということに

なることはないのですか。 

 

山本委員長：絶対にならないのですか。 

 

山本委員長：そうしますと、業者側が行った端数調整とい

うのは、どういうものなのでしょうか。何となく腑に落ち

ないのですが。 

 

堀委員：増額になるというのは不自然に感じます。 

 

山本委員長：よく我々もテストの採点をしていて、間違っ

た答えがたくさんあった場合には、もしかすると出した問

題が間違っていたのかなと自信がなくなってくるというこ

ともあります。しかし、この案件は絶対に間違いない、堺

市が算定した最低制限価格の末尾は３，０００円で、絶対

に間違いないと確証が持てる最低制限価格の算定方法だと

すれば、予定価格は公表しているわけですから、１，００

０円、２，０００円の差でこれだけ多くの業者が並ぶとい

うのは、何となく不自然な気はしませんか。 

 

 

 

 

 

堀委員：１，０００円単位でそうなるのですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野委員：それでは、この金額というのは、端数調整とい

うよりも、その４費目の計算の違いがここに表れていると

いうことでしょうか。 

 

 

中野委員：そのずれは、このように１，０００円や２，０

００円という小さい金額のずれに影響するものなのです

か。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：ありません。 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：ならないです。 

 

 

 

 

 

 

水道サービスセンター再整備担当課長：ならないです。 

 

 

 

 

 

 

 

事業サポート課係長：先ほど山本委員長がおっしゃられた

最低制限価格の算定式といいますのは、予定価格を算出す

る上で必要となる直接工事費、共通仮設費、現場管理費、

一般管理費の４費目において、直接工事費であれば９７％

を乗じるなどのルールがあらかじめ定まっています。その

計算式の中で端数処理の方法についても事前公表されてお

りますので、市の最低制限価格の算定としましては、直接

工事費以下、それらの数字が間違っていなければ、確実に

この数字になるというところは言えます。 

業者にとっては、予定価格は公表されていますが、直接

工事費などの詳細な数字を１００％積算できずに誤差が生

じれば、最低制限価格の算定において多少のずれが出てし

まうということが考えられるのかなと思います。 

 

事業サポート課係長：１，０００円単位とは限りませんが、

予定価格は公表されているものの、直接工事費以下がいく

らという内訳までは事前公表はしておりません。それらの

答え合わせが業者の中で最終的にはずれていたのかなと思

います。 

金抜設計書を公表しておりますので、直接工事費などで

正確に積み上げた数字を算出すれば、後はそれぞれの率を

掛けていき、４費目が完璧に市と同一のものになれば、最

低制限価格は同じ金額になるはずです。 

 

事業サポート課係長：そうなると思います。 

 ただ、業者の積算においても、端数を切り上げるか切り

捨てるかという調整により、最終の金額がずれた可能性も

あるのかなと思います。 

 

事業サポート課係長：そうですね、これまでの開札結果か

らしますと、こういうケースは多々ありますので、あまり

珍しいことではないのかなと感じています。 
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山本委員長：同じ積算ソフトを使っても、１，０００円、

２，０００円の差が出てくるということでしょうか。 

 

 

 

 

山本委員長：当然、これだけの業者数ですから、皆さん独

自の積算をするのではなく、きっと標準の積算ソフトを使

っているはずですよね。それで、１，０００円、２，００

０円を外したのだろうということです。 

 本案件は、入札の参加者４９者のうち、最低制限価格を

下回った者が４５者という、最低制限価格を下回った率が

最も高い案件でした。また、途中で影響がなかったとはい

え、設計図書の訂正があったということで、抽出させてい

ただきましたが、設計図書の訂正に対する周知については、

全員に連絡され、ホームページでも掲載されたということ

で、特に影響はなかったものと考えられます。 

 この設計図書の訂正は、入札の金額に影響がなかったと

いうことで、今回は良かったですが、今後、こういった単

純なミスによって訂正が起こらないように、適切な対策は

取っていただきたいと思います。 

 また、入札の結果としては、最低制限価格の２者による

くじとなっていますので、入札としても特に問題はなかっ

たと考えられます。 

 ただ、先ほどの積算の誤差というのがもしなければ、も

っと多くの業者によるくじ引対象ということになった案件

でもあります。先ほどの説明では、市側としては適切な金

額で設定されているということですが、このような１，０

００円、２，０００円の違いの金額で下回って無効となっ

たということで、改めて確認をしていただければと思いま

す。 

事業サポート課係長：私が認識している積算ソフトは、予

定価格から逆算して算出するタイプだったかと思います。

これについても、市積算の一般管理費で数字を丸めていま

すが、その数字の読み違えによっては、同様にずれてくる

ところはあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第７号：東百舌鳥中学校ほか１０校特別教室空気調和設

備工事設計業務】 

 

山本委員長：それでは、第７号案件につきまして、事務局

から説明をお願いします。 

 

山本委員長：説明は終わりましたので、ご意見、ご質問を

お願いいたします。 

 

中野委員：このように何回も入札をしなければならなくな 

ったのは、辞退や無効が多いからですが、その理由につい 

てどう思われていますか。 

 

 

中野委員：４月に積算基準が変更になったのですか。 

 

 

 

 

 

 

（資料に基づき案件第７号の概要を説明） 

 

 

 

 

 

南口施設課主幹（調整担当）（以下「施設課主幹」という。）：

業者へヒアリングをした結果は、今年の４月から積算基準

の告示内容に変更があり、うまく理解ができていなかった

ということでした。 

 

施設課主幹：変更の内容は昨年度に告示されています。変

更については、大阪府や建築士会等で説明会をされており、

今回の業務について、その告示内容に基づいて発注すると

仕様書に明記して発注しました。 
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中野委員：昨年度のいつ、変更の告示があったのでしょう

か。 

 

中野委員：変更があればすぐに対応ができないということ 

は、他の例でも言えることではないのでしょうか。 

 

 

中野委員：変更直後ではなく、現時点で同じ入札をした場 

合は、結果が違ってくると思いますか。 

 

中野委員：積算基準の告知について、市として今回すべき

であったことや、今後どうしていくべきかということはあ

りますか。 

 

 

 

 

 

 

山本委員長：入札の場合には、応札する業者の努力でその 

価格をどの程度まで下げても請負えるかという、企業努力

があって、予定価格より下の金額で入札してくるというこ

とが考えられます。標準報酬についても、そのような企業

努力の意図が反映されることはあるのでしょうか。 

 

 

山本委員長：市側の積算基準が正しくなかったと思ってい 

るわけではなく、業者にとっては努力しろの部分だという

意識があり、下回る金額で入札した結果、無効になったと

いうことはないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員長：入札した業者は、標準報酬が高くなっている 

ということを認識されていなかったために、まさか無効に

なるとは思っていなかったのかもしれませんね。 

 

山本委員長：もちろん事前に言っておられたと思いますし、

そこまで親切にする必要がないのかもしれませんが、変更

があったことを通知するなどが必要であったのではないの

でしょうか。 

 

山本委員長：国の基準なのであれば、堺市だけではなく、 

他自治体など他の公共事業の入札でも同じように無効にな 

 

施設課主幹：手元に資料がないためわかりません。 

 

 

施設課主幹：そのように思いますが、建築士というプロの

世界において、積算基準の内容は、本来知っていなければ

ならないものと考えています。 

 

施設課主幹：はい。おそらく現在は理解されているのかな

と思います。 

 

施設課主幹：今回の告示内容は、標準報酬について非常に

大きな変更を伴うものでした。今回の案件の場合は、標準

報酬が以前の積算金額よりも高くなるケースでしたが、

様々な条件で安くなるケースもあり、一概に市が周知する

ことでは改善できず、業者側で学ぶ努力をしていただかな

いといけないものです。当然に、建築士という建築物の設

計業務を生業とする者としては、理解していただかなけれ

ばならない部分ではないのかなと思います。 

 

施設課主幹：市が予定価格を積算するにあたっては、当然、

国土交通省からの指導がありますので、標準報酬を下げる

という積算はできません。それに基づき予定価格が決まり

ます。一方で、委員長がおっしゃるように、企業努力によ

って予定価格を下回る金額で請負うことができる業者はい

くらでもいると考えます。 

 

永野施設課長（以下「施設課長」という。）：積算基準と

いうのは概ね公開されていますので、おそらく仕様書をし

っかり読んで、条件を読み解き計算すれば、予定価格とほ

ぼ同じような金額が出るかと思います。そこから、委員長

がおっしゃるような、企業努力を反映して入札をする。そ

の結果が、今回の結果になっているというところまでは想

像できます。 

 個人的な意見にはなりますが、この設備設計業務につい

ては、普段は建築設計業務の下請で入る業者が多いので、

普段の建築設計事務所との契約の中では、そういう努力し

ろとされているのかなということは推測できます。 

 

施設課主幹：そうかもしれません。その点については、知

る由もなく、ただ、わかっているのは、業者が告示内容に

慣れていなかったということだけです。 

 

施設課主幹：仕様書に記載させていただいていますし、や

はり建築士関係の登録の所管は大阪府をはじめとする都道

府県ですので。 

 

 

施設課主幹：そうかもしれません。 
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っているかもしれないということですよね。 

 

堀委員：同じ時期に、まとめて同様の設計業務を４０件発 

注していますが、多すぎませんか。 

 

堀委員：不落随契の理由を見ると、竣工するべき期日が決

まっているからなんとかしてやらなければならないという 

内容ですが、４０件を一気に発注する形にしなくても、平

準化することはできなかったのですか。 

 

堀委員：令和２年５月よりも前に発注することはできなか

ったのですか。 

 

 

 

 

堀委員：予算については施設課の範疇ではないかもしれま 

せんし、本年度の予算ではないかもしれませんが、その前 

に予算は組んであるのですよね。 

 

堀委員：そうですよね。 

 

 

堀委員： 要するに、結局のところは、一気に竣工しなけれ

ばならないため、一気に発注するということでしょうか。 

 

 

堀委員：一気にやることによって、今回のように上手く落 

札ができないことが発生したときに、本来すべきではない 

不落随契や自主設計をしなければならなくなるのではない 

でしょうか。 

 

堀委員：不落随契は、仕方なくするものであって、本来す

るべきものではないと思います。 

 

 

堀委員：おっしゃることはわからなくもありませんが、や

はり一気にやらなければならないという考え方では、今回

のように上手くいかなかった場合にフォローができないの

ではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

堀委員：作業面の問題ですから仕方がないでしょう。 

 

堀委員：頑張ればできる、だけどできていませんよね。 

 

 

施設課主幹：以前も同様の手法で発注させていただいてい

ます。 

 

施設課主幹：平準化をすると、結局、来年の夏までの全校

へのクーラーの設置ができません。予算上、当然、後ろ倒

しをすると来年の夏には間に合いません。 

 

 

施設課主幹：このような大きな事業となると、当然、議会

の議決を経て予算をいただかなければなりません。令和２

年度の予算である以上、平成３１年度の予算に前倒しする

ことはできないことから、令和２年５月よりも前に発注す

ることはできません。 

 

施設課主幹：仮に、令和２年５月よりも前に発注しようと

すると、平成３１年度の当初予算審議である平成３１年２

月議会で予算審議を行う必要があります。 

 

施設課主幹：つまり、前倒しができるという理論はその前

の年度にも言えるので、結局同じことが続きます。 

 

施設課主幹：一気にやらないと、市民ニーズに応えること

ができません。できるのに遅らせる理由がどこにあるのか

ということになります。 

 

施設課主幹：本来あってはならないという意味がわかりま

せん。 

 

 

 

施設課主幹：結局のところは、事業ですから、いつまでが

目標で、そのためのスケジュールという考え方に基づいて

行っています。 

 

施設課主幹：契約上の理由だけで、クーラーを待っている

生徒児童を待たせることはできません。普通に入札が成立

していれば夏に間に合うものが、上手くいかないかもしれ

ないという理由だけで平準化を取ると、夏に間に合う学校

と、間に合わない学校が出てきます。それは、なかなか学

校施設を管理する上では難しいと思います。一般市民、保

護者等への説明が難しいのです。 

 できる学校があるのに、できない学校になぜできないの

かを問われたら、入札を平準化するためという理由だけで

は、説明しきれないと考えています。 

 

施設課主幹：頑張ればできるものだと考えています。 

 

施設課主幹：頑張ればできるというのは、入札行為をでき
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堀委員：それは、申し訳ないですけれども、私が聞くと、 

子どもを人質に取って言っているようにしか聞こえないで 

す。前倒しするのなら前倒しして平準化すれば良いのでは

ないですか。そうしなければ、全校同時にクーラーを入れ

ましょうとはできないでしょう。 

 

 

 

 

 

堀委員：スケジュール通りにいけば問題ないということで 

すが、４０件発注して不落随契や自主設計となっているこ 

とは偶然ではないと思います。今回のスケジュールを立て、 

全部同時に５月に発注することによって、結果として、こ 

うなることは予測されていなかったのかもしれませんが、 

業者が設計したものと自主設計したものでは差が出るとい 

う点で不平等はないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

堀委員：差が出ないのであれば、全て自主設計すれば安く 

て良いのではないですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀委員：過去の発注も全部入札が成立したという話ではあ 

りませんよね。自主設計したものがあったと思います。や

はり、一気に行うということのハードルが高いのではない

でしょうか。 

 平準化する方が不調のリスクは分散するし、７月に入る

学校と９月に入る学校と、６月に入る学校があるかもしれ

ないですが、それは作業の進捗なので仕方がないのではな

いかと思うのです。文句を言う保護者もいるかもしれませ

んが、それはやはりしっかりと説明すれば良い話であると

思います。 

 

るという意味で、平準化したときには、なぜできるものを

しなかったのかという問題になります。 

 

施設課主幹：子どもを人質にしているわけではなく、求め

られているということです。昨今、非常に夏は暑いので、

１日でも早くクーラーをつけてほしいというニーズです。 

 来年の夏に間に合わせましょうという合意形成ができた

段階で、スケジュールを考えるわけですから、一気にやら

ない場合は、翌年度となり、学校によってクーラーの導入

時期が変わることになります。そうすると、他の学校はな

ぜ前倒し、全校同時としなかったのかということになりま

す。 

 

施設課長：結果としましては、自主設計しようが、業者に

発注しようが同じだと思います。本来、教育委員会の施設

課というのは、普段は学校施設の維持管理業務を主たる業

務としており、今回の案件につきましては、内部の都合に

より、教育委員会で設計発注する形になりました。 

 事業目的については繰り返しになりますけれども、最近

の猛暑に対して子どもたちの健康、教育環境を整えるため

に一刻も早く空調の整備をするということであり、そのた

めには平等責務として、やはり同時に供用開始すべきであ

ろうということで、今回、中学校については一括で発注し

ています。一括発注については、過去に複数の案件、設計

などの実績もありました。 

 

施設課長：先ほどの繰り返しになりますけれども、今回、

我々の第一目標としては、全校同時に供用開始を目指すと

いうものでした。過去の実績で複数件ある設計業務につい

ても無事に入札で成立しているということもありましたの

で、今回も一括発注して、問題なく執行されるであろうと

いう計画でした。 

 

施設課主幹：今回は、不落随契をしましたが、もしできな

ければ当然、自主設計等々になったのかと思います。 

 

施設課長：我々は、事業の目的を達成するために、不落随

契という制度を使わせていただいたという認識です。 

 

施設課長：決して不落随契だけに甘えているわけではあり

ません。自主設計をせずに再発注を行えば、２カ月程度の

待ち時間が生まれます。この時間を有効に使って、少しで

も自主設計することによって、事業目的である令和３年７

月の供用開始のために、少しでも努力しているところです。 
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堀委員：自主設計と不落随契の関係は、本来逆であるべき

です。落札されないから、金額は上がっても致し方なく発

注するものが不落随契です。公共工事は、入札を前提にす

るものであり、基本的に不落随契をしてしまったらいけま

せん。 

 子どもたちの健康を目的に工事は行いますが、市として

入札の公正性は何よりも担保していかなければならないも

のです。不落随契を避けるために、平準化や工事業者に対

しての一定の説明等の情報開示については積極的にやるべ

きだと思います。これだけ入札金額と予定価格に差がある

のであれば、我々としては関係ありませんという話では、

それこそ子どもの健康を守れないのではないでしょうか。 

 入札の公正性を担保し、検査し、討議するこの場におい

て、不落随契が制度として存在するから、これを活用した

ことで事業ができたから良かったと考えておられるのであ

れば、極めておかしいと言わざるを得ないです。 

 入札がうまくいかないのは業者のせいであるとか、専門

家である建築士が確認を怠っている等の理由で３件の入札

を不調にし、子どもの安全を担保するために不落随契や自

主設計を行って、何とか自分たちが汗を流して、入札の不

調を取り返し、事業ができたのだというような言い方をさ

れると、それは違うと言わざるを得ないです。 

 このように言われると、腹も立つだろうし、違うと思わ

れるかもしれませんが、そういうふうに見る人がたくさん

いるということです。 

 

中野委員：不調理由について、もう少し検討する必要があ 

ると思います。先ほどの話で、市としては同時に発注した 

ことと今回の不調とは関係ないということなのですが、当 

初の話にあった、積算基準が変わり、業者が正しく積算で

きず、不調になったということであれば、１回目の入札と

再度入札の間に何か対応が必要であったと思います。 

 もう少し不調の理由を掘り下げて、それがもちろん履行

時期の問題かもしれませんので、疑いの目を持って検証し

ていくべきと思いますが、いかがですか。 

 

中野委員：事情は理解するのですが、要は、不落随契とい

う制度があるから、まあ不調でもいいや、何とかなるわと

いう疑いを持たれるような内容に今後はならないようにし

ていただきたいということだけです。 

 

 

 

 

中野委員：そうですね。月州中学校の不調でいうと、超過 

の入札がすごく多い一方で、予定価格よりもかなり低い入 

札金額で無効になっている入札や辞退もあり、こんなに違

いが出るのかなということが素人ではわかりづらいところ

でもあります。こういったところから分析されるなどして、

積算の基準が変わったから、難しかったからこうなったと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設課主幹：再度入札までの期間は、３日程度しかないと

いう事情がありますので、手が及ばなかったのは事実です。 

 １回目の入札後、再度入札までの間については、詳細な

情報が我々にも公表されないので、数者が最低制限価格を

下回っての無効であるということは存じていましたが、ど

のような形であったのか把握できませんでした。 

 

 

 

 

施設課長：不調の理由は、設計事務所間の普段の取引での

慣習のこともあるでしょうし、新しい基準の理解など色々

な要因があるとは思います。 

 設計事務所とこれからもお付き合いすることがあります

ので、状況を確認して、仕様書についても、極力内容が理

解しやすいきめ細かな記載を心掛ける等、色々な方法を考

えたいと思います。 
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いうことで終わらせないようにしていただきたいなと思い

ます。 

 

山本委員長：本案件につきましては、不調の理由は、業者

側が、積算基準が改正されたことを理解してなかったとい

う説明でしたが、その場合は、この開札の結果を見ますと、

少なくとも２者には受注意欲があったと考えられるわけ

で、もし積算基準の変更を認識して入札していれば、この

１回で契約が成立した案件だと言えると思います。 

 もちろん期間という時間的な制約が、文部科学省の補助

金の関係や、履行期間というものによりあったということ

はわかりますが、そういったことがあるならば、再発注を

する余裕がないことは始めから想定できたと思います。そ

うすると、１回目が不調にならないように、積算基準が変

わったということを、一方的に業者側の責任だとして突き

放すのではなく、市側としても、もっとわかりやすい情報

提供ができなかったのか、そういう努力をしても良かった

のではないかと思われます。 

 他の委員のご意見にもありましたように、不落随契が最

後の砦にならないような努力を、やはり発注側としてもし

ておく必要があったのではないかと考えられます。この同

時発注の４案件のうち、１案件しか成立しておらず、また、

２つの案件についてはもともと無効と辞退しかなかったこ

とから、不落随契の対象にもならないということになりま

す。その場合、自主設計されたということなのですが、そ

うならないような努力をやはり、やっておくべきだったの

ではないかと思います。 

 それから、空気調和設備の導入時期については、一斉に

やる必要はなく、できるところから入れてあげたらいいの

ではないかと思います。平等の考え方ということも、もう

一度見直していただく必要があるのではないかと思いま

す。入札参加者が少ないということが、根本的な課題にな

っていて、不調にならないように、この登録業者に対して、

なぜ入札に参加しなかったのかという理由等を分析してい

ただくことが、今後不調を起こさないような対策になるの

ではないかと思います。業者に、そこまでするかという意

見はあるかもしれませんけれども、タイミング的に不調で

あったら困るのであれば、それなりの発注側の努力という

ものも必要であったのではないかと言えると思います。 

 今後、さらに検討していただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員長：以上で、本日予定しておりました抽出案件の

審議は全て終わりました。全般を通じて何かありましたら、

ご発言をいただければと思います。 

 

中野委員：今回は辞退や無効の案件が多く、あまり入札の

制度が機能してないような議案が多かったように思いま

す。いつも同じような案件をこの委員会で扱わせていただ

いて、なかなか改善につながることが難しいなと思ってい
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るので、できればこの委員会だけで問題点を指摘するとい

うのではなく、改善につながるような形に持っていってい

ただければと思います。 

 

堀委員：入札がどうかというよりも、それぞれの部署の考

え方があって、それを守って仕事をすることが公務員とし

て正しいことなのだと思いますが、発注を伴うと自分の部

署だけで成立するわけではなく、発注を受けた業者や発注

された工事によって得る利益を享受する人というように多

くの人にかかわってくる話ですので、自分の部署のやり方

だけではうまくいかないということをちゃんとわかってほ

しいなと思いました。 

 平たく言ってしまうと、行政の、市役所のこだわりの壁

というのはかなり分厚く、私も多くの取材をして、色々な

自治体の記事を書いてきましたけれども、堺市においても、

やはり壁が分厚いという認識をしました。公正な入札を行

うための担保を皆で理解してやっていけるような仕組みを

作っていくことが重要で、条文どおりに進めることも大事

ですけれども、根本的なところをわかっていただくことが

一番の早道かなという感じがしました。 

 特に、第３号案件は、隣にいるのだから話せば良いのに、

なぜそれができないのかなと思いました。第７号案件も、

しっかりと進めなければならないのはよくわかりますが、

学校に対して平等に進めなければ怒られるということが透

けて見えてくる。やはりそこは、市民はそうは思ってない

だろうと思う次第です。 

 

山本委員長：ありがとうございました。事務局から何かあ

りますでしょうか。 

 

 

山本委員長：それでは、これをもちまして令和２年度堺市

入札監視等委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約課長補佐：はい、事務連絡になります。次回の入札監

視等委員会は、令和３年５月下旬頃の開催になりますので、

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 


