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第１回 栃木市入札適正化委員会 議事概要 

 

○日  時  平成３０年９月１２日（水）午後１時３８分から午後３時７分 

○会  場  栃木市役所  ３階  ３０１会議室 

○出席者  委  員      小林委員長、飯島副委員長、児玉委員、諏訪委員 

          事務局      総務部長 

                      契約検査課長 

           契約検査課副主幹兼検査係長 

契約検査課契約係長 

                      契約検査課契約係職員２名 

                       

○議  題  （１）委員長及び副委員長の選任について 

（２）入札及び契約手続きの運用状況等についての報告 

          （３）抽出事案についての審議 

          （４）平成３０年度からの入札契約制度について 

     （５）その他 

 

○会議の概要 

（１）委員長及び副委員長の選任について      

互選により、委員長に小林氏、副委員長に飯島氏を選出。 

 

（２）入札及び契約手続きの運用状況等についての報告 

委員長： 入札及び契約手続きの運用状況等についての報告を願いたい。 

事務局： 入札及び契約手続きの運用状況等について資料に基づき報告。 

     発注工事状況 

     （平成３０年２月１日から平成３０年７月３１日） 

総契約件数          １０９件 落札率９６．１６％ 

内訳 条件付き一般競争入札  ３５件 落札率９６．３３％ 

指名競争入札      ７４件 落札率９５．９８％ 

指名停止の運用状況一覧      ３件 

談合情報対応状況         ０件 

委員長： 報告された件について、質問、意見はあるか。 

委員 ： 独占禁止法違反で資格停止になったということだが、基本的に公正取引委員会 

が刑事告発した段階でこういった資格停止の処分となるものなのか。 

事務局： 本市では競争入札指名停止基準の運用基準を定めており、運用基準では公正取 

引委員会による刑事告発があったときという基準がある。それに今回この業者が 
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該当したという状況が確認されたため、指名停止に至ったということである。 

委員長： 入札及び契約手続きの運用状況等についての報告については、了承ということ 

でよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 

 

（３）抽出事案についての審議 

委員長： 抽出を担当された委員より抽出理由の説明をお願いしたい。 

委員 ： まず、条件付き一般競争入札では、Ｎｏ．１７とＮｏ．３５を抽出した。Ｎｏ． 

１７は、予定価格が非常に大きい、事業規模を理由として抽出した。Ｎｏ．３５ 

はＮｏ．３４にも同じ項目があり、一度、不調になっており、再度行われた結果、 

落札に至っている。参加事業者が１社のみということで落札率も９９％と非常に 

高いということもあり、抽出した。 

指名競争入札では、Ｎｏ．２０とＮｏ．６３を抽出した。Ｎｏ．２０は予定価 

格、事業規模が大きいということと、落札率が低いということで抽出した。Ｎｏ． 

６３は、落札率が低いということが気になり、抽出した。 

委員長： 審議については、１件ずつ進める。 

はじめに、抽出案件①北部健康福祉センター（仮称）新築建築工事について、 

事務局の説明をお願いしたい。 

事務局： 抽出事案①北部健康福祉センター（仮称）新築建築工事について、資料に基づ 

き説明。 

     ～入札方法、工事名、工事箇所、工事概要、入札参加資格及び設定の理由・経 

緯（工種、格付、建設業の許可、地域要件、配置技術者、応札可能業者数、設定 

の経緯）、入札結果（入札参加業者数、落札業者、予定価格、低入札調査基準価格、 

落札金額、落札率）～ 

委員長： 説明された件について、質問、意見はあるか。 

健康福祉センターというと、どういうことに使われる施設なのか。 

事務局： 建設の経緯については、大平地域、藤岡地域にはそれぞれ入浴・トレーニング 

施設があり、そういったものが都賀地域、西方地域にはなく、地元から建ててほ 

しいという要望があったこと。また、都賀地域、西方地域に元々ある保健センタ 

ーを統合し、北部健康福祉センターとしてこの場所に建てるということになった 

ものである。開館後については、トレーニング施設、入浴施設、集団検診を行う 

施設として利用する予定である。 

委員長： お客様が来て何かをするという施設でもあるのか。 

事務局： 集団検診に利用されるということはある。 

委員長： ラジオ体操をやったりするのか。 

事務局： ラジオ体操をやるかどうかまでは不明だが、健康づくりのための教室などが開 
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かれるのではないかと考えている。 

委員長： まだ仮設も始まっていないのか。 

事務局： 本案件は、開催中の議会で議決を要する案件であり、まだ現在のところ仮契約 

の段階で本契約に至っていないため、工事には着手していない。 

委員 ： １０億円規模の施設整備は年何件くらいあるのか。あるかないかくらいか。 

事務局： あるかないかくらいである。 

委員 ： だいたいこれくらいの規模だと共同企業体で請負うという形になるのか。 

事務局： 本市の建設工事共同企業体の基準により、建築一式工事については、概ね予定 

価格３億円以上、設備工事については、概ね１億円以上の場合にはＪＶにより 

入札をするということになっているため、それにしたがって今回ＪＶで発注した 

ということである。 

委員長： それでは、本件については了承ということでよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 

委員長： 次に、抽出事案②コミュニティＦＭ放送難聴地域解消対策工事について、事務 

局の説明をお願いしたい。 

事務局： 抽出事案②コミュニティＦＭ放送難聴地域解消対策工事について資料に基づき 

説明。 

     ～入札方法、工事名、工事箇所、工事概要、入札参加資格及び設定の理由・経 

緯（工種、格付、建設業の許可、地域要件、配置技術者、応札可能業者数、設定 

の経緯）、入札結果（入札参加業者数、落札業者、予定価格、低入札調査基準価格、 

落札金額、落札率）～ 

委員長： 説明された件について、質問、意見はあるか。 

副委員長： 要件緩和について、工期についてはともかく、技術者の資格要件については、 

当初は１、２級の無線技士を要件に入れており、その後、不調に終わったという 

ことで、資格要件をはずしたということであるが、必要性があって入れた技術者 

要件をはずしたことは特に問題はないのか。 

事務局： 配置技術者の要件については、当初は、第１、２級の陸上無線技士を配置技術 

者の要件としていたが、不調になり、発注担当課で、設計会社に配置技術者の要 

件等を確認し、配置技術者を置かなくても施工は可能ということであったため、 

２回目の入札では、陸上無線技士を資格要件とはせず、入札を実施したという状 

況である。 

委員 ： そういうことであれば、最初から入れる必要はなかったのではないか。 

委員 ： 工期に関しても、１７０日を３００日にということであるが、これも実際の業 

者の意見を参考にしたということなのか。 

事務局： 不調になった後、業者から発注担当課に最初の１７０日という工期では、そも 

そも機器の製作期間しかとれないという話があったため、そういったことを勘案 
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して、２回目は３００日に延長したということである。 

副委員長： 要件を２つ緩和しても１者だったということはやはり、１回目が不調に終わっ 

たのはこの２つの要件だけではないと考えられる気がするが、そのあたりは検討

したのか。 

事務局： いくつか今回の工事をできそうなところに発注担当課であたったが、発注した 

時期が２月末から３月頭だったため、配置できる技術者がいなくて仕事に携われ 

ないということで、結果的に１者のみであったと考えている。 

副委員長： 価格の面では何か問題はなかったのか。 

事務局： 不調になった後、担当課において設計のほうも見直したわけだが、価格におい 

ては、変動がなかったということである。 

委員長： 結果として、１者だけになったけれども、要件にあう企業が何社かあるという 

ことは、事前に確認、調査などをしているのか。 

事務局： 今回の件については、入札参加の要件として、電気通信で、総合点数８００点 

以上としたが、そのように絞った中で７９者という数で、その中でも、実際に放 

送の分野をできる業者がいくつかいることは確認したうえで発注はしている。 

委員長： 図は難聴地域の分布か。 

事務局： 資料の①から⑦あたりが聴き取りづらいということと、今回の工事は主に⑨の 

三鴨中継局から東側の部分が聴き取りづらいということだったので、これを解消 

するための工事となっている。 

委員長： 業者の名前をみているけれども、かなり専門性の高い仕事でどこでも請負える 

という仕事ではない。難聴地域は広域になっており、入札に出す前にこの分布を 

調べておかなければならないわけであるが、それは栃木市独自でできるわけでは 

なくて、どこかに頼むのか。 

事務局： そちらの業務については、この工事を発注する前の調査と設計業務の方で調査 

をして、今回の工事を発注したということである。 

委員長： 放送難聴地域の解消対策工事というのは、市の仕事でやらなければならないも 

のなのか。 

事務局： そもそもコミュニティＦＭ放送というのは、ＦＭくららの放送であり、一番の 

目的とするところが、災害情報を伝えるためである。そういった情報が確実に行 

き届くようにするための工事である。 

補足だが、この設備は市でつくった設備であり、何年か運用していく中で、聞 

きづらい地域があることが確認できたため、今回の工事を行うこととなった。設 

備そのものは市の設備で、放送の運営自体はケーブルテレビ株式会社に委託をし 

ている。 

委員長： それでは、本件については了承ということでよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 
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委員長： 次に、抽出事案③新大平下駅前地区都市再生整備計画事業新大平下駅西口自転 

車駐車場整備工事について、事務局の説明をお願いしたい。 

事務局： 抽出事案③新大平下駅前地区都市再生整備計画事業新大平下駅西口自転車駐車 

場整備工事について、資料に基づき説明。 

～入札方法、工事名、工事箇所、工事概要、指名業者選定の理由及び経緯（工 

種、格付、建設業の許可、指名業者数）、入札結果（入札参加業者数、落札業者、 

予定価格、最低制限価格、落札金額、落札率）～ 

委員長： ただいまの説明について、質問、意見はあるか。 

委員 ： 全部で何台駐車できるものか。 

事務局： 自転車２００台分である。 

委員 ： ２棟で合わせて２００台か。 

事務局： そのとおりである。 

委員長： それでは、本件については了承ということでよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 

委員長： 次に、抽出事案④漏水に伴う配水管布設替工事（２工区）について、事務局の 

説明をお願いしたい。 

事務局： 抽出事案④漏水に伴う配水管布設替工事（２工区）について、資料に基づき説 

明。 

～入札方法、工事名、工事箇所、工事概要、指名業者選定の理由及び経緯（工 

種、格付、建設業の許可、指名業者数）、入札結果（入札参加業者数、落札業者、 

予定価格、最低制限価格、落札金額、落札率）～ 

委員長： ただいまの説明について、質問、意見はあるか。 

副委員長： 今の案件がＮｏ．６３で落札率が８６．９４％で、同じような工事がＮｏ．６ 

４にもあり、漏水に伴う配水管布設替工事で、これも同じ様に８９．１７％と同 

じような工事、同じような条件で落札しているようだが、この工事に関してこれ 

だけ落札率が低く出るというのは、予定価格が高すぎたとか、何か考えられるよ 

うな事情があったのか。 

事務局： Ｎｏ．６４の漏水に伴う配水管布設替工事（１工区）については、Ｎｏ．６３ 

の案件と分割して同時に発注した案件であり、早期にこの漏水の復帰を行いたい 

ということで、工事を２つに分けて同時に発注したものである。 

指名業者についても、同じ業者を指名しているため、落札率についても同じよ 

うなものになっていると思慮しているところである。 

委員 ： １工区と２工区は発注の時期は同じか。 

事務局： 同じ開札日である。 

委員 ： 同じような事業者が応札しているということか。 

事務局： 同じ業者を指名している。 
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委員 ： 例えばこの業者は、２工区では、高く応札して、１工区では低く応札している 

ようだが、どういうことが考えられるか。 

事務局： ２工区の工事の落札者は、近接工事ということで、両方落札ができないような 

指名通知をしている。両方とも同じ値段くらいでできるとしても、どっちみち両 

方はとれないという考えを応札者はもっていると思われるので、どちらかとりた 

いほうに一生懸命になってくるという考え方があるのではないか。 

委員 ： この６つの応札者は、それぞれどこの地域の会社か。 

事務局： 今回指名した業者はすべて岩舟地域の業者である。 

委員長： それでは、本件については了承ということでよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 

 

（４）平成３０年度からの入札契約制度についての審議 

委員長： 事務局から説明をお願いしたい。 

事務局： 栃木市低入札価格調査制度事務処理要綱及び栃木市最低制限価格制度事務処理 

要綱の一部改正について資料に基づき説明。 

委員長： 説明された件について、質問、意見はあるか。 

委員 ： 協議会モデルに準拠していない自治体はあるのか。また、県の要綱に準拠して 

いない自治体はあるのか。だいたいどの自治体もこのように同じような基準で要 

綱をまとめているのか。 

事務局： ほぼ準拠しているものであると思われるが、基準となるモデルが毎年改定され 

るものではなく、今の栃木市の現状は平成２８年の古いモデルであったりするよ 

うに、古いモデルに準拠している自治体もある。あるいは、それさえも準拠して 

おらず、独自のモデルで行っている自治体もあるのではないかと思われる。 

委員 ： 今回のモデルが改定された主旨、また県の要綱が改定された主旨というのはど 

ういうものか。 

事務局： モデルの改定の主旨については、労働者の賃金の確保が目的となっている。ま 

た、改正（案）の（１）の建築工事及び設備工事は０．９０をかける部分と（３） 

の建築工事及び設備工事は直接工事費に０．１０をかけたものを加算するという 

考えについては、建築工事と設備工事は下請けの金額が直接工事費に算入されて 

おり、土木工事と同じように算定するために、直接工事費の１０％分を（１）の 

直接工事費から（３）の現場管理費に移すという、考え方を変える意味で改正し 

たということである。 

委員長： 本件については、了承ということでよろしいか。 

＜＜一同了承＞＞ 

 

（５）その他 
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   － なし － 

 

～ 終了 ～ 


