
様式第４号（第６条関係）
令和2年度　　第１回

開催日

開催場所

出席委員

審議対象期間

抽出案件 件数

一般競争入札 2

指名競争入札 2

随意契約

合計 4

委員からの意見・質
問・回答等

・工法が特殊であるため、入札者が１者であるケースが続いたとしても、
潜在的に競争相手が居るというだけでも競争性が発揮されるので、随意
契約ではなく、一般競争入札を執行するべきである。

委員会による意見具
申の内容

・辞退者が多いというのは予定価格が安いのではないかという事も考え
られますので、今後応札者が無くなるような事態が発生すれば再考しな
ければならない。

・特定の業者しかできない工法を発注者側が選択するという一種の談合
のようなことが考えられなくもないので、工法選定の際には、十分気をつ
けて決定する必要がある。

奈良市入札監視委員会 定例会議審議概要

（備考）
今回の会議では次のとおり審議が行われた。

１．抽出案件について
　　入札番号　32（企業局）
　　　　 　　　　　12,47,212(奈良市)
　　２．設計変更ガイドラインに基づく報告につて

別紙のとおり

・３％ルールの弊害はあるが、件数も少ないので、今後適宜検討し、入
札監視委員会にも諮問していただきたい。

令和2年12月17日　（木）

奈良市役所北棟６階　会議室

　委 員 長　　森　裕之
　委　   員　　小島　幸保
　委　   員　　目細　実

令和2年1月1日～　令和2年9月30日
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別紙 

１．抽出案件について 

担当課  入札番号 32 番、「公共下水道築造工事に伴う実施設計業務委託」について説明いたします。入札方

式は指名競争入札、担当課は下水道事業課、工種はコンサル業です。業務概要は、公共下水道管きょ

を新規に整備する工事を行うための実施設計業務委託です。12者の指名業者の選定基準は、令和 2年

度奈良市企業局建設工事等入札参加資格者の中で、土木関係建設コンサルタント業務において「下水

道部門」、「土質及び基礎部門」及び「測量部門」に事業登録があり、市内に本店または営業所を置き、

技術力及び実績のある業者を選定いたしました。本入札は3％制度の弊害により高落札率となった案件

です。最低制限価格算出割合が 99.2％と高く、最低制限価格未満で入札した業者の割合は、98.1％か

ら98.9％で、99％台が誰もおりませんでした。これが今回の要因と考えております。 

委員長  目細先生が今回初めてですので、その前に3％ルールの説明をお願いします。      

事務局  奈良市と奈良市企業局が採用している 3％制度は、国でいう最低制限価格を最低制限基準価格として

事前公表し、この最低制限基準価格に対して開札当日にくじ引きを行い、97.0～99.9％の30通りの率

を掛けて、最低制限価格を決定します。この最低制限価格以上で予定価格以下の中で最低金額での応

札者を落札者とする制度となっております。この制度につきましては、予定価格が 5 千万円未満の工

事及び測量等に関して採用しております。5千万円以上の工事は、変動型最低制限価格制度を適用して

おります。これにつきましては、最低制限基準価格に代わる最低制限モデル型算出価格を事前公表し、

これに当日業者が応札した予定価格以下の入札価格の平均値を算出し、その金額に標準偏差を加除し

て得た価格の 95％を最低制限変動型算出価格とし、先の最低制限モデル型算出価格と最低制限変動型

算出価格の低い方を最低制限価格として採用する制度です。 

委員長  最低制限価格を事前公表していると、各業者はその価格に張り付くことになり、適切な競争性が担

保されません。他の市町村でも様々なやり方がありますが、奈良市では今説明があった制度を採用さ

れています。最低制限価格が上がったことにより、落札率が上がったという理由が分かりました。 

事務局  3％ルールに依るものは次の案件も同様になりますので、一緒に議論いただけたらと思います。入札

番号12は、制限付一般競争入札ということで、市内本店業者を対象とした一般競争入札を行いました。

業者のランク付けを行い、ランクによって発注金額を分けて発注する制度です。担当課は資産経営課、

工種につきましては土木工事になります。工事名については、「川上町急傾斜地滑り対策工事」です。

先ほどの企業局の説明と同じように、最低制限価格算出割合が 99.9％となりましたので、高落札率と

なりました。先程と同様に 3％ルールの弊害になり、年に数回あります。この件について過年度を調査

したところ、今回の案件は、最低制限価格以下の入札があり、落札金額が最低制限基準価格を超える

案件となりますので、その件数を集計しました。平成 28年度7件、平成29年度 2件、平成30年度13

件、令和元年度 10件、令和 2年度 11件ありました。入札件数が 400件以上ある中で、多少なりとも

弊害が出ております。奈良市及び企業局とも、この 3％ルールの制度改革について他市町村の事例も調

査しながら検討しております。方法として国と同様に予定価格及び最低制限価格を事後公表とする方

法をとれば弊害はなくなると思います。もう一つは最低制限価格を事前公表し、横並びになった入札

になります。どうしても最低制限算出割合が 99.9％となると最低制限基準価格以上での落札となりま

す。この議論を受けて制度変更の話もするのですが、実際に変更するまでには至っておりません。 

委員   3％を2％に変えると何らかの影響はあるのですか。それにしても結局は同じになりますかね。 

事務局  パーセンテージをいくらにしても、高い割合が出たら同じになると思います。 

委員   この応札を踏まえると、3％制度を無くすと最低制限に張り付く入札になるのでしょうね。 

事務局  過去に高止まりしていた入札が、全て最低制限価格に張り付く入札に変わりました。この光景がテ

レビに放映され、市民の方々からおかしいのではないかという意見が寄せられ、全者が横並びになら

ないような制度としてこの3％制度の導入を図りました。また、国は予定価格を事後公表にしておりま

すが、過去に予定価格を事前に知るために業者から職員への不当要求がありましたので、職員を守る

ために事前公表としております。 
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委員   大津市では市長が変わった途端に最低制限価格を事後公表とし、落札金額が上がりました。 

委員長  入札制度の本来的な機能としては上がってくる方が良いのです。市場価格を調査し、自分たちで設

計しているからこそ、各業者の応札額が違うのが本来です。ただし、2番目の案件では、単に3％ルー

ルの中で高値で応札している可能性がある。積算をしていないのであれば、最低制限価格を事前公開

しても良いのではないかという考え方もあります。今回も積算をしているかどうか分かりませんが、

他の業者との開きがかなりありますので、もしかすれば 3％ルールの弊害を狙って応札している可能性

はあります。 

事務局  変動型制度を導入するという案もありますが、土木一式工事で変動型最低制限価格制度を適用した

ところ、各業者が落札する為に低い価格での応札になっています。競争性は発揮されていますが、品

質保全という観点からは不安があります。建築一式工事に関しては部材の購入がありますので状況は

違いますが、土木一式工事に関しては、自社で可能な工事に関しては低い金額での応札になっていま

す。発注者側としては品質保全の不安がありますが、業者側からも変動型制度廃止の要望があります。 

委員長  低い価格での応札になり過ぎているのですね。 

事務局  変動型制度は予定価格が 5 千万円以上ですから積算能力がある業者です。自社の重機を使っていな

い時期であるから低額でも工事が可能ということなのですが、5 千万円未満の予定価格にも拡大する

と、対象事業者は積算能力がないと考えますので、落札することを目的として低価格での応札になり、

品質担保が困難になります。 

委員長  元々固定費は必要経費としてありますから、業者側からすれば、変動費をカバーできれば十分とい

う考え方があって、落札額が低くなってしまうこともあると思います。 

事務局  過去、草刈り業務について最低制限を設定していませんでした。その結果、30％台の落札率となり、

草刈り業務なので経費の内の殆どが人件費なので、業務は無事完了しましたが、急きょ最低制限価格

を設定しました。 

委員長  国交省からの通知があるように、現在は建設労働者の確保が叫ばれています。その中で育成してい

かなければならないのに、低い価格での入札をさせてどうするのかという問題があります。また、防

災の関係で以前に比べると地域内の業者を大事にするようにとなっています。そういった中で以前の

ように安ければ良いという入札制度は取り難くなっています。先ほどの資料にもあったように、今の

ところ全体としてはそれほど大きな弊害があるわけではないので、具体的な制度設計については内部

で検討していただいて、適宜、入札監視委員会に諮問していただければと思います。 

事務局  入札番号47番、指名競争入札で行っております。担当課は営繕課、工種につきましては建築設計、

業務名が「大安寺小学校校舎トイレ改修に伴う建築設計業務委託」です。抽出理由が、同種案件が多

く、いずれも落札率が高いとの事、また指名競争入札にて実施した理由について伺いたいとの事でし

た。建築設計につきましては、基本的に 10,000,000円未満の入札につきましては、市内本店及び営業

所の制限付一般競争入札を行っております。その中で今回のトイレ改修の建築設計を指名競争入札に

て実施した理由ですが、補助金の関係から令和 2 年度中にトイレ改修工事を竣工しなければなりませ

んでした。そこで一日でも早く建築設計業務を完成させることから、開札までの期間が一番短い指名

競争入札としました。指名条件につきましては、制限付一般競争入札と同条件としています。 

委員長  補助金の関係で今年度中に業務を完了しなければならないとの説明でしたが、4月に入札が執行され

ています。年度末までかなりの時間があるかと思いますが。 

担当課  トイレ改修工事は一校全てのトイレを閉鎖することが出来ず、順次改修工事を行いますので、工事

期間がかなり長期化します。それを考慮しますと、出来る限り早期の業者決定が必要となりました。 

委員長  各学校の仕様があまり変わらないのであればまとめて発注するのは困難なのですか。 

事務局  まとめてしまいますと、建築設計に要する期間が長くなり、工事が間に合わなくなります。 

委員   バンビーホームの建築設計業務がありますが、バンビーホームの入札参加者が少ない理由は何故で

すか。 

担当課  こちらについては、トイレ改修建築設計に多数の業者が落札しており、その業務で手一杯な状態で
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あったと思います。 

事務局  個人業者は複数件の受注が困難ですので、低い入札金額の個人業者が最初の方の入札で落札したた

め、以降の案件では辞退をされました。その後の案件では高額で応札されていた業者が以降ずっと落

札した状況となっております。 

委員   先ほどまとめて発注できなかったのかという議論がありましたが、ある業者については、何件も落

札しています。ここの業者のキャパシティーに懸念する点はなかったのですか。 

事務局  建築士がかなりの人数を抱えておられまして、各業務毎に担当者を分けて貼り付けてもらいました

のでキャパシティー的には問題ありませんでした。 

委員   今回の開札では応札者の 7者内 5者が予定価格と同額で応札しておられますが、これはこの金額で

はないと業務完了が困難という意思表示なのですか。 

事務局  予定価格で応札している業者でも、他の案件では、84.99％、85.02％で落札しています。 

担当課  以前に担当した学校については調査を既に実施していますので、過去に担当した案件の落札を優先

し、それ以外の案件については、落札できれば幸いという考えをされているので、予定価格で応札す

ると聞いています。 

委員長  辞退者が多いというのは予定価格が安いのではないかという事も考えます。発注者側としては落札

者の確保が最重要課題ですので、今後応札者が無くなるような事態が発生すれば再考しなければなら

ないと思います。他にありますか。なければ次の案件に移りたいと思います。 

事務局  入札番号 212 番、市外業者も参加できる一般競争入札を行いました。担当課は道路建設課、工種は

土木及びとびの許可を持っている業者を対象としました。工事名が「道路改良工事（月ヶ瀬月瀬地内・

月瀬桃香野線）」です。入札参加条件として過去 10 年間に公共工事で逆巻き施工による切土補強土工

法及び逆巻き工法による急勾配斜面安定工法による法面工事の実績があること、技術士として地すべ

り防止工事士若しくは技術士の土質及び基礎、地質のいずれかの資格を有する者を会社として継続し

て３か月以上雇用していることを条件としました。抽出理由として同種案件工事の入札参加者が 23者

あるのに、応札者が少ないとのことでした。指摘のありました道路改良工事（六条三丁目地内他・中

部第 346 号線）は市内本店を対象とした制限付一般競争入札にて実施しておりますので、応札者も多

く、落札率も74.22％と低くなっております。抽出案件の一般競争入札の参加条件として工事実績を求

めた理由ですが、工事場所が急傾斜地で危険地域に隣接しています。現場の上の方では奈良県施工の

工事が同時期に実施されていることから経験と知識を有する業者の施行を求めました。今回の実績を

求めている逆巻き切土補強土工法の施工実績ですが、奈良県内に限定しましたら 6 者のみです。全国

でも35者とかなり少なくなります。県内業者では森高建設株式会社以外はありません。月ヶ瀬という

場所まで技術士を派遣して工事を行うことを懸念されたのかと思います。落札率が高い原因ですが、

自社施工ではありませんので高値になったと思います。 

委員長  かなり特殊性の高い工事という認識でよろしいですか。 

担当課  かなり高度な技術力を要する工事です。今回は上から土を削って構造物を上から下に仕上げますの

で、一般土木とは工法が違います。 

委員長  この場所はその工法を取らざるを得なかったのですか。 

担当課  それ以外ではできませんでした。 

委員長  他の工法では工事ができなかったのは確かですか。 

担当課  様々な工法を検討しましたが、最終的にはこの工法がベストと判断しました。 

委員長  特定の業者しかできない工法を発注者側が選択するという一種の談合のようなことが考えられなく

もない。公共事業に限らず、そういったことは実際にあります。今回もその恐れがないのかを確認さ

せていただきました。それでは４番目の案件はこれで終わります。以上で抽出案件については終わり

ます。引き続いて設計変更ガイドラインに基づく報告について移りたいと思います。 

２．設計変更ガイドラインに基づいた報告について 

担当課  本庁舎の耐震補強工事は昨年の 10月4日に淺沼・三和ＪＶと契約締結しております。その後変更点
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が生じ、ガイドラインに基づいて 2回変更契約を締結しています。一回目は 136,000,000円。二回目

は38,000,000円の変更をしております。主な内容としてはアスベストが検出し、その対策工事。それ

と西棟 2 階の内装改修工事が主な内容になっております。発注時に奈良市側でもアスベストの検査は

したのですが、出ませんでした。ところが、施工者が検査をしたところアスベストが検出されました。

それを受けての設計変更になります。 

委員長  吹き付けてあったのに、奈良市では分からなかったのですか。 

担当課  奈良市で建材をサンプリングして調査機関に出した結果が無いとの事でしたので、発注したのです

が、施行者が工事前に会社として検査したところアスベストが検出されました。検出された以上は対

策工事をしなければならないので、増額変更しました。 

委員長  その処理に68,000,000円かかったのですか。 

担当課  ランク的に一番きつい吹き付け材が使われており、飛散への対策を講じた中で工事を施工する必要

がありました。 

委員長  誘導員が必要になった為に変更契約をしていますが、最初から必要性が分からなかったのですか。 

担当課  今回は居ながら工事ですので、工事現場員の導線と職員の導線の関係で執務時間中にはできない工

事がありました。その中で交通誘導員が必要となりました。 

委員長  駐車場棟および中央棟共用部内装工事に伴う変更とありますが、どの様な工事ですか。 

担当課  階段部分の塗装の塗り直しをしました。 

委員長  途中で必要と判断されたのですか。 

担当課  当初より予定はしていましたが、発注の中には入れていませんでした。 

委員長  どうして発注の中に入れてなかったのですか。 

担当課  塗り直しをする範囲が決まっていませんでした。 

委員長  工事の中身は分かりませんが、別途入札するべきではなかったのですか。 

委員   工事内容を見るとワックス掛けとか塗替えをしています。耐震工事という大きな工事とは別工事だ

と思いますが。 

担当課  今回は耐震化工事と長寿命化工事があります。長寿命化工事が今回の設計変更にある内装工事にな

ります。 

委員長  設計変更は不測の事態が発生した時にするものだと思います。今の話を伺っていると、やると決ま

っていた事を案件としては入札に掛けずに、後から入れるとなると入札の結果を左右したかも知れませ

ん。後から設計変更で施工しましたというのは運用としては問題がある。 

担当課  今回の工事は基本的には共用部分、廊下や階段です。そしてそこでも耐震化工事を行っております。 

委員   共用部分であれば、そこを使えなくなってしまいますよね。一時期その部分がクローズされるので

はないですか。 

担当課  階段の壁の塗替えを行いましたが、数カ月閉鎖しました。 

委員   そうなると最初から工事スケジュールに反映されていかないと、余計に工期が延びるのではないで

すか。そう考えると、切り離して発注しているのが分かりません。 

委員長  正常な設計変更ではない感じがします。市民から不信感を持たれるような事は良くないので、今後

運用は気を付けてもらいたいと思います。 

委員   他の業者に施工依頼することはできなかったのですか。 

担当課  庁舎全体の耐震化工事、長寿命化工事ですので、そこに他の業者が入ると、工程、安全性の確保が

難しくなります。 

委員長  それが理由であるならば対外的に説明はできると思います。しかし、原則は全てをまとめて発注す

るべきだと思います。今後はその点も配慮しながら発注をしていただきたいと思います。 

３．その他 

事務局  先程の道路改良工事ですが、一般競争入札として価格競争をしておりますが、価格競争をするのか

随意契約をするのかの境界線で苦慮しております。本工法においては参加者が１者であるというのが二
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回続けて入札で明らかになりましたが、次に同種工法の発注があった際、市としては価格競争により適

正価格での施工をするべきだと考えておりますが、同工法に強みがあるのであれば、随意契約により価

格交渉を行い、安い金額で契約できるのではないかとも考えます。この様な考え方にご意見を伺いたい

と思います。 

委員長  今の内容で言いますと地方自治法施行令の第何項に当たりますか。 

事務局  ６号に該当します。環境清美工場のプラント補修工事については、元々のプラント設置会社が他に

応札者が無く高値で落札することを繰り返しています。随意契約により価格交渉をすればもう少し安く

施工できるのではないという議論がありました。 

委員長  感覚としては随意契約の方が安価になるような気がします。 

委員   プラントの案件と今回の道路改良工事の案件とは違うと思います。現在入札が成立しているので随

意契約に変更する理由が乏しいと思います。随意契約にすれば契約実務的には簡略化され、スムーズ

に進むとは思いますが、他社が参加する可能性がある以上は入札に付すべきだと思います。 

事務局  月ヶ瀬の道路改良工事は実績だけではなく、資格を有する技術者も参加資格条件としていますので、

工法の実績業者以上に実際参加資格のある業者数は未知数です。 

委員長  私も今の意見に賛成です。プラントの場合は相当特殊です。しかし、道路改良工事の場合は他に入

札に応札する業者が居るかも知れないという可能性だけで競争性が発揮されていると思います。ですか

らもう少し様子を見るべきだと思います。競争相手が潜在的に居るというだけでも入札する意味はある

と思います。 

事務局  本日の案件は以上です。本日頂いたご意見を市の入札に反映していきたいと思います。有難うござ

いました。 
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