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令和 3 年度堺市入札監視等委員会 議事概要 

１ 開催日時  令和 3年 11月 24日（水）午後 1時 30分から 5時 00分まで 

 

２ 場 所  堺市役所高層館 20階 第一特別会議室（堺市堺区南瓦町 3-1） 

 

３ 出席委員  3名 

 

４ 審議対象期間  令和 2年 10月 1日から令和 3年 9月 30日まで 

 

５ 会議の概要 

(1) 委員長の選出及び委員長職務代理者の指名の報告 

   中野委員の委員長選出及び堀委員の委員長職務代理者への就任が追認された。 

 (2) 堺市入札監視等委員会要領の改正 

   規定の整備を行うことについて、事務局から説明を行い、委員から了承を得た。 

 (3) 令和 3年度における堺市入札監視等委員会の取扱い 

   令和 3年度における堺市入札監視等委員会の会議は、年 1回の開催とすることについて、

委員長から説明を行い、委員から了承を得た。 

(4) 報告案件 

審議対象期間中における契約状況、入札参加停止措置等の状況について、事務局から報告を行っ

た。 

(5) 審議案件 

堺市が契約締結した次の種別の契約（総契約件数 669件）のうち、委員が抽出した 7件について、

事案ごとに担当課に入札・契約の過程及び内容の説明を求めた上で審議を行った。 

種     別 内     訳 

建設工事 予定価格 250万円を超えるもの 

工事関連業務 予定価格 100万円を超えるもの 

 

６ 審議の結果  これらの処理状況・事案は概ね適正であると認める。 

 

７ 委員からの質問とそれに対する回答等  別添のとおり 

【審議案件一覧】 

契約方法 業種 案   件   名 契約金額(税込み) 

一般競争入札 
（WTO案件） 

土木工事 家原寺配水場配水池更新工事 3,593,700,000円 

一般競争入札 
（総合評価） 

造園工事 （仮称）常磐町３丁公園整備工事（２期） 115,478,000円 

一般競争入札 その他工事 平尾歩道橋上部工架替工事（その２） 62,590,000円 

一般競争入札 電気工事 泉北水再生センターほか計装設備更新工事 36,278,000円 

一般競争入札 舗装工事 松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事 22,029,700円 

一般競争入札 
（総合評価） 

建築設計業務 
鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務 
津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務 

24,090,000円 
10,450,000円 

随意契約 土木工事 石津西町地内雨水管敷設工事 3,993,000円 
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別 添 

【家原寺配水場配水池更新工事】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

市の積算と業者の入札価格で乖

離の大きかった理由は何か。 

 

入札参加業者が、大規模な水道施設の更新工事に関する会社

としての実績作りという点も踏まえて、今回の工事については、

一般管理費を抑えたことで乖離が大きくなったものと考えられ

る。 

 

低入札価格調査における詳細調

査（ヒアリング）は具体的にどのよ

うな調査を行ったのか。 

 

 直接工事費に関する内容については、入札者から見積書の提

出を求め、主要な下請け業者及びメーカーに対し、直接電話に

よるヒアリングを行い、見積金額に間違いがないことを確認し

た。 

経費計算については、業者の積上げた項目に対して市積算の

率計算に含まれる項目を照らし合わせ、項目の抜けがないかの

確認を行った。 

 

ＷＴＯ案件では、なぜ「失格基準

価格」を採用していないのか。  

政府調達協定を実施するために地方自治法施行令の特則を定

めた「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令」に、最低制限価格制度は特定調達契約については

適用しない旨の規定がある。 

ＷＴＯ案件では最低制限価格を設定できないため、最低制限

価格と同様の効果になるおそれがある「数値的失格基準」は設

けるべきではないと考える。 

 

そもそも予定価格の設定が高す

ぎることはないのか。 

 適切な経費を漏れなく計上の上、国の積算基準に則った率計

算により本件の予定価格を積算しているので、適切に設定して

いるものと考えている。 

 

≪講 評≫ 

  本案件は、ＷＴＯ案件であるため失格基準価格の設定がなく、低い落札率ではあったが、低入札

価格調査により、実際の施工費用に係る直接工事費にも不当な積算は見られず、企業努力による節

減の結果であり、ダンピングの恐れがない、適正な施工が可能であるとの担保が取れていると考え

られる。 

ＷＴＯ案件においては、国際的な協定における入札であるため最低制限価格は設定できないが、

堺市においては、低入札価格調査によってダンピングや不適正施工の恐れを排除しており、現在の

入札方法に問題は見られないと考える。 

ただし、過当競争の防止や事務の効率化の観点からも、今後のＷＴＯ案件の低入札価格調査制度

における失格基準価格の設定などについて、国の見解や他市の動向も注視しながら、引き続き検討

を行っていく必要があると考える。 

 

≪令和 3年度堺市入札監視等委員会審議案件≫ 
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【（仮称）常磐町３丁公園整備工事（２期）】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

本工事は、技術評価点を加味し

た結果、入札金額が最も安価でな

い者が最終の評価値で逆転し、落

札者となった案件であったが、2順

位の業者の方が工事成績点に係る

評価項目の点数が高く、この点に

ついてはどのように考えているの

か。 

 

 

総合評価の評価項目として、企業の施工能力、配置予定技術

者の能力等を評価することにより、本市が指示する仕様に基

づいて、適切かつ確実に工事を遂行する能力を確認している。 

また、障害者雇用の有無等の地域貢献度・社会貢献度等を評

価することにより、本市域内で円滑に工事を施工する能力を

有しているかを評価している。 

 以上のように、総合評価落札方式は、技術評価点と価格を総

合的に評価して、落札者を決定する方式であるため、技術評価

点においては、価格以外の多様な要素を考慮するべきである

と考えている。 

 

現在の評価項目は、社会貢献に

関する項目が多くあり、工事品質

に直結する項目が少ないように感

じるが、例えば、配点の見直しなど

を行うことは可能なのか。 

現時点での配点は、企業の施工能力と配置予定技術者の能

力が満点 8.5点、社会貢献度等が満点 9.5点である。 

総合評価落札方式における評価項目は随時変更しているの

で、ご意見のあった評価項目の設定については、関係部局と連

携して、情報共有を図っていきたい。 

また、過去には配点見直しを行ったこともあり、今後も必要

に応じた見直しをしていきたいと考えている。 

 

これまで実施した総合評価落札

方式の工事では、価格競争のみの

工事と比べ、工事の出来栄え、いわ

ゆる工事品質という観点では、良

い効果が表れているのか。 

工事品質という点では、当課の過去 5 年の工事成績評定点

を調査したところ、総合評価の工事は 2件で平均 73.5点、総

合評価以外の工事は 18 件で平均 70.4 点であり、総合評価落

札方式を採用した工事の方が良い状況であった。 

また、工事現場での受注者との調整等においても、総合評価

で落札した受注者の方が良い印象がある。 

 

総合評価落札方式には「簡易型」

と「特別簡易型」があるが、今回、

「簡易型」を採用していないのは

どのような理由があるのか。 

「簡易型」は、「特別簡易型」にはない簡易な施工計画の提

出を求める。本工事は多様な工種があるが、一つひとつの工事

は技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事であるため、施

工計画を求めて企業の能力を評価する特別な理由がないと考

え、「特別簡易型」を採用した。 

 

≪講 評≫ 

  本案件は、特別簡易型総合評価落札方式により発注されており、社会貢献の項目などを合わせ、

総合的に優れた者を落札決定したという点では問題はなかった。 

しかしながら、総合評価落札方式を行う意義においては、技術評価の部分をどう考えるかとい

うことが重要であり、とりわけ最も重視する部分は、「工事品質の向上」である。このため、総

合評価落札方式の実施に当たっては、「簡易型」の実施を含め、どういった工事にどの型式を適

用することが、工事品質の向上に繋がるかということをしっかりと検討されたい。 

その際、発注部局ごとに発注の考え方や基準を整理していくことも必要ではないかと思う。 

また、評価項目についても、工事品質の向上に繋がる部分を今以上に評価できる仕組みにでき

ないのかということを今後の制度運用に当たっては検討されたい。 
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【平尾歩道橋上部工架替工事（その２）】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

参加者が少数であった上に、最

終的に落札に至った 1 者以外は辞

退しているが、その理由は何か。 

 

 

1回目の入札で辞退した業者へヒアリングを行ったところ、

工場製作及び横断歩道橋架設の価格が実態に合わない、工事

価格に対して工場製作費の占める割合が大きくなることで外

注費が高くなる、工場製作に日時を要するため工期が長いと

いったことが理由であったため、2回目も同様の理由と考えら

れる。 

 

2 回目の発注時に予定価格が約

500 万円増額されているのはなぜ

か。 

辞退理由にあった「工場製作及び横断歩道橋架設の価格が

実態に合わない」というヒアリング結果を鑑み、再発注に当た

って、両項目を国の積算基準から業者見積りをベースとする

積算に変更した。 

具体的には、工場製作業者 3者、歩道橋架設業者 3者から、

見積りを徴し、市場価格と乖離していた当初の予定価格を見

直したところ、結果として約 500万円の増額となった。 

 

初回発注時から見積りベースで

積算した予定価格であれば、不調

にはならなかったのではないか。 

予定価格は国の積算基準をもとに積算するのが一般的な運

用であるため、初回発注の段階で一部の項目の見積りを徴し、

国の積算基準によらない積算を行うことは通常ない。 

 

発注時に施工実績を求めている

のはなぜか。 

本工事に限らず、橋梁の工事は他の工事に比して難易度が

高いため、高度な専門知識・技術が必要である。施工実績を求

めることにより、経験を有する受注者のみが入札参加するた

め、安全かつ円滑な施工が可能となる。 

 

≪講 評≫ 

  受注者の施工能力を担保できることより、橋梁の工事においてはその難易度、専門性を鑑み、

施工実績を付すことは適切であると考える。 

  一方、入札参加者を発注の段階で絞り込むことにより、参加者が少なくなり十分に競争性を発

揮できないおそれがあることも事実である。公告後、全ての参加可能業者に声掛けをする等、で

きるだけ多くの業者に参加してもらえるような努力、工夫が必要ではないか。 

  また、予定価格については、初回発注時から国の積算基準と市場価格に乖離がないかを十分に

調査した上で積算すれば、全者辞退による不調という結果にはならなかったのではないか。今後

は、予定価格を見た入札参加者が辞退するといった事態を招かないよう、国の積算基準と市場価

格を比較し、バランスを取りながら、適切な積算を行うように努められたい。 
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【泉北水再生センターほか計装設備更新工事】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

本件のように、最低制限価格の

設定範囲が上限を超えるため、

93％になる案件は多いのか。 

 

上下水道局発注分の過去 3年間（Ｈ30～Ｒ2）では、Ｈ30年

度 1件、Ｒ1年度 2件、Ｒ2年度 0件となっている。 

年間 150件前後の発注をしているので、割合は高くない。 

 

最低制限価格の算定が、設定範

囲の上限を超えるために、93％に

設定される案件で、市に弊害など

はないのか。 

積算能力が不十分な業者が、過去事例などを参考にして最

低制限価格の算定が上限の 93％を超過すると考えたときに、

そのような業者でも、予定価格を事前公表しているので、予定

価格に 93％を掛ければ最低制限価格を推測することができ、

その結果、くじ対象者となるような事態は起こり得る。また、

積算能力が不十分な業者が落札者となることは望ましいこと

ではない。 

ただし、本案件については、入札価格にばらつきが見られる

ため、そのような弊害は生じていないものと考えている。 

 

今回、最低制限価格を下回って

いる業者数が多いが、どのような

理由が考えられるか。 

機器費の価格はメーカーによってばらつきがあり、安いメ

ーカーの機器で工事価格を算出した可能性が考えられる。ま

た、下水道工事の積算基準を知らない積算能力が不十分な業

者が参加していた可能性もあると考えられる。 

 

1 者だけが最低制限価格と同額

の金額で入札し、この業者が落札

しているが、開札後に行った落札

候補者の積算内訳書の確認におい

て、積算能力が不十分という点は

なかったか。 

落札候補者から提出された工事費内訳書を確認し、適正に

積算されていたことを確認している。 

 

≪講 評≫ 

  本案件は、機器費の割合が高いという工事の特性から直接工事費が高くなり、最低制限価格を

設定範囲の上限 93％で設定した案件であった。 

最低制限価格が設定範囲の上限となる案件の場合、積算能力が不十分な業者であっても、比較

的容易に最低制限価格を算出することができ、落札可能となることが問題点として挙げられる。 

  開札結果では、最低制限価格と同額で 1者が落札者となったものだが、その業者の積算内訳を

確認したところ、積算能力に問題はない、とのことだった。また、他の入札者の入札金額はばら

ついており、最低制限価格の算出が容易であることの弊害は現れていないと思われる。 

本案件と同様に、最低制限価格が設定範囲の上限となる案件は、それほど多くはないとのこと

なので、仮にそのような案件が多くなったり、積算能力が不十分な業者が多数存在することが疑

われる事例が生じた場合には、最低制限価格の設定範囲の上限を見直すなど、適切な対応を検討

されたい。 
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【松屋大和川通ほか舗装道路本復旧工事】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

札入れをした全 69 者が同じ金

額、かつ、最低制限価格と同額での

入札だが、本案件の積算は容易で

あったと言えるのか。 

 

ほぼ公表されている単価を採用している工事であったた

め、積算は容易であったと考えられる。 

 

 

予定価格を事後公表にした場

合、本件の入札結果は違うものに

なるのか。 

積算が容易な案件であるという前提であれば、くじ対象業

者が多少、減少することはあるかもしれないが、大多数が最低

制限価格と同額となる結果については、大きく変わらないも

のと想像される。 

 

予定価格を事後公表とした場合

の一般的なメリット・デメリット

はどのようなものが考えられる 

か。 

事後公表のメリットとしては、事前公表を行った場合に懸

念される「予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格

が高止まりになること」、「建設業者の見積努力を損なわせる

こと」、「入札談合が容易に行われる可能性があること」、「低

入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を強く類推させ、

これらを入札前に公表した場合と同様の弊害が生じかねない

こと」等の問題が生じにくくなることが考えられる。 

一方、デメリットとしては、不正な入札を助長するリスクや

入札の不調が、事前公表に比べて増加することが想定される。 

 

くじで落札者が決まることに問

題はないのか。 

受注意欲が高く、積算能力も確かな業者が複数いる場合に

は、最低制限価格と同額での入札者が複数並ぶことになるが、

公平性を期すために、同額入札者の中から「くじ」で落札者を

決定しているので、問題はないと考える。 

なお、落札候補者には工事費内訳書の提出を義務付け、適正

な積算を行っていることを確認している。 

 

≪講 評≫ 

  本案件は、入札した全者 69 者が「くじ」となった案件だが、ほぼ公表されている単価を採用

している工事であり、積算が容易であったことから、入札結果に不自然なところはみられないと

考える。 

予定価格を事前公表している案件であるが、入札額、落札額ともに高止まりにはなっておらず、

談合の恐れもないことから、予定価格の事前公表による弊害は見られないものと思われる。 

予定価格を事後公表にしても、積算基準や単価等が一定公表されている現在、最低制限価格を

算出することは比較的容易であり、特に積算しやすい案件においては、くじ率の低下にはさほど

つながらないこと、また、一方で、積算が難しい案件においては、入札不調が増加し、結果とし

て工事施工の遅れにつながり、市民生活への影響が懸念されるということや、予定価格を聞き出

そうとする不当圧力など、不正行為発生のリスクが高まることも考えられる。 

これらのことを総合的にみて、現在の堺市においては、予定価格を事前公表することによる弊

害は少ないと判断できる。 

ただし、予定価格の事前公表については、競争性の阻害や談合の可能性などの弊害が起こって

いないかを、今後も注視していく必要があると考える。 
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【鳳中学校体育館改築ほか工事設計業務】 

【津久野小学校体育館長寿命化改修工事設計業務】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

建築設計業務における総合評価

落札方式を発注する際の基準は何

か。 

延べ面積が 300 ㎡を超える一級建築士でなければ設計でき

ない新築設計業務又は予定価格が 1 千万円以上の改修工事業

務において、高い技術力を要する際に、総合評価落札方式を適

用している。 

 

鳳中学校の設計業務では、技術

点が同一であった 2 者について、

入札金額が異なっていたにも関わ

らず、最終の評価値が同点となり、

くじとなった。くじの結果によっ

ては、入札金額が高い方が落札者

となる可能性があったが、今後、何

か対応されるのか。 

 

昨年度の価格点の算出方法では、調査基準価格以下の入札

は全て同一の価格点となるため、技術点が同一の場合におい

ては、各者入札金額が異なっていたとしても、最終の評価値が

同点となり、くじになってしまった。 

この課題を踏まえ、令和 3 年度に制度改正を行い、価格点

の算出方法を見直し、入札金額に応じて点が付与される仕組

みに変更した。 

 

津久野小学校の設計業務では、

多くの業者が予定価格を上回る入

札をしていたが、理由は何か。 

参加業者にヒアリングしたところ、長寿命化改修に必要と

なる業務量を積上げて積算を行った、改修工事費を参考に算

出し積算を行った、自社で蓄積した改修工事当たりの設計費

により積算を行ったといったことが理由であった。いずれの

業者にも共通するのが、改修工事の設計ということで、着手時

点では分からない調整事項や確認事項が多く発生するのでは

ないかということを考慮し、入札金額を多く見積もったもの

だと考えられる。 

 

津久野小学校の設計業務では、

技術点 0 点の業者が落札者となっ

ていたが、今後、何か対応されるの

か。 

令和 2 年度の制度では、技術点 0 点であっても入札するこ

とが可能であったため、本業務の開札結果としては、技術的な

要素を反映して落札者を決定することができなかった。 

この課題を踏まえ、令和 3年度に制度改正を行い、技術点 0

点又は技術資料を提出しなかった業者については、入札を無

効とする要件を新たに追加した。 

 

≪講 評≫ 

  本業務は、総合評価落札方式の試行実施を適用した技術的な難易度が高かった業務であった。  

両案件の開札結果からは、制度上適切ではない内容が判明したとのことだったが、判明した課題

については、令和 3年度に既に対処しており、試行実施の意味があったと言えると思う。 

また、どういった業務に総合評価落札方式を適用するのか、また、プロポーザル方式といった

他の制度とのすみ分けをどう整理するかについては、分かりやすい発注基準を策定するなど、今

後整理していくべきであると考える。 

  併せて、現段階では問題となっていないが、評価項目についても、今後の試行実施状況に応じ

て、必要な見直しを検討されたい。 

以上の観点も考慮しながら、今後も、試行実施の期間を効果的に活用し、適用した案件の事後

検証をしっかりと行う中で、本格実施に向けて、よりよい制度となるよう検討されたい。 
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【石津西町地内雨水管敷設工事】 

委  員  質  問 担  当  課  等  回  答 

緊急随意契約を行った理由は何

か。 

府道大阪臨海線は広域的に重要な幹線道路であり、冠水や

通行止め等が発生することにより道路の安全性や市民生活に

大きく支障が出る。道路冠水の発生を防ぐという緊急性を要

するため競争入札に付す時間的余裕がないと判断し、緊急随

意契約を行った。 
 

常に冠水していたわけではな

く、ある程度自然排水ができてい

たのであれば、今回の緊急工事を

行う必要はなかったのではない

か。 

工事前の排水可能雨量は時間雨量 10～20ミリ程度、工事後

は 40～50ミリ程度、と処理能力が上がった。今年は 8月に降

雨が続いた後、9月以降は幸い大型台風、大雨等はなかったが、

府道大阪臨海線は府の広域緊急交通路に指定されていること

もあり、災害に備えて時間雨量 10～20ミリ程度という日常的

な降雨により冠水しないよう、速やかに対策を講じることは

必要であったと考えている。 
 

随意契約の相手方を有限会社星

光建設とした理由は何か。 

まず、星光建設は令和元年度に同一箇所で当該パイプの老

朽化による陥没の復旧工事を行った業者であるため、地中構

造を熟知している。 

次に、通常、日本製鉄㈱の敷地内の通行に際して、安全講習

を受講する必要があるが、星光建設は前回工事時に受講済で

あるため、講習が不要であり、現場着手までの時間が短縮でき

る。 
 

随意契約においては、複数者か

ら見積りを徴した上で、最も安価

な額を提示した者と契約するのが

通常であると思うが、本工事にお

いては、複数者から見積りを徴取

したのか。 
 

これまでの説明のとおり、星光建設が随意契約の相手方と

して適していると考えたため、同等の業者が他におらず、複数

者からの見積り徴取は行っていない。 

星光建設は本工事に相応しい施

工者であると言えるのか。 

もし他の業者が施工した場合、地中構造について未知であ

るため、全てが手探りで、各作業の都度確認が必要となるた

め、かなりの時間を要することとなる。 

緊急性が高い本工事においては、星光建設は最短の時間で

施工が可能な業者であり、最も相応しい施工者であると考え

ている。 
 

≪講 評≫ 

災害の未然防止のため、緊急性の観点では、応急工事を施行したことについては適切であった

と考えるが、特命性の観点では、十分に検討した結果として、一者による特命随契にて工事を行

ったのか疑問が残る。過去に類似工事の経験があるからという理由のみで、他の業者による施工

の可否や当該業者の能力などについて、十分に検討を行うことなく当該業者を随意契約の相手方

に決定した印象を免れない。緊急的に工事を行うことから、業者の選定にかける時間が限られて

いるという事情は一定理解するが、本工事については複数業者から見積りを徴取した上で、比較・

検討し、相手方を決定するのが適切であったと考える。今後、市として、事後であっても、今回

の工事についての分析、検証は詳細に行うべきであると考える。 


