
様式第４号（第６条関係）
令和元年度　　第2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 5

指名競争入札 1

随意契約

合計 6

委員からの意見・質
問・回答等

委員会による意見具
申の内容

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　（企業局）入札番号　18
     入札番号（奈良市）　214　313　366　328　350
　
２．設計変更ガイドラインに基づく報告について

3．その他

別紙のとおり

・参加業者が少ないと予想されるような案件については、工種・経審の総
合評定値の組合せを工夫して競争性を保つことが必要。

・契約後VE方式採用に当たっては、提案を求める分野の限定、ライフサ
イクルコストの考え方等課題があるので、今後検討を要する。

令和2年2月21日　（金）

奈良市役所北棟６階　第18会議室

　委 員 長　　森　裕之
　委　   員　　小島　幸保
　委　   員　　千﨑　育利

令和元年7月1日～　令和元年12月31日
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別紙 

１．抽出案件について 

事務局 抽出理由といたしましては落札率が高い理由及び№31との共通点、経費の確認ということでした。議

案番号1番、入札番号18番、入札方式としましては一般競争入札、契約担当課は送配水管理センターで

す。工種は機械器具設置工事。名称は緑ヶ丘排水処理所施設設備修理（濃縮汚泥圧入ポンプ等）、予定価

格8,390,000円、最低制限価格6,794,000円、落札金額8,000,000円、落札率95.35％でした。工事概要

は濃縮汚泥圧入ポンプ 1台、圧搾水ポンプ 1台、汚泥酸化槽ブロア 2台の据え付けです。入札参加資格

は、令和元年度入札参加資格者の中で本店又は営業所において機械器具設置工事業の資格を有し、機械

器具設置工事の総合評定値が700点以上であることとしました。4者参加申請がありましたが、3者が失

格や辞退等で有効な入札を行った業者が１者となり、最高額で入札をした業者が落札しました。入札番

号31も同じ業者が高落札率で落札しています。理由としては２者の参加申込に対して当日１者辞退され

たため、予定価格付近の金額で入札した業者が落札されたという結果になりました。 

委員長 今回この 18番と 31番を抽出という形になったのですが、同じ工種で設備の更新工事とか設備整備が

ありますが、これも同じような工事だと考えてよろしいですか。 

事務局 機械器具の設置工事としては同じです。奈良市企業局にある業者数 119 者の内、今回の案件の対象業

者数は111者になります。 

委員長 111者が本来は入札参加資格があったということで考えていいですか。一般競争入札ではあるが、入札

参加資格の時点でそこまで絞っているということですね。この入札については 111 者が参加資格はあっ

たけれども、実際申請してきたのは４者と少ないのはなぜでしょうか。 

事務局 機械器具の特徴として、機械の設置費及び機械購入費が経費の大半を占め、利益が出にくいという傾

向にあると考えられます。また、設計する際に用いる歩掛も厚労省の単価を用いており、国交省の単価

よりも低いので、そもそも予定価格自体が業者にとって魅力的に映らないので、他市との状況をみて参

加を見合わせられるというところもあるのかと考えます。 

委員 それであれば、全員がもっと高い金額での入札になると思います。№31であれば１者しかないという形 

も不思議に感じます。 

担当課 №31 は入札時期が 10 月であり、技術者が他の業務を担当しており、配置できないため参加者数が少

なかったと思われます。 

委員長 これ以外の工事も入札参加者数が少ないのですか。 

企業局 参加者数が少ないという傾向にあります。 

委員長 分かりました。コストダウンが難しい業種のため、あまり魅力がないので、入札参加者が少ないとの

事でした。また、今回はたまたま９割台で取られているということだということでした。それでは入札

番号214番の説明をお願いします。 

事務局 議案番号 2番、入札番号 214番、一般競争入札の案件で、担当課は道路建設課です。工種はコンサル

タントです。業務名は橋梁長寿命化設計業務委託（登美ヶ丘一丁目地内他・西部１２９号線（大渕橋））

の橋梁の点検で、入札日は令和元年8月29日、予定価格20,630,000円、最低制限価格14,897,000円、

落札金額が予定価格と同額、落札率 100％となっております。入札参加資格として土木関係コンサルタ

ントの鋼構造及びコンクリートと施工計画、施工設備及び積算の登録がある者等としました。入札参加

資格申請者数 4者です。1者辞退し、2者が予定価格と同額、第一設計監理株式会社が 14,836,000円で

したが、最低制限価格算出割合が 98.3%となり、最低制限価格未満となり、予定価格で応札した 2者で

抽選を行った結果、株式会社スリーエスコンサルタントになりました。これは3％の弊害ということです。 

委員 入札者数が少ないとどうしてもこの様な弊害が起こりやすい傾向があるとすれば、今回の案件も要因が 

ありますか。 

事務局 他の案件は鋼構造及びコンクリートだけですが、市中に点在する橋梁であり、その施工計画の検討も

行うということを求めたので、この案件だけ施工計画、施工管理及び積算を要件としました。要因とし

てはこのことが考えられます。同様の橋梁長寿命化設計業務委託では入札参加申請は11者ありました。
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ただしこちらも、東部山間に橋梁が点在すること、工期が短いことから応札は3者となりました。 

委員長 参加者が少なく高落札率になったことは理解できました。 

委員 3％の弊害についてですが、割合の幅を変えるとか考えられませんか。 

事務局 入札参加者数が少ない案件については有効ではないと思います。 

委員 そうですね。 

委員長 公契連モデルを変えないのですか。現実問題、人件費が上がっています。 

事務局 予定価格の労務単価については毎年国交省から改正するように通知が来ており、今回も改正します。 

委員長 次回以降に、3％ルールの弊害に少し時間を取って検討するようにしたいと思います。次、366番をお

願いします。 

事務局 議案番号3、入札番号366、一般競争入札で行っております。担当課は道路建設課です。コンサルタン

ト業務で、名称は横断歩道橋定期点検業務委託（青山三丁目地内他・東部第２２号線（緑ヶ丘横断歩道

橋他））です。入札日は令和元年12月16日、落札価格は9,000,000円でした。こちらは点検業務なので、

最低制限価格は設定をしておらず、落札金額が下がったと考えます。業務内容は歩道の点検を９橋行っ

ております。落札業者は株式会社インテコです。入札参加資格は、コンサルタント業務の鋼構造及びコ

ンクリートの登録を求めました。入札参加申請業者数は12者あり、その内2者がかなり安値で応札をさ

れています。今年度の他の橋梁定期点検についても株式会社インテコが、かなりの安値で落札していま

す。橋梁定期点検については、当初入札参加者 1、2者と少ない状況でしたが、平成 30年以降増えてき

ました。これは、国が 5 年間で全橋梁点検の実施を命じたことにより、全国で橋梁点検が入札され、奈

良県に営業所がある株式会社アスコがずっと落札していました。それが平成３０年度あたりに一段落し、

他の業者も手が回るようになり、入札者数が増えてきたと考えられます。 

委員長 市内の業者が低く金額で応札する傾向にあるのですか。 

事務局 業務的には点検ですので、ほとんど人件費となり、多くなっています。 

委員長 長寿命化点検の第一サイクルが終わってまた続けてするとなると、1、2者の応札になってしまうので

すか。 

担当課 当初は戸惑いもありましたが、二巡目はある程度平準化されると思いますので、1、2者の応札状態に

ならならないと思っています。 

委員長 今のような状態が恒常的になるだろうということですね。これにつきましては事務局サイドとしては、

特段問題はないだろうということですね。分かりました。次、入札番号328と350の説明をお願いしま

す。 

事務局 入札番号 328。一般競争入札で行いました。担当課は道路建設課です。工種はとび・土工です。工事

名は六条奈良阪線街路改良工事（その２）です。入札日は令和元年11月15日です。予定価格171,812,000

円。本工事はコンクリート構造物の工事なので、入札参加資格としてとび・土工の経審点数が 850点以

上を求めました。こちらの案件は入札参加者が 0 となり、不成立になり、再度公告をしています。変更

点は、予定価格の見直し、191,869,000円まで上げております。 

担当課 予定価格の変更理由ですが、当初、排出残土を、盛土に再利用する予定をしていましたが、1回目の入

札手続き中に、残土に粘土、建設廃材が混じっていることが判明しましたので、区画整地に持ち込むの

ではなく、残土処分に変更して再度積算を行いました。 

事務局 2回目の入札日が令和元年 11月 27日で、入札参加者数が１者で、落札しております。入札参加資格

は、変更していません。入札参加者数が少なかった原因として、市内本店でとび・土工の経審 850点以

上の市内本店がいませんでした。以前から市内の工事は市内本店が全部取り仕切っているから、市外業

者が参加しない傾向にあります。今後とび・土工の工種では、入札参加者数を増やすため、土木一式と

併用するなど工夫か必要であるかと思います。 

委員長 土木を入れると業者数が増えると考えますか。 

事務局 はい。ただし、土木業者は、とびの７００点以上という条件設定が必要かと考えます。 

委員長 応札者が少ないことは問題があるので、工種、点数の組み合わせを検討して回避してもらいたいと思
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います。 

事務局 入札番号 313番、指名競争入札を行いました。担当課は営繕課。工種はプレハブです。工事名六条バ

ンビーホーム他２ホーム増改築その他工事です。入札日は令和元年 10月 29日、予定価格 115,030,000

円、最低制限価格97,367,000円、落札金額105,600,000円、落札率91.8％です。工事概要はバンビーホ

ームのプレハブを建てる工事です。指名業者した17者の選定基準は、建築一式の資格を有し、かつ、一

般社団法人プレハブ建築協会の正会員、又はプレハブ工事を主として行っている者です。今年度の同種

工事いずれも応札者は 3 者です。プレハブは軽量鉄鋼なので、建築業者が落札しても結局はプレハブの

業者に下請け発注しなければならないので、このような発注をしております。また軽量鉄骨のプレハブ

構造、鉄骨コンクリートのＲＣ工法のどちらの工法を採用するのかいう問題ですが、鉄骨コンクリート

工法を採用すると予定価格がこの額では収まりません。 

委員 落札者が辞退できるように入札日を一日ずらしているとのことですが、同一業者が続けて落札している 

ので、問題ないかと思いますが。 

事務局 プレハブ業者の場合、民間のマンションの現場が多く、公共工事では専任技術者が必要となるので、

公共工事を避けているのかとも思います。 

委員長 プレハブという工種の特殊性があることが理解できました。抽出案件については以上となります。 

 

２．設計変更ガイドラインに基づく報告について 

建設部長 新斎苑の工事は DBO 方式という設計と工事と運営を一括して事業者に委託する方式で発注しまし

た。第１点目、投棄物処理費の変更です。市の方で予めボーリング調査を行いまして、推定して要求水

準書の中で一定数量を計上していますが、撤去を行ったところ、想定していたよりも深い層にまで埋ま

っていました。ゴミの処分量が増加し、増額の設計変更を行いました。２点目は排出車両の運搬費の増

額です。積算段階では 10 トン車での排出を計画していましたが、地域住民の要望により、10 トン車か

ら 4 トン車に変更しました。それに伴い台数及び人件費が増加しました。もう１点は橋梁の仕様変更に

伴う工事費です。今回は財源の関係で概略設計の図面で発注をしております。詳細設計図面で再度積算

を行ったところ、当初に金額を上回ったので、その分を設計変更しました。設計部門として、１点が市

道の築造の設計による変更です。警察協議を受けて、形状変更せざるを得ませんでした。もう１点は実

施設計の段階で市長よりもう少しインパクトのある外観にするようにとの指示があり、外壁を変更して

おります。変更点は以上で、全体で２億２１２０万になっております。 

委員 外観の変更ですが、そういう外観も含めて選定したのではないのですか。 

建設部長 はい。最終確認として、市長と副市長に話した中で、もう少し印象に残るような外観にするように

と市長から要望がありました。 

委員 そういうプロセスがあるのは１者だったからということでいいのですか。複数者あって、何か後から変 

更というと選定に疑義が生じかねないと思います。 

建設部長 詳細図面を出して選定しているので、変更になるのはあまりないことだと思います。 

委員 選定した後で、仕様変更となると、その選定自体に疑義が生じないですか。 

建設部長 作品自体を選ぶコンペとは違い、能力とかを選んでいるので、問題はないと思います。 

委員長 建築費については改めて積算しているとのことですが、デザインの仕方によってはコストが下がるこ

ともあるのですか。 

建設部長 建築費の方は積算している段階ですので、上がるか下がるかというのはまだ分かりません。 

 

３．その他 

事務局 令和2年4月から採用をします不良不適格の排除を目的とした、土木・建築の格付け基準の改定です。

土木・建築に関しては経審の点数などによりＡからＦランク区分していますが、ＡからＥランクで、経

審の完成工事高が 3,000,000 円未満の場合については一律Ｆランクに、実績のない業者には、Ｆランク

付けする制度です。また、測量及び建築設計の入札について、参加者が少なく高落札率になりがちなの
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で、入札参加者の数が多いAの業者がＢ案件に参加できるよう、Ａ・Ｂ混合の入札を行いたいと思いま

す。建築設計に関しては、以前の入札監視委員会でも諮問させていただき、県内の中でも地域を限定し

ても良いのではというご意見がありましたので、まずは市内営業所のみを格付けを行い、これでも不十

分な場合には県内まで広げるというように考えております。 

委員  アナウンス期間は問題ありませんか。 

事務局 経審の申請の時期もありますので、１年前にしてくれと奈良市の建設業協会の方からも指摘されてい

ます。 

委員長 ランクが変わることにより、業者にとっては実害が起こる可能性があるので、気を付けていく必要が

あると思います。発注基準は競争性を高めるということで良いことだと思います。 

事務局 平成 28 年の時に技術監理課から提案させていただきました契約後ＶＥ方式というコスト縮減対策の

方式につきまして話をさせていただきます。ＶＥ方式は、コスト縮減を図るための代金の逓減可能とす

る工事材料、施工方法にかかる提案を受ける方式です。これの前提となっている考え方が、発注者側の

技術に加えて、個別具体の民間技術を前提としています。取組みの状況としては国では増えていますが、

政令指定都市を除く市町村での採用はほとんど見られません。県内では橿原市と生駒市がこの制度を使

っています。特に事例の多い生駒市に問い合わせたところ、1 億円以上の建設工事が対象となり、11 件

をＶE 方式として発注したにも関わらず、提案は出てきていないとのことです。提案が出ない場合は、

普通の施工の工事が行われているという状況です。実際の運営においてのメリット、デメリットですが、

発注者側のメリットは工事費の削減、企業が提案する新技術のノウハウを活用です。受注者側のメリッ

トは縮減額50％の還元、縮減額全体の半分を業者側に戻す、自社の新技術のノウハウを活かせる、実績

に繋がるということです。デメリットとしては、発注者側はこの提案を受けた場合、提案を審査して、

採用不採用を14日間以内で審査しなくてはならず、事務に時間や労力を費やしてしまうことです。受注

者側は、審査の結果不採用となった場合、新技術の情報の提供ひいては、アイデア・技術を知られてし

まうというリスクがあります。これを踏まえて、本市では、設計金額が 2 億円以上で工事主管課が適当

と認める工事を対象とし、併せて受注者側に求める削減額を一定金額以上としようと考えております。

求める削減額を一定金額以上とする理由は、提案を受けた後の事務量に見合った削減になるかというこ

とです。直接工事費の削減額が100万円以上という規定を設けようかと考えております。 

委員  他でも提案が出てきたことが無いと聞きました。だとすると、市としての労力も考慮する必要がある

と思います。提案を無制限に求めるのではなく、特定の分野に限定するなど考えるべきかと思います。

運営面の少ない提案数のところで発注者のニーズとありますが、ニーズが積算の段階で出てくるのか、

提案してもらわないと分からないものなのですか。 

事務局 この制度自体が工事の目的物の機能・性能を低下させないための技術、テクニックに焦点を当ててい

ますので、積算の時点で特定の分野にフォーカスできるかと思います。 

事務局 他市の状況でも発注者のニーズが分かりづらいというのがありましたので、検討したいと思います。 

委員  受注者側のデメリットにある新技術の情報の提供、アイデア、技術を知られてしまうことについては

どのようにするのですか。 

事務局 一定金額の削減ルールを求めたいと考えています。 

委員  当初の費用が 1.5 倍かかるが、次の修繕の時までに倍くらい伸びますよみたいな技術があったとした

ら、それは、考慮はしないのですよね。 

事務局 時間的な要素は、ＶＥには加味されないです。 

委員長 VE方式については実現的なのか、またライフサイクルで見た時にどうだとかいうことも含めて、重要

な争点だと思うので、また具体化された時には当委員会に報告していただきたいと思います。 
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