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令和３年度第１回八幡市入札制度懇話会 

１．開催日時 令和３年７月 15日（木）10時 00分から 11時 30分まで 

２．場 所 八幡市文化センター３階 会議室３ 

３．出 席 者                           （敬称略） 

会 長 岡山 敏哉 大阪工業大学 工学部建築学科教授 

委 員 
大田 直史 龍谷大学 政策学部政策学科教授 

安枝 伸雄 安枝法律事務所 弁護士 

  事務局     総務部技監、総務部契約検査課長 他２名 

  抽出案件担当者 13名 

  傍聴者     ０名 

４．次 第 １．開会 

２．会長挨拶 

３．懇話会の公開について 

４．協議事項 

(1) 総括、指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について 

(2) 抽出案件について 

一般競争入札６件、指名競争入札６件、随意契約１件 

５． その他 

６． 閉会 

５．議事概要  (1) 懇話会の公開について 

  本会議を公開とすることを決定した。 

(2) 総括、指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について 

  指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について報告した。 

(3) 抽出案件について 

  別紙１のとおり協議を行った。 
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別紙１ 

 

協議事項（２）抽出案件について 

【抽出案件一覧（説明順）】 

番号 
業務 

区分 

入札契約

方式 
案件名称 担当課 

1103104 工事 一般競争

入札 

令和 2年度八幡園内地区配水管布設替工事、令和 2

年度舗装補修工事（その 4）及び令和 2年度八幡市

公共下水道事業人孔蓋取替工事その 5（八幡園内

他） 

上水道課 

1203107 工事 指名競争

入札 

令和 2年度さくら近隣公園整備工事（その 2） 道路河川課 

2203102 コンサ

ル 

指名競争

入札 

令和 2年度橋本地域道路詳細設計業務 下水道課 

1103105 工事 一般競争

入札 

令和 2 年度男山東中学校屋内運動場等空調設備整

備工事 

道路河川課 

1103107 工事 一般競争

入札 

令和 2 年度男山中学校屋内運動場等空調設備整備

工事 

道路河川課 

2103101 コンサ

ル 

一般競争

入札 

消防分署基本・実施設計業務 教育総務課 

3103101 物品 一般競争

入札 

八幡市立中央小学校内放課後児童健全育成施設増

築建物賃貸借 

教育総務課 

3103102 物品 一般競争

入札 

令和２年度防災備蓄倉庫設置業務委託 消防総務課 

1203111 工事 指名競争

入札 

令和 2年度改良吉原団地第 6～8棟外部バリアフリ

ー改修工事 

子育て支援

課 

3203101 物品 指名競争

入札 

令和２年度防災備蓄倉庫設置業務委託 防災安全課 

3203102 物品 指名競争

入札 

網戸の購入 住宅管理課 

3203105 物品 指名競争

入札 

令和２年度橋本駅周辺拠点整備事業埋蔵文化財調

査業務 

防災安全課 

3303102 物品 随意契約 スタディサポート事業（鳩嶺教室）運営委託 学校教育課 
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【抽出案件に関する質疑事項】 

質問・意見 回答 

1103104 令和 2年度八幡園内地区配水管布設替工事、令和 2年度舗装補修工事（その 4）及び 

令和 2年度八幡市公共下水道事業人孔蓋取替工事その 5（八幡園内他） 

・一部区間着手済みとのことだが、全体

に対する割合はどれくらいか。 

・残りの 85％を令和３年度に入札するの

か。 

 

・再発防止策として、チェック体制を強

化するとあるが、この体制は整えたか。 

・契約解除に至った経緯は。 

 

 

・どの点で公正ではないと判断したのか。 

 

 

 

・残りの随意契約の方は、正しい参考資

料で積算して契約したのか。 

・結果よりプロセスの問題であり、その

点は注視すべき。（意見） 

・金額ベースで 15パーセント程度。 

 

・西側と東側の２工区に分かれており、東側は一

部着手していたため、西側部分のみを令和 3 年度

に入札予定。 

・基本的に設計担当者と係長で検算を行ってきた

が、課長や係内の職員も含めて、二重三重に行う。 

・参考資料として渡した積算参考資料の一部に誤

記が判明したことにより、弁護士に相談した内容

をもとに市長協議を行い、契約解除にいたった。 

・あくまで参考資料であるが、入札金額はそれぞ

れの業者が参考資料をもとに算出する。参考資料

を引用すると予定価格が変わってくるので、入札

自体が成立していないと判断した。 

・その通り。 

1203107 令和 2年度さくら近隣公園整備工事（その 2） 

・説明内容で了解し、質問無し。（意見）  

2203102 令和 2年度橋本地域道路詳細設計業務 

・入札参加者が多く、落札率が 73.21％

と低いが、どうか。 

予定価格の 70～75％の範囲内で最低制限価格を設

定している。 

1103105 令和２年度男山東中学校屋内運動場等空調設備整備工事 

1103107 令和２年度男山中学校屋内運動場等空調設備整備工事 

・落札率が 99.83％と高いが、１回目よ

り２回目の方が落札率が高い理由は。 

・予定価格を事後公表としており、１回目の入札

結果を参考に応札した結果と推測している。 

2103101 消防分署基本・実施設計業務 

・失格が 18者もいた原因は。 ・設計の一般競争入札で参加業者が多く、人件費

の算出に差が大きく出たためと考える。 

・どのような設計内容か。 ・新築工事。 

・今年度中に基本設計と実施設計を一緒

に行っているのか。 

・そのとおり。 
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3103101 八幡市立中央小学校内放課後児童健全育成施設増築建物賃貸借 

・建物を学校の敷地内に建てるのか。 ・学校の敷地内に建物を建築し、その建物を１０

年間借りる契約である。 

3103102、3203101 令和２年度防災備蓄倉庫設置業務委託 

・再入札の際に仕様書を変更したとある

が、どのように見直したのか。 

・当初は、現地組み立てを条件とし、それに合わ

せた寸法にしていたが、クレーンでの設置を可と

し、寸法の幅を広げた。 

・一般競争入札から指名競争入札に変更

した理由は。 

・再入札による納入期限を考慮し、変更を行った。 

1203111 令和 2年度改良吉原団地第 6～8棟外部バリアフリー改修工事 

・結果を見て、特に質問はない。（意見）  

3203102 網戸の購入 

・設計の変更にあたって、枚数を減らし

たのか。 

・設置枚数を減らし、単価の金額を増額した。 

・枚数を減らすことに問題はなかったの

か。 

・必要最低枚数で再入札を行った。 

・辞退が多い理由は。 ・設置個所が多く、期限までに間に合わなかった

のではないかと推測する。 

3203105 令和２年度橋本駅周辺拠点整備事業埋蔵文化財調査業務 

・落札率が低い理由は。 ・落札者は、調査に必要な機材を自社で所有し、

かつ、代表者自らが図面作成や基準点の設置等の

作業を行うことができるため、安く行うことがで

きたと推測する。 

3303102  スタディサポート事業（鳩嶺教室）運営委託 

・１者しか参加しなかった理由は。 ・資格要件にプライバシーマークを所持している

ことを要件としたが、満たす業者が少なかった。 

・提案価格はいくらか。 ・提案限度額と同額。 

・特殊な業務なのか。 ・中学生を対象に放課後に塾を行う事業である。 


