
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３０年度   第２回) 

開催日及び場所 
平成３０年１１月８日(金) 午後１時３０分から 

下野市役所 ３０２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：鈴木 洋平（弁護士） 

   高田 直芳（公認会計士） 

   髙橋 紀夫（白鷗大学法学部 教授） 

（委員４名中 出席委員４名） 

審議対象期間  平成３０年４月１日 ～ 平成３０年９月３０日 

抽 出 案 件             ５件 対象期間内総件数 ７０件

一般競争入札 ３件 一般競争入札 ４３件

指名競争入札 １件 指名競争入札 ２５件

随 意 契 約 １件 随 意 契 約 ２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。 

また、指名停止状況及び談合情報対応状況について報告しました。 

（２）抽出事案の審議 

 髙橋委員から、抽出事案を選定した際の理由について報告がありました。 

 １「下野市立南河内中学校大規模改修（建築）工事（Ⅱ期）」について 

  ・工事箇所：下野市薬師寺地内 

  ・教育総務課発注（一般競争入札） 

  ・一般競争入札のなかで、共同企業体が落札した案件以外では請負金額（140,750

千円）が高く、落札率（99.211％）も高いため。 

 ２「公共下水道路面復旧工事（補３０－２工区）」について 

  ・工事箇所：下野市下石橋地内 

  ・下水道課発注（一般競争入札） 

  ・落札金額が最低制限価格と同額（8,610 千円）であり、また落札率（87.145％）

が低く、他の入札業者の入札金額（9,280 千円～9,680 千円）と比較してかなり



の差があるため。また当該落札業者は、平成 29 年度では落札実績がないため。 

 ３「下野市立石橋中学校大規模改修工事」について 

  ・工事箇所：下野市石橋１１３０番地 

  ・教育総務課発注（一般競争入札・総合評価落札方式） 

  ・請負金額（約 14 億 8 千万円）が高く、また落札率（98.478％）も高く、かつ唯

一の総合評価落札方式であるため。 

 ４「平成 30 年度水道事業 水道施設中央監視システム更新工事」について 

  ・工事箇所：下野市笹原地内 

  ・水道課発注（指名競争入札） 

  ・指名競争入札のなかで、請負金額（52,290 千円）が高く、最低制限価格と同額

であり、また落札率（89.985％）も低いため。 

   また、最低制限価格未満のため 2入札業者が失格となっているため。 

 ５「庁舎内防犯カメラ・市民広場緊急時等対応電源増設工事」について 

  ・工事箇所：下野市笹原地内 

  ・総務人事課発注（随意契約） 

  ・随意契約 2案件のうち、この案件の方が、請負金額（7,300 千円）が高く落札率

（98.649％）も高いため。 

□審議結果について 

いずれの審議案件とも、明らかに適正を欠いているものはなく、平成 30 年度上半期

について適正に執行されていると認められました。 

□主な質疑について 

【入札及び契約状況について】 

○委：指名停止期間について、4/11～7/10 の 3 か月間と、5/15～6/30 の 1.5 か月間の

場合、1.5 か月間は 1か月と 16 日間になっている。終期は 6/29 でなくて良いので

すか。 

●事：何か月という場合は、月を単位として数えます。1.5 か月の場合は、本件の場合

は 5/15 から月末までで 0.5 か月と 1か月間で 6/30 という考え方で設定しました。

○委：0.5 か月の場合は、15 日を始期日とするのが基本ということでよろしいですか。

●事：審査会によって決定された日により始期日は変わります。 

【抽出案件１】 

○委：落札率が高い。 

●事：建築一式工事の落札率は総じて高い傾向にあります。 

○委：1期と 2期の工事内容は異なりますか。 



●事：校舎を概ね東西に分割して 1期、2期としている工事で、基本的には同じ工事内

容になっていると考えます。ある程度規模が大きい学校ですので、学校運営上の問

題も含めて分割して発注していると考えられます。 

○委：1期と 2期の請負業者は同じですか。 

●事：異なります。 

○委：同じ校舎を分割しているので、請負業者が異なる場合に、瑕疵が発見された場合

の瑕疵担保責任については「連帯して責任を負う」契約になっているのですか。 

●事：契約上、特にそのような追加項目はありません。 

●事：本校舎は、構造体としては、躯体として縁が切れていて「エキスパンションジョ

イント」というものでつないでいます。ここを境に 1期と 2期に分割しています。

○委：1期工事の落札率は何％ですか。 

●事：98.699％です。 

○委：1期の請負業者が 98.699％で受注していて、同じ内容でエリアが違うだけの工事

なら、1期の請負業者は状況を熟知しているのだから同じぐらいの率で入札できそ

うなものだが、この工事では 99.316％で入札している。 

●事：1期工事の資料が手元にないので、具体的な工事内容の比較ができませんが、近

似値で固まっているというのは、設計も適正で入札者もかなりの精度で積算をして

いるということなのではないでしょうか。 

○委：かなりの精度と言うが、工事費内訳書の内容を費目ごとに比較して揃っていると

いうのならば確かにそうですが、そのようにはなっていない。それだけで説明がつ

くかは疑問です。 

○委：指名が 4社というのは何か理由があるのですか。 

●事：本工事の参加要件が、市内本店、建築一式、特定建設業ですので、参加できる登

録業者が 4社になるためです。 

○委：予定価格は公表していますか。 

●事：事前公表をしています。 

○委：1期の請負業者は、2期工事は受注したくなかったのでしょうか。同じぐらいの

率で入札できたと思いますが。 

○委：受注したくなければ、手を挙げなければ良いのですが、一般競争入札だと手を挙

げないと不調になってしまって「じゃあ、市外の業者も入れましょう」となると嫌

なのでしょうね。手は挙げるけど、あまり落札する気はないのかな。 

○委：市民の方に落札率 98％なのは精度が良いからと言っても納得しないと思いま

す。何のために最低制限価格を設定しているのか。この価格でも手抜きなくしっか

りした仕事ができると言って設定しているのにも関わらず、高止まりになってしま

う。ここで議論してもしょうがないことですが。 

○委：業者数が多ければ競争するのでしょうけど、いつもの顔ぶれで、特に大きな工事

になるほど同じ顔ぶれになることは気になる。 

【抽出案件２】 

○委：最低制限価格ぴったりというのが理解できない。また先ほどの例のように最低制



限価格の近辺に参加業者が揃っているのであれば、それはそれで、あり得るかと思

うのですが、この案件は落札者と他社との金額の乖離が大きい。 

  また、昨年度実績がなく、今年度現れて低価格で落札したことに何か特殊な事情が

あるのか説明いただければと思います。 

●事：まず、昨年度の実績について確認したところ、1件実績がございました。 

最低制限価格と同額であることについては、下野市の入札方法は予定価格が事前公

表、最低制限価格の算定式も公表していますので、そこからある程度の精度で最低

制限価格を出すことは可能であると考えられます。 

○委：どうしても、この工事を受注したいと思えば、制度上は、ぎりぎりの金額を出せ

るということですか。 

●事：はい。 

●事：落札者のみが低く他と乖離していることについては、憶測になりますが、4月、

5月と入札が少ないなかで、ようやく新年度の発注がされるタイミングということ

で、どうしても受注したかったとも考えられます。また請負業者は舗装工事が得意

な業者と聞いていますので、何かしら経費を下げる算段があったのかもしれませ

ん。 

○委：かなりの精度で最低制限価格が算出できるという話ですが、それを下回って失格

するところがあるのはなぜですか。 

●事：算定式は公表していますが、但し書きで、10 分の 7から 10 分の 9の幅で市長が

決定できるとなっていて、これは入札では分かりませんので、計算した金額から、

もうひと押しして落札しようとした場合に下回ってしまうことが考えられますし、

あるいは 1万円の誤差ですと、端数処理の関係で下回ってしまうといったことも考

えられます。 

○委：前金払い制度について、何回に分割して払うのですか。 

●事：前払金が 4割まで、中間前払を併用すれば、さらに 2割、残りが完成払 4割で

す。 

○委：この工事は工期が 95 日間にしては、交通指導員が少ないように思いますが。過

小に見積もっていないでしょうか。 

●事：昼間勤務・交代要員無しで、5日間 2人体制延べ 10 人で積算しています。 

○委：では妥当ですね。わかりました。 

○委：最低制限価格の端数処理は切り捨てですか。 

●事：積算同様の端数処理の考え方で切り捨てです。 

【抽出案件３】 

○委：この案件は議会の議事録も残っていますよね。 

●事：議会には残っていると思いますが、委員会資料には付けていません。 

○委：直近のＪＶ工事の 3案件で、同じ業者が常に組んでいるようですが、何か特殊な

事情があるのでしょうか。 

●事：市内でも上位の業者ですので、これらの工事を落札するために組んでいると思い

ます。それ以外の特殊な事情について情報は得ていません。 



○委：仮契約書にある「解体工事に要する費用 別紙のとおり」とは、解体工事は別契

約になるのですか。 

●事：契約金額に解体費用は含まれています。別紙とは建設リサイクル法に関する経費

のことで、制度上、何をどのように解体処分するのかを別途確認して計上し契約書

に添付することになるため、このような表記になっています。 

○委：価格以外の評価点の評価項目（6）災害時の地域貢献の協力者名簿は、どの業者

でも提出できそうなのですが。 

●事：協力者名簿とは、下野市との間で締結した「災害時の応急対策業務の実施に関す

る協定に基づく協力者名簿」であり、基本的に市内業者のみ締結しているため、市

外業者のみのＪＶは提出していないのだと思われます。 

○委：（7）地域活動の実績も同様の理由ですか。 

●事：市内の区域内における実績のため、他地域で実績があっても点数にはならないと

いうことです。 

○委：価格以外の評価点の算出方法Ｂタイプというのは、市内優遇という形が強いので

すか。 

○委：（5）優良工事表彰も、市内業者が組んでいれば有利ですね。 

●事：Ｂタイプは市外業者を含む場合に用いるもので、基本的には市内業者をある程度

優先しながら市外と組んでもらうという方向性を示しています。 

○委：参加業者は、評価内容と配点、価格点の計算方法を分かっているのですか。 

●事：はい。 

○委：市内業者が加わっていなければ、相当金額で勝負しないと取れないはずなのに、

あまり入札金額が下がっていない。どこが参加しているのか分からないからしょう

がないのか。 

●事：はい。どこが参加しているかは分かりませんので。 

【抽出案件４】 

○委：最低制限価格が 90％になっていますが、これは算定式によって変わるのです

か。 

●事：最低制限価格の算定式は「直接工事費の 97％」、「共通仮設費の 90％」、「現場管

理費の 90％」、「一般管理費の 55％」ですので、各項目の金額が変われば、最低制

限価格の率も変わります。 

○委：全て同じ計算方法ですか。 

●事：建築工事などでは「直接工事費×95％の 97％」になりますが、それ以外は同じ

です。 

○委：計算して、最低制限価格が 90％以上になった場合は、90％まで下げるのですよ

ね。 

●事：はい。70％～90％が最低制限価格の範囲です。 

○委：本件だと、90％を超えているから 90％になるわけなので、それを間違えるので

すか。 

●事：下は 70％まで範囲がありますので。 



○委：直接工事費や諸経費が出てれば出せますよね。 

●事：入札時の設計書には、それらの金額は現れませんので、入札者が配分を積算して

求めています。 

○委：本件は、直接工事の割合が極端に大きいから、90％になると予想できたと思えま

すが、そうなると失格者はなぜ間違えたのか。 

○委：億単位の金額ならあると思いますが。直接工事費自体は分からないから、そこを

低く見積もっての結果だと思いますが。 

○委：直接工事費の割合が 9割を占めているから、絶対に最低制限価格が 90％を超え

ることが分かると思いますが、見落とすとは思えない。 

○委：最低制限価格ぎりぎりで入札したということは、もっと安くしようと思えばでき

たけれど、受注するために抑えたところと、そうでないところがいる。 

○委：内訳書の比率は相当ばらばらです。この工事の特殊性なのでしょうか。 

○委：失格した 2社は機械費を他より安く見ているということで失敗したのでしょう

か。 

●事：はっきりとは分かりませんし、それだけの理由とは限りませんが、そういったこ

ともあるかもしれません。 

○委：本件は、見積で積算しているのですよね。 

●事：はい。 

○委：単価があって積算された直接工事費であれば、それを削るのは厳しいだろうとい

うことで 97％というのは、そうなのかなと思いますが、見積でできたものでも同じ

率で最低制限価格を決めるのが良いのかと思わされますね。場合によっては、もっ

と下げられるのではないかと。これは課題なのかもしれません。 

【抽出案件５】 

○委：継続ということは、前にも増設工事が行われたのですか。 

●事：増設工事ではなく、新庁舎建設時の電気工事と防犯カメラの設置工事です。 

○委：元々の設置を、この業者が行ったので増設工事も一体化した方が、メリットが大

きいということで随意契約としたということですね。 

●事：はい。 

○委：随意契約なら、もっと安くならなかったのですかね。10 万円値引きしています

が。 

●事：見積書を見ると、直接工事費がほとんどで、雑費と諸経費を結構低く見積もって

います。さらに契約時に 10 万円値引きしています。 

○委：前工事の際の単価は分かりますか。 

●事：資料が無いので分かりません。 

○委：何らかの必要性があって防犯カメラを増やしたのでしょうが、なぜ当初の設計段

階で設置しなかったのか。本件で既存レコーダー、を撤去しています。新設で約

130 万円のものを、チャンネル数などが不足したからだと思いますが、2，3年で壊

れてもいないレコーダーを捨ててしまって勿体ない。これは要望があって増設した

のですか。 



●事：当初は不審者の侵入防止ということで、屋内外の入り口に設置していましたが、

今回は庁舎内での来庁者とのトラブルが発生したということで、市民の安全を図る

ことを目的に増設したものです。 

○委：前からそういったトラブルは無かったのですか。建物内を監視するというのは、

今時どこにでもあると思うのですが。 

●事：旧庁舎においては、監視カメラが無かったのでノウハウが無かったと思います。

○委：設計者がいますよね、他の市役所とかを参考にしなかったのでしょうか。 

●事：入り口部分に設置するという認識でした。 

○委：入札には関係ありませんが、勿体ないなということで意見させていただきまし

た。 

○委：随意契約にした理由のなかで、前回した工事ということで、同じ庁舎だから同じ

作業をするということで分からなくもないのですが、既に稼働している庁舎だから

条件も違うし防犯カメラの設置場所も異なるようなので、瑕疵担保責任の範囲も分

けられるような気がします。前の業者の方が有利だからというのは、価格的に有利

ということなのでしょうか。ちょっとそのあたりの理由が調書だと明確じゃない気

がします。 

●事：価格的に有利かどうかは資料からは明確ではありません。本件については、価格

的に有利という理由よりも前工事との一体的な設備ということ、新たにレコーダー

を設置して接続し直すということで瑕疵担保責任の範囲が不明確になることを重視

したと考えられます。 

○委：増設部分というより、今回の工事の結果、既設部分が上手く動かなかった場合を

考慮したということですか。 

●事：はい。 

【指摘・検討事項について】 

・建築工事の落札率が高い傾向が続いていることについて、この傾向がずっと続くよう

であれば、競争性の確保という点から様々な検討を行う必要があると感じました。

また改善できるところがあれば検討していただきたいと思います。 

・直接工事費の部分がかなり大きい工事について、積算を固く行える場合は基本どおり

で良いが、見積ベースや、単価が経済情勢や技術の進歩の関係で短期間に動いてし

まうようなことが考えられるようなもの、機器等が入っている工事については、最

低制限価格の決め方を柔軟に、より適切にするために、既存の入札の結果を見なが

ら、踏み込んだ判断が必要なところは是非検討していただきたいと思います。 

その他 

次回（平成３１年度第１回）の会議は、２０１９年６月２０日（木）午後１時３０分

に開催することに決定しました。 


