
平成３０年１２月１９日 

 

鹿嶋市長 錦織 孝一 様 

 

鹿嶋市入札契約制度評価委員会 

                                 委員長 小神野 榮 

 

 

平成３０年度第１回鹿嶋市入札契約制度評価委員会について（報告） 

 

 

 鹿嶋市入札契約制度評価委員会設置規則（平成１９年規則第３０号）に基づき設置してい

る鹿嶋市入札契約制度評価委員会において，市が発注した公共工事等の実施状況につい

て審議・調査した内容を，別添のとおり報告いたします。 



・日時

平成３０年１１月２１日（水）　午後２時から午後３時５分

・場所

鹿嶋市役所第２庁舎３階　３０２会議室

・出席委員（５名）

小神野委員長・西岡委員・小島委員・大熊委員・秋葉委員

・執行部

教育総務課・道路建設課・廃棄物対策課・区画整理事務所・事務局（契約検査室）

・会議内容

１　開会

２　報告案件

（１）平成２９年度発注工事に関する入札・契約状況について

入札件数と落札率について

入札・契約制度改善等について

平成２５年度

・契約書中に用いる支払い遅延に対する遅延利息率の変更

・全庁型入札管理システム導入

平成２６年度

・鹿嶋市建設工事施行手続及び監督検査規程の一部改正　工期項目を採点基準から削除

平成２７年度

・産業廃棄物等の処分に係る書類作成の追加

・建設業法改正　施工台帳の記載事項の追加，工事内訳書の提出義務の拡大

・鹿嶋市建設工事中間前払取扱要領施行

平成２８年度

・建設業法施行令の一部を改正する法令の見直し　技術者の配置基準の緩和

・建設工事執行規則に規定する検査及び引渡しの変更

平成２９年度

・建設業者の社会保険等未加入対策

・低価格調査基準額・最低制限価格の算定基準の見直し

平成３０年度第１回鹿嶋市入札契約制度評価委員会　会議録

【一般競争入札】

年度 入札件数 平均落札率

平成25年度 57件 94.6% 2,119,310

平成26年度 67件 95.0% 2,241,570

平成27年度 55件 95.0% 3,803,280

平成28年度 48件 91.5% 3,084,050

平成29年度 64件 93.9% 3,473,143

契約額(千円)

【指名競争入札】

年度 入札件数 平均落札率

平成25年度 128件 95.9% 1,096,760

平成26年度 84件 96.2% 677,430

平成27年度 76件 96.4% 572,360

平成28年度 60件 96.7% 318,810

平成29年度 57件 96.2% 405,210

契約額(千円)
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３　審議案件

（１）大熊委員

①一般競争入札・指名競争入札・随意契約の違いについて

回答：事務局（契約検査室）

②随意契約について。

基本は，特殊工事（契約業者の専門性・設備等の継続性・工期短縮・継続一体工事）と理解して

いるが，いかがなものか。また，随意契約の上限額はあるのか。

回答：事務局（契約検査室）

③一般競争入札について

・入札内容で「無効（取り降り）・失格（最低制限価格）・取下げ」等が見受けられるが，どのような内

容なのか。

回答：事務局（契約検査室）

・入札参加資格で，予定価格額によって参加資格の評価点の条件が付されてるが，価格と点数の

関係はどのように制度設計されているのか。

回答：事務局（契約検査室）

　無効（取り降り）・・・一般競争入札で同日公告，同日開札の工事が複数あった場合，先の入札で落

札者候補となった者について，次以降の工事における入札は「無効（取り降り）」となります。これは，

建設業者の受注機会の拡大と均等化及び公共工事の品質の確保を図るため。

　失格（最低制限価格）・・・最低制限価格は，その工事を行うのに必要な経費などを勘案し，あらかじ

め設ける価格の下限。500万円以上の工事に設定（地方自治法施行令167条の10）し，この最低制限

価格を下回る入札があった場合，失格となる。ダンピング防止と共に公共工事の品質確保を図るため

採用している。

　取下げ・・・入札公告後，入札参加の申請をしたが，開札日前までに入札を辞退したもの。

　参加資格基準表（資料８）に記載のとおりとなっている。基準表は，資格審査会（副市長が委員長，

各部長が委員の合計８名で組織）に諮り，基準値等について決定している。

　あくまで「基準」としているので，工事の特殊性等を考慮し，点数を変更する場合もある。

　一般競争入札・・・公告した当該工事案件の資格要件を満たした業者全員が入札に参加できる方

式。1,000万円以上の工事が対象（鹿嶋市建設工事競争入札実施規則第２条）

　指名競争入札・・・入札参加有資格者名簿の中から発注者が，信用度，工事成績，手持ち工事，地

理的条件などを勘案しつつ，指名業者を選定し，指名された者が入札に参加する方式。130万円を

超え1,000万円未満の工事が対象

　随意契約・・・競争入札によらずに任意で決定した相手と契約をするもの。

　　①工事，製造請負：130万円以下（鹿嶋市財務規則１３９条）

　　②財産の買入れ：80万円以下

　　③物件の借入れ：40万円以下

　　④財産の売払い：30万円以下

　　⑤物件の貸付け：30万円以下

　　⑥前各号に掲げるもの以外（保守管理，委託業務）：50万円以下

　・上記の金額を超える場合，主な理由として（地方自治法施行令１６７条の２第１項）

　　②その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

　　⑤緊急により競争入札に付することができないとき。

　　⑥時価より有利に契約ができるとき。

価格や工事内容によって，法令規則に照らし合わせて選定している。

　お見込みのとおり。前述のとおり，要件に照らしあわせ執行している。

また，地方自治法施行令１６７条の２第１項による随意契約は上限額を定めていない。
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・入札価格が同額の場合は，「くじ執行」になるのか。

回答：事務局（契約検査室）

④指名競争入札について

・指名業者で「要件不備（無効）」とは。また，そのような業者を指名することの是非は。

回答：事務局（契約検査室）

・等級Cの業者が落札して問題はないのか。また，そのような業者を指名することの是非は。

回答：事務局（契約検査室）

・指名されたのに「辞退」とは。

回答：事務局（契約検査室）

・指名競争入札は，工事予定価格1000万円未満となっている。その価格が条件か。

回答：事務局（契約検査室）

⑤工事名：２９鹿教総第７号　鹿野中学校校舎大規模改造工事（電気設備工事）

　整理番号：NO.４（一般競争入札）

　工事場所：鹿嶋市城山４丁目７番１０号

　事業課：教育総務課

・入札参加者が３者に満たないことで「不調」になった理由と，指名競争入札に切り替えた理由は。

回答：事務局（契約検査室）

　お見込みのとおり。電子入札の場合，入札書提出時に３桁の任意の数字を「くじ番号」として必ず入

力することになっている。同額となった場合，電子入札システムに標準実装されている機能でシステ

ム（パソコン）が，落札者を判定する。

　入札参加資格者名簿に登録してある市内本店の電気設備工事業者は10社。5,000万円以上の工

事については，8社が該当

　一般競争入札で参加者が3者に満たない場合は，入札の執行を中止することになっている（建設工

事競争入札実施規則　第１２条）。

　当該案件も参加者が3者に満たなかったため，指名競争入札に切り替えて執行。選択肢としては，

当初から指名競争にする選択もあったが，起工額が9,600万円だったこともあり，一般競争入札で執

行したもの。

　【指名入札No2　２９市整鹿道建第１号　道路改良工事】

　㈱イーエムアイの無効（要件不備）：郵便による入札封筒の送達は，書留郵便のみとなっているとこ

ろ，普通郵便での入札であったため（公告に記載）。工事の技術等に不備であったわけではない。

　資料７参照。〇業種別等級表。建設工事等入札参加資格審査要項　第８条で有資格業者の等級

格付け（S・A・B・C）を定めている。

また，〇等級別発注請負金額表。請負業者選考規程　第７条の「別表」で，工事の額によって指名す

るランクを定めている。

　Cランクの業者が公共工事をする技術がないということはないので，落札しても問題はない。建設業

者の受注機会の拡大と均等化，地場産業の育成といった観点から，このような基準にしている。

　指名業者は，各担当課長が工事実績や施工能力，手持ち工事の状況，地域的条件などを考慮し

たうえで，選考委員会に推薦し，決定されるもの。

推測になってしまうが，指名を受けても市以外の工事を請け負っているといった理由から辞退となっ

てしまうことは起こりうると考えている。

　お見込みのとおり。原則130万円を超え1,000万円未満の工事が条件
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・８００万円以上の指名競争入札は７社以上となっているが，この工事では７社指名のうち，１社辞

退となって合計６社だが問題ないのか。（秋葉委員）

回答：事務局（契約検査室）

・契約状況資料の予定価格（96,174,000円）と入札結果資料の予定価格（89,050,000円）及び落

札価格で違いが見受けられが，消費税の有無のみの違いか。

入札の状況で等級が無記載になっているが，その理由は。

回答：事務局（契約検査室）

⑥工事名：２９鹿廃対第５号　汚泥再生処理施設クーリングタワー更新工事

　整理番号：NO.４８（指名競争入札）

　工事場所：鹿嶋市立衛生センター汚泥再生処理施設

　事業課：廃棄物対策課

・汚泥乾燥機の故障によりクーリングタワーは今後運転しないこととなり「特例中止」と記載されて

いるが，これは汚泥乾燥機も非稼働化することか。

回答：廃棄物対策課

・汚泥乾燥機を非稼働化しても問題ないのか。（小島委員）

回答：廃棄物対策課

・入札，契約後に汚泥乾燥機の故障が発覚したのか。（秋葉委員）

回答：廃棄物対策課

⑦工事名：２９排水鹿道建第２号　排水整備工事

　整理番号：NO.１３（一般競争入札）

　工事場所：鹿嶋市小山地内

　事業課：道路建設課

・設計書に誤りがとあるが，どのような誤りで，どの時点で誤りに気付いたのか。

 再入札を行った際，予定価格が上がっているが，+αの追加工事があったと理解してよいか。

回答：道路建設課

　お見込みのとおり。消費税の有無の違い。

　等級が定められているのは，発注件数の多い「土木一式工事」，「建築一式工事」，「とび・土木・ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ」，「管」，「舗装」，「水道」の６業種となっている（鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項

第８条）。

そのため，それ以外の工事については，等級が無記載。

　電気工事は件数も少ないうえに，登録業者数も少ないため，等級は行っていない。この等級は，各

自治体によって違いがある。

　汚泥乾燥機の修繕に多額の費用を必要とすることから，汚泥の堆肥化工程を中止した。汚泥乾燥

機を含め堆肥化するための機器の維持管理費等にも多くの費用を要していたことから，費用対効果

を検討したうえで，汚泥乾燥機を非稼働化とした。

　指名数が７社になっていれば，開札日に辞退がでても問題ない。

　乾燥させた汚泥を堆肥化して市民に無料配布をしていたが，機械の非稼働化に伴い，汚泥の処理

を外部委託しているので，処理に関しては問題はない。

　お見込みのとおり。契約後に故障が発覚した。工事予定の機器が受注生産品で，メーカーでも生

産開始前だったことで，工事中止に伴う費用がほとんど発生しなかったこともあり中止とした。

　入札公告後に，再度設計図書の数量及び積算内容を再チェックしたところ，排水管布設（硬質塩

化ﾋﾞﾆﾙ管φ400）に係る代価表において，材料費と設置費を併せてｍ当たりの単価とすべきところを

設置費のみ計上し，材料費136m分(5,750円/m当）の計上漏れが判明したため，5/1付で公告した当

該工事を5/15付で公告を中止した。（直接工事費：136m×5,750円=782,000円）

　そのため，設計価格及び予定価格が増となったもので，追加工事が発生したことによる要因ではな

い。
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（２）西岡委員

①すべての案件で，予定価格より入札価格が上回るものがなく，すべて下回るのは，予定価格の見

積りが甘いからではないか。

回答：事務局（契約検査室）

②工事NO15・16（指名競争入札）・20・21・23（一般競争入札）のように，同一地区・同一工事で細分

割して入札する理由は。

また，予定価格に対する入札価格の比率がNO20・21・23では95±0.5%なのは偶然か。

回答：事務局（契約検査室）

③工事NO33・34・35・36（一般競争入札）についても，同一地区・同一工事で細分割して入札する理

由は。

また，予定価格に対する入札価格の比率がNO33・34・35では88.5%～88.6%でわずか0.1%に収まって

いるのは偶然か。（NO36は，工事仕様が異なるからか，94.9%）

回答：事務局（契約検査室）

④工事NO4（一般競争入札）は入札不調で，指名競争入札NO3により発注先が確定しているが，工

事NO13（一般競争入札）は工事設計書に誤りがあったため，入札不調となっている。

設計見直し後に当年度入札に間に合わなかったのか。工事を取りやめたのか。次年度へ先送りして

も問題ない工事だったのか。

回答：事務局（契約検査室）

⑤工事名：２９鹿教総第６９号　卜伝の郷多目的球技場人工芝グラウンド切削工事

　整理番号：20171107（随意契約）

　工事場所：鹿嶋市神向寺地内

　事業課：教育総務課

・発注済みの２９鹿教総第１号　卜伝の郷多目的球技場人工芝グラウンド改修工事

（一般競争入札NO.1）の追加工事について，別工事として発注することで工期の短縮が図れると

いう理由である。別工事とすればどうして工期の短縮が図れるのか。

単なる追加工事ではないのか。

回答：教育総務課

・元々，工事範囲とみて，一般競争入札額と合せ，落札総額は予定価格の99.56%。

落札業者を優遇した分割入札と思われても仕方ないか。

　予定価格の公表方法には，事前公表と事後公表に分かれるが，鹿嶋市では事前公表を採用して

いる。予定価格の公表については，法令上の制約がないことから，地域の実情に応じて地方公共団

体の判断により実施。事後公表にすると，予定価格を探ろうとして，業者が職員から聞き出すような不

正行為等が懸念される。また，茨城県も事前公表を採用。

　以上のことから，事前に公表しているため，入札価格が予定価格を上回るものがない状況になって

いる。なお，予定価格が上回る入札は失格となる。

　工事の内容によって，工期の短縮，建設業者の受注機会の拡大と均等化，地場産業の育成などの

観点から分割発注を行う場合もある。今回の案件はそのような理由で分割発注とした。

　落札率が近似値であるのは，偶然であると判断している。業者によっては積算システムや落札率を

データベース化しているようなことも聞く。

　そういったことから条件が同じような同種工事になると落札率も近似値になってくるのかと思う。

前述と同様

　設計見直し後に，一般競争入札（NO.32：29排水鹿道建第６号　排水整備工事）で業者を決定して

いる。

  別工事とした切削工事については，当初見込んでいなかったもので，工程の途中で必要となったも

の。改修工事については，工程的に時間的余裕がなかった。
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回答：教育総務課

⑥工事名：２９鹿教総第１１０号　高松緑地多目的球技場敷鉄板設置工事

　整理番号：20171125（随意契約）

　工事場所：鹿嶋市大字光地内

　事業課：教育総務課

・発注済みの２９鹿教総第５０号　高松緑地多目的球技場人工芝新設工事（一般競争入札NO.52）

の現場内に位置し，敷鉄板の設置工事であり，付帯工事として一体的に整備していくことで，工期

の短縮や経費削減が図れるとの理由である。しかし，発注済み工事を行う上で敷鉄板を敷き，工事

が終われば撤去することは当たり前である。どうして別工事として切り分けられているのか。

回答：教育総務課

・元々，工事範囲とみて，一般競争入札額と合せ，落札総額は予定価格の99%。

落札業者を優遇した分割入札と思われても仕方ないか。

回答：教育総務課

（３）小島委員

①工事名：２９単災鹿区整第２号　道路復旧工事

　整理番号：20171036（随意契約）

　工事場所：鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内

　事業課：区画整理事務所

・随意契約の理由は説明のとおり妥当性は感じられるが，契約金額の視点からすると高額なため，

随意契約ではなく，入札に付するべきと思われるが，どうなのか。

回答：区画整理事務所

・また，一体的に進められる工事であれば，分離発注ではなく，まとめた発注で入札した方が効率的

ではないか。

回答：区画整理事務所

　前述と同様

　高額な工事だが，先行する液状化対策工事の路面復旧と併せた一体的な施工による当地区の早

期復旧，復興の実現と随意契約に伴う現工事（液状化対策）との経費率調整による経済性や，施工

性向上による工期短縮，一体的な復旧による交通の安全性を考慮した結果，競争入札に付する事が

不利と判断し随意契約での発注としたもの。

　復興交付金事業（液状化対策工事）と一般単独災害復旧事業（災害復旧工事）との他事業であるこ

とから，発注については分離発注を前提とした。

　また，地震によって地表面が移動したことから民地との境界について協議交渉の上，復旧方針の確

定が必要であったため，早期復興の観点から液状化対策工事を先行し発注したもの。

「審議案件」のすべての案件について，「すべて特に問題なし」と判断する。

　設計変更と同様の手順を行っており，積算額は落札比率(98%）を掛けて算出している。また，業務

は工程の一部となっていることから，改修工事業者における工事の実施の方がよりスムースに全体を

推進できる。

　設計段階で本工事において，敷鉄板設置は必要なしと判断し当該工事を含めていなかったが，工

事を進めていく中で必要となった。
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４　その他

・本会議の会議報告書の確認作業について

⇒評価委員確認後，審議結果を市長に意見書をもって提言し，市ホームページに公表予定。

・次年度の入札契約制度評価委員会に開催スケジュールについて

⇒平成３１年９月頃開催予定。委員長を除く委員４名から質疑を抽出予定。

５　閉会
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 評価委員からあらかじめ抽出した案件を慎重に審議，調査したとこ

ろ，すべて特に問題なしと判断する。 

 

 

 

平成３０年１２月１９日 

 

 

 鹿嶋市長 錦織 孝一 様 

 

 

鹿嶋市入札契約制度評価委員会 

委員長 小神野 榮 


