
様式第１号(第３条関係) 

下野市入札適正化委員会議事概要 

(平成２９年度   第１回) 

開催日及び場所 
平成２９年６月１５日(木) 午後２時３０分から 

下野市役所 ２０２会議室 

委     員 

委員長：阪田 和哉（宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授）

委 員：白石 智則（白鷗大学法学部 准教授） 

   深谷 卓男（公認会計士） 

   稲葉 幸嗣（弁護士） 

（委員４名中 出席委員４名） 

審議対象期間  平成２８年１０月１日 ～ 平成２９年３月３１日 

抽 出 案 件             ５件 対象期間内総件数 １０４件

一般競争入札 ３件 一般競争入札 ９６件

指名競争入札 １件 指名競争入札 １件

随 意 契 約 １件 随 意 契 約 ７件

○議事等の概要 

（１）入札及び契約状況について 

事務局から、今回の審議対象期間中に発注した工事及び指名停止の運用状況について

報告しました。 

談合情報対応状況については、該当なしの旨報告しました。 

発注状況 対象期間 平成２８年１０月１日 ～ 平成２９年３月３１日 

  総契約件数 １０４件 

   内訳 一般競争入札 ９６件 

      指名競争入札  １件   

      随意契約    ７件 

 指名停止の運用状況について 

  指名停止業者数 １２社 

  指名停止理由  独占禁止法違反行為 １０社 

          贈賄         ２社 

 談合情報対応状況について 

  該当なし 



□質疑応答（委員＝委 、事務局＝事） 

委：送付された資料の一覧表は入札年月日順だが、工種ごとなど色々な分類があった方

が抽出する視点の角度などが変えられるので提供してほしい。 

事：エクセルデータを事前にＥメールで送ります。

委：随意契約Ｎｏ．７「大松山運動公園拡張整備事業照明柱基礎撤去工事」（以下「随－

７」）の業者数が１になっているが、資料を見ると３社の見積書がついている。これ

は３の標記間違いか？ 

事：その見積書は価格の適正性を確認するための参考見積であり、発注時点では１社の

随意契約につき１で間違いありません。 

委：随意契約について、該当する理由と法令の説明を事前に配布する資料に、もう少し

詳しく記していただきたい。 

事：配布資料について改善いたします 

委：結論として随－７は３社に訂正でいいのですか？ 

事：予定価格設定の時点で３社の見積書を取りましたが、発注するにあたっては最低見

積価格者１社との随意契約なので、１のままです。 

委：随意契約Ｎｏ．３「市道１－４号線舗装修繕工事」（以下「随－３」）も同じ該当条

項による随意契約だが、こちらは３社になっている。この違いは何ですか。 

事：随－３は、契約をするにあたり競争見積の形式をとっています。 

委：参考か、競争の違いですか。 

事：そうなります。 

委：そもそも、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（以下「令６号」）という

のは、その業者が施工しないと不利だからという理由で随意契約にするわけですよ

ね。それなのに３社から見積を取るのですか。 

事：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（以下「令２号」）が、「その業者し

かできない」ものを随意契約にする場合で、令６号というのは「価格面で入札にす

ると不利になる」という場合です。ほとんどが、その業者が施工するのが有利では

あるのですが、必ずしもその業者でなければできない場合とは限らないので、他の

業者から見積を取って競争をさせることになりますし、仮に他の業者の方が安かっ

た場合は、その業者と随意契約することになります。 

委：そこで、あらためて競争入札にはしないのですか。 

事：随－３は、現在施行中の水道工事の本復旧工事と合わせて施工しなければならない

ので、そこから入札手続きとすると間に合わなくなってしまいます。 

委：既存の工事に関連した業者が令６号になる確率が高いということですか。 

委：緊急に必要な場合は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（以下「令５号」）

なので理由が変わってくる。その場合は令５号になるのですか。 

事：随－３の場合は、工期の制限であって、緊急というのは、災害等の緊急性の高いも

のを言います。この場合は、あくまで令６号です。 

委：現在履行中の業者に施工させる方が有利ということで令６号の随意契約としていま

すので、仮にそうだとしたら、３社の競争をさせる必要がなくて、随－７と同じに

して何が悪いのか？という違いが我々には分からない。 



事：参考見積か競争見積かの違いということですね。 

委：なんで違うのか。緊急性の差みたいな話ですか。 

委：その辺が詳しく書いてあると、もっと分かり易い。 

委：令６号でやるから、現在履行中の業者に施工させる。は理解できるが、令６号に当

てはめて３社から見積を取る。というのが良くわからない。 

事：どちらも、価格の適正性を確認するためです。 

委：他の業者が取ったら、令６号該当じゃなくなるのですか。 

事：令６号に該当する契約とは、他の業者でも施工できるという前提になっている。現

在履行中の業者に施工させた方が有利になるが、もしかすると他でも安くできるの

ではないかということで見積を取るものですので、該当は変わりません。 

委：他の業者が取った場合はどうなるのですか。 

事：令６号のままです 

委：随－７の場合は、結論が違うのですよね。 

事：参考で取った見積で一番安い業者と契約しています。こちらも他の業者が安い見積

を出していれば、そちらの業者との契約になります。 

委：資料だと「参加業者」になっている。 

事：競争見積をした場合に競争に参加したら「参加」として計上しています。参考見積

の場合は数に計上しません。 

委：随意契約は原則として３社見積を取っていますよね。 

事：そうです。 

委：見積を取っているということは適正な処理をしているということだけれども、扱い

が違うのが良く分からない。 

事：本来であれば、令６号の場合、他の業者でもできるという前提があるので、随－３

のやり方が正解だと考えられます。随－７は手続き上、競争見積をすべきでしたが

参考見積により一番安い価格の業者と契約したものです。 

委：令６号だからと言って、必ずしも競争見積かというとそうではない。随意契約Ｎｏ．

５「下野市立古山小学校正門改修工事」（以下「随－５」）も１社ですね。 

事：そうです。 

委：今回は、一番安いところと契約しているので問題ないが、今後の課題として、おか

しなことが出てしまうようなことにならないように、そのあたりを次回までに整理

しておいていただきたい。 

委：随意契約Ｎｏ．４「大松山運動公園拡張整備事業山林伐採抜根処分工事」（以下「随

－４」）について、より詳しく理由の説明をお願いします。 

事：この工事は、大松山運動公園整備事業の区域内で、山林を面的に伐採抜根できるた

め、特殊な機械（ハーベスタ）を利用して、間引きをするような伐採抜根とは一線

を画す施工方法が取れたということ、また、その機械を所有する業者が市内には請

負業者しかなく、さらに木等の処分も、通常であれば処分場に運搬して有料で処理

するところを、請負業者が処理設備も保有していたことから全て自社で完結できる

ということで、通常の積算では約 1600 万円の設計になるところを 375 万円で施工で



きるということで、「著しく有利な価格で契約できる」となったものです。 

委：指名停止について、違う理由で指名停止になっているのに同じ停止期間になってい

る業者がいるのですが、これは大丈夫ですか。 

委：市の指名停止等措置要領に則ってやると期間が重なっていてもそうするしかないと

いうことですよね。 

委：県も同じようにやっていると思う。 

事：指名停止の措置は国から県、そして市へと降りてくる。市の要領は県の要領に沿っ

ている。 

（２）抽出事案の審議 

審議事項 

① Ｎｏ．６５「平成２８年度市道２－２号線側溝整備工事分割２号」について 

・工事箇所：下長田地内  ・発注課：建設課 

② Ｎｏ．８８「下野市立石橋図書館屋上防水改修工事」 

   ・工事箇所：大松山地内  ・発注課：生涯学習文化課 

③ Ｎｏ．９３「下野市立南河内中学校大規模改修（建築）工事（Ⅰ期）」 

・工事箇所：薬師寺地内  ・発注課：教育総務課 

④ 指名Ｎｏ．１「下野市立古山小学校プール改修工事」 

   ・工事箇所：下古山地内  ・発注課：教育総務課 

⑤ 随意Ｎｏ．７「大松山運動公園拡張整備事業照明柱基礎撤去工事」 

・工事箇所：大松山地内  ・発注課：スポーツ振興課 

白石委員から抽出案件を選定した理由について報告 

① 落札率８１．１６１％であり、今期の工事の中で一番低いため。 

② 参加業者数が３社と少なく、落札率も９７．９９２％と今期の中では比較的高め

なため。 

③ 今期の工事の中で、契約金額（１億７０００万円）が圧倒的に高く、落札率９８．

６９９％も一番高い。また参加業者数が４社と少ないため。 

④ 今期唯一の指名競争入札であり、契約金額（５１８５万円）・落札率（９９．１９

６％）ともに高い。指名競争入札としたことの是非について確認したい。 

⑤ 随意契約の内、最も契約金額が高い。また、一般競争入札Ｎｏ．４２「大松山拡

張整備事業照明塔撤去工事」（以下「一－４２」）との関係について知りたい。 

事務局から、抽出事案説明書等により、案件ごとに工事の概要及び業者選定(落札決定)

までの経緯を説明しました。 



□質疑応答（委員＝委 、事務局＝事） 

【審議事項①、②について】 

委：①と②で繰越工事と年度内工事になったことが、落札率の高低に影響したというこ

とですが、繰越か年度内かの基準みたいなものはあるのですか。 

事：設計の段階で、工事のボリュームや工種等に応じて標準工期が定められております

ので、その標準工期に応じて発注の段階で年度内か繰越かは明らかになります。 

委：市としては、繰越はしたくないのかなと思っているのですが、一方で繰越さない方

が高くなるのなら、年度を跨いだ方が良いのではないかと思ったりするのですが、

予算の関係もあると思うので、そんな簡単にはできないと思うのですけれども、現

状どんな感じなのでしょうか。税金を使うということで戦略的にできた方が良いの

かなと。 

事：予算上ですと、基本的に単年度会計です。短期間に合理的に発注しましょうという

ことになっています。ただ、どうしても年度内完了が無理な場合もございますので、

その場合は繰越工事をするという場合がある状況です 

委：単年度工事は、出納閉鎖までに終わればよいということではないのですか。 

事：違います。単年度工事は３月完了で支出が出納閉鎖までということです。 

【審議事項③について】 

委：③の特定Ａ発注工事が９８．６９９％と高い。毎回なのですが建築が高めになって

いる傾向があるので、そのあたりどうなのでしょうね。 

委：業者の格付けの表を見せていただくことはできますか。 

事：次回から資料としてお渡ししたいと思います。 

委：あまり、市としてはやりたくないのかもしれませんが、業者数が４社しかないとい

う状況で落札率が高止まりするのであれば、もう少し範囲を広げて、そのとき指名

にするのか、総合評価にするのか、色々あると思いますけど、この４社が今後も頑

張ってやってくれるならいいのですが１社倒れたりして競争にならなくなってくる

こともあると思います。ただ、この４社の後に続く業者を育てるために、市内にこ

だわって発注するのも考え方の一つとは思いますけれども。 

委：悩ましいところですね。 

委：指名競争入札は年間で数件ですか。 

事：件数はあまりありません。 

委：それなら統計というか傾向が取れますね。過去の落札率の推移とか傾向を知ってお

くのは大事なことかなと思います。 

委：Ｈ２８上半期の時は、水道工事だったので落札率も高いとは言えない。業者数も９

社と多い。 

委：業者数が多くなると落札率も高くならないということなのかな。 

委：そのときは市外の業者が入っていたのですよね。 

委：そうでしたね。 



【審議事項④について】 

委：④で、表彰の名称が聞き取れなかったのでもう一度お願いします。 

事：下野市優良建設工事表彰の受賞業者です。 

委：これは毎年ですか。 

事：はい。 

委：前年度の優良表彰された６社ですか。 

事：受賞者は８社です。そのうち、④の要件の土木一式Ａに該当するのが６社です。 

委：表彰されていない業者はあるのですか。 

事：登録業者は、土木Ａは１５社、土木全体なら４６社あります。 

委：優良表彰を受けた業者はそんなに優良なのですか。 

事：検査結果の評価Ｂ以上の業者から発注課の推薦を受けたものを、さらに審査して 

決めています。 

委：表彰を受ける業者は１年で８社と決まっていますか。 

事：１０工事までとしています。別工種で重複して受賞する場合もあります。 

優良工事を奨励して、メリットがあっても良いだろうということで指名入札を実施

しています。また今後は発注も減っていく状況にあるなか、優良工事をできる業者

を表彰して向上心を持って工事をやってもらいたいという考えもあります。 

委：予定価格は公表していますか。 

事：事前公表しています。 

委：他市でも優良表彰への指名という制度はありますか。 

事：やっているところもあると思いますが、優良表彰自体をやっていないところもあり

ます。 

委：横並びではないのですね。 

【審議事項⑤について】 

委：⑤と一－４２はセットのように感じられるが。 

事：元々、⑤はＨ２９年度に造成工事に含めて実施する予定だったので、別発注として

います。 

委：前提が別々にするものだったということですか。 

事：そのとおりです。 

委：その造成工事は、何番ですか。 

事：Ｈ２９年度工事として発注されていますので、今回の審議には入っておりません。

委：元々の考え方としては、造成工事と一緒の重機等を使えばお得でしょう。という発

想ではないのですか 

事：元々は、Ｈ２９の造成工事と一緒にやればお得ですね。という考えでいたものです。

ただ、今回は前倒しで工事が発注できる状況になったので、現在履行中の工事と合

わせて施工した方が価格的に有利になると判断しました。通常は、変更契約なので

すが、設計金額が一－４２の請負金額の３割を超えたため、変更契約ではなく別途

工事とする必要があったということです。 

事：補足しますと、大松山運動公園拡張整備事業はＨ３２年度までに完成させる必要が



ありまして、前倒しができるならば少しでも早く工事を進めるよう対応しています。

委：随－３と同じような話になっているのですが、手続きは違っていたということです

ね。 

委：競争ではなく参考見積なのですね。 

委：競争見積もりの相手方は取れると思って見積を出しているのですか。 

事：価格によっては、取れると思っているとは考えられます。 

委：工事内訳書を見ると、直接工事費はあまり変わらないですね。現場管理費とか一般

管理費で差がついている。50 万～100 万円ぐらい。 

委：この２社の設定はどうやっていますか。 

事：発注課が、過去の実績等を踏まえて選んでいると考えられます。 

委：見積依頼業者の、土木に関しての格付けは一緒ですか。 

事：格付けＡとＢなので異なります 

委：履行中の業者が、そのまま続けてできる工事なのですか。 

事：照明塔とその基礎なので、本来は一括で施工できるものですが、元々の計画が年度

を分けて別の工事で発注する予定のものでした。それが施工できるようになり、設

計金額の関係で変更契約にできなかったので別途契約となりました。そのときに諸

経費等が安くなる履行中の業者と契約したということになります 

委：現在履行中の業者が施工することで現場管理費や一般管理費が安くできるというこ

とならいいのですが。 

委：結果と理由としては、不合理であるとは言えないですよね。 

委：市の予定価格は、普通に積算した金額ですか。 

事：設計金額です。新規で設計すると工種が土木になります。随意契約として履行中の

工事と合わせると設備工事になり諸経費率が変わります。 

委：随意契約って、多いときと少ないときの差があるのですが、年度か、期かどういっ

た違いがあるのでしょうか。 

委：後半の方があるような気がしますけど。 

事：付帯工事的なものがあると、随意契約となる場合があるとは言えますが。 

事：大きな工事につけることで、安くできるものがあれば、ですかね。 

委：競争でうんと安くして随意契約で取り戻すみたいなことがあってはならない。 

事：安くなるのであれば随意契約にできるというスタンスで審査をしています。 

委：情報通信なんかだと保守とか維持管理とかは随意契約で続けている傾向はあります

ね。 



【審議結果について】 

委：今回も明らかに適正を欠いているものは見つかりませんでしたので、平成２８年度

の下半期についても、適正に行われているものと判断したいと思います。 

【審議まとめ】 

配布資料について、よりよい審議と事案の抽出のために一部情報を付け加えてほしい

と思います。例えば随意契約理由、また特命か競争かも分かり易くしてもらいたいと思

います。併せて工事一覧表をデータで、格付けの一覧もいただきたいと思います。 

あとは、個別の審議をしたなかで言うと、概ね説明の内容で了解なのですが、随意契

約の令６号に該当するもので、見積を取るケースで、取るタイミングと取った後の判断、

随意契約か入札に切り替えるのか、発注者の想定と異なった時の判断をどのようにすべ

きなのか、確認をして、制度として間違いの無いようにしておく必要があると思います

ので、そのあたりについて整理をしていただければと思います。 


