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本報告書の構成については次のとおりである。 

まず監査を実施してきた中で、全庁的に影響があり特に重要と考える指摘事項については、

「Ⅲ 契約全般の問題点」として記載した。 

次に、「Ⅳ 各契約の個別問題点」において、契約事務に関する一連の手続きの中における瑞

穂市の事務分担に合わせ、管財情報課と各担当課に区分けして記載した。即ち、一定額以上

の契約案件に関する業者選定、予定価格の決定、入札執行及び契約の締結等、契約の相手方

を決定するための管財情報課の事務分担について前段で記載し、後段においては、一定額に

満たない契約案件に関わる全ての契約事務及び一定額以上の契約案件についての設計、積算、

変更契約、履行の確認等についての各担当課の事務分担について記載した。 
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第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 の規定に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件 

  契約（入札状況を含む。）について 

 

３ 監査対象年度 

   原則として平成 23 年度（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31日）を対象とした。

ただし、必要と認めた範囲において、平成 22 年度以前の各年度及び平成 24 年度の執行

分についても対象とした。 

 

４ 監査実施期間 

平成 24 年４月１日から平成 25 年２月 21 日 

 

５ 特定の事件の選定理由 

本年度の特定の事件については、「契約」における一連の契約締結事務における適正性に

ついて検討することとする。 

一般に、道路や河川の整備、学校等公共施設の建設工事、公の施設の管理等の業務委託は、

市民の生活に大きな影響を及ぼす重要な事業であるとともに金額も高額となるため、適正な

金額で 大の効果をもたらすような契約とならなければならない。 

にもかかわらず、いまだに「談合」や「不適切な随意契約」ではないかという問題が全国

的に発生しており、不当な契約や入札が行われている可能性も現実にある。 

これらへの対策として、国や地方自治体も新たな取り組みを行っており、瑞穂市も例外で

はないため、その取り組みの適正性を検証することは非常に重要であると考える。 

また、市の財政に与える影響も大きく、実際に建設工事等、業務委託等に係る支出は平成

23年度において4,202百万円と、瑞穂市の総予算の28.3％を占め、金額的にも非常に重要であ

ることから、本件を特定の事件とすべきであると判断した。 

 

瑞穂市における契約（工事請負費、委託料、需用費、備品購入費）の当初予算額及び割合

は次のとおりである。 

                                （単位：千円） 

年  度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

当初予算額（Ａ） 4,652,565 4,201,830 4,313,799

一般会計当初予算額（Ｂ） 15,039,000 14,831,000 15,150,000

一般会計当初予算の歳出総額に占める割合 

（Ａ／Ｂ） 
30.9％ 28.3％ 28.5％
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６ 補助者 

税 理 士  後藤 久貴 

  税 理 士    別府 徹也 

  税 理 士  飯田 哲也 

  税 理 士  山本 篤典 

  税 理 士  米津 覚登 

  税 理 士  花村 昌和 

  税 理 士  折戸 俊行 

弁 護 士   芝  英則 

 

７ 利害関係 

選定した特定の事件について、地方自治法第 252 条の 29 に規定する記載すべき利害関係は

ない。 
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第２ 監査の方法 

１ 監査の要点 

特に次の視点から、監査を実施した。 

（１）契約の一連の事務処理を通して、透明性、公平性が確保されているか。 

（２）契約方法、設計価格及び予定価格の決定方法は適切か。 

（３）入札であればその適正性、随意契約であればその理由の妥当性が確保されているか。 

（４）検査を適時適切に行っているか。 

 

２ 主な監査手続 

（１）一定額以上の契約関係の情報が集まる管財情報課から関係法令等を入手するとともに

ヒアリングを実施し、契約方法の決定から契約の締結までの法令準拠性、透明性、公平

性が確保されているかを検証した。 

（２）抽出した契約に対し、担当課から伺書及びその作成資料を入手するとともにヒアリン

グを実施し、設計費を含め当該契約に関する適切な情報をもとに伺書が作成されている

かどうかを検証した。 

（３）担当課から完成報告書及び検査調書を入手するとともにヒアリングを実施し、契約書

に基づく履行を確認しているかどうかを検証した。 
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第３ 瑞穂市の財政状況 

（１）主な財政指標の推移 

（単位：千円、％） 

  平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22年度 平成 23 年度

①基準財政収入額 5,875,850 5,931,982 5,775,908 5,437,388 5,542,813

②基準財政需要額 6,681,692 6,990,770 6,913,288 6,841,453 7,114,383

③標準税収入額等 7,621,090 7,679,622 7,475,580 7,002,556 7,109,081

④標準財政規模（注１） 8,936,581 9,734,123 9,866,590 10,129,062 10,311,220

⑤財政力指数（３年平均） 0.906 0.881 0.854 0.826 0.803

⑥実質収支比率 7.3 9.0 8.4 10.7 7.5

⑦実質公債費比率（３年平均） 3.6 3.7 4.1 4.2 3.7

⑧公債費負担比率 10.8 11.4 11.5 13.9 13.8

⑨自主財源比率 56.0 62.1 58.1 57.5 54.5

⑩経常収支比率 81.5 87.8 90.2 84.3 82.4

（注１）平成 21年度より臨時財政対策債を含む。 

 

＜財政指標の内容＞ 

①基準財政収入額とは、地方交付税（普通交付税）の算定に用いるもので、各地方公共団体

の財政力を合理的に測定するために標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の

方法によって算定した額。一般企業でいう売上に該当すると考えられる。 

 

②基準財政需要額とは、地方交付税（普通交付税）の算定に用いるもので、各地方公共団体

が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定

の方法によって算定した額。一般企業でいう売上原価及び販売管理費に該当すると考えられ

る。 

 

③標準税収入額等とは、地方公共団体の税収入確保の適正化のための指標。 

 

④標準財政規模とは、地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準的な税収入額

と普通交付税額を合算した額。 

 

⑤財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数（大きい方がより財政力が強いと考え

られる）。 

財政力指数＝基準財政収入額÷基準財政需要額 

 

⑥実質収支比率とは、「標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税」という「経常一般財

源」である標準財政規模に対する、「歳入決算額－歳出決算額－翌年度繰越財源」である実質

収支額の割合。 
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⑦実質公債費比率とは、公債費や公営企業債に対する繰出金等の公債費に準ずるものを含め

た実質的な公債費の負担状況（率が高いほど財政運営が硬直化していると考えられる）。 

 

⑧公債費負担比率とは、公債費に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合（率が高

いほど財政運営が硬直化していると考えられる）。 

 

⑨自主財源比率とは、歳入のうち地方公共団体が自主的に収入できる財源の割合。 

 

⑩経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断する指標。 

 

市債の残高には、市町村合併の際に認められた合併特例債と地方交付税の財源が不足する

場合に認められる臨時財政対策債も含まれている。これらは、全額または一部がのちの地方

交付税で補てんされるため、実質的な負担は少なくなっている。しかし、国の財政も決して

楽観視できないことから、できる限り留保分から返済できるよう努力する必要がある。平成

22 年度、平成 23 年度はこの合併特例債を繰上償還しているため、公債費負担比率が高く  

なっている。 

 また、税収が不安定である一方、医療や教育、生活保護等にかかる費用は年々増加してお

り、公債費と相俟って財政構造の硬直化を招くリスクが高まっている。 

 瑞穂市としても、長期的な観点から、さらなる財政基盤の強化に向けての施策を講じてい

く必要がある。 

 

（２）近隣市との比較 

【平成 23年度】                         （単位：千円、人、％） 

  瑞穂市 本巣市 大垣市 各務原市 羽島市 

人口 52,083 35,892 164,306 149,488 69,010

基準財政収入額 5,542,813 4,685,069 20,739,020 15,861,507 6,943,691

基準財政需要額 7,114,383 6,847,946 23,259,889 18,395,632 9,619,439

標準税収入額等 7,109,081 6,030,644 26,773,144 20,319,044 8,893,632

標準財政規模 10,311,220 10,799,378 33,204,640 26,175,836 12,740,560

財政力指数（３年平均） 0.803 0.713 0.904 0.909 0.744

実質収支比率 7.5 8.7 5.3 8.7 9.6

実質赤字比率 － － － － － 

連結実質赤字比率 － － － － － 

実質公債費比率（３年平均） 3.7 5.7 4.0 2.0 12.8

将来負担比率 － 7.0 23.4 － 64.0

公債費負担比率 13.8 8.6 10.8 12.1 14.4

自主財源比率 54.5 46.4 55.3 59.5 52.5

経常収支比率 82.39 76.04 83.89 88.77 92.71

※人口は平成 24年３月 31 日または４月１日時点のものである。 
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参考 

【平成 22年度】                         （単位：千円、人、％） 

  瑞穂市 本巣市 大垣市 各務原市 羽島市 

人口 51,634 35,468 164,649 149,589 69,010

基準財政収入額 5,437,388 4,749,213 19,913,359 16,130,304 7,014,672

基準財政需要額 6,841,453 6,726,395 22,889,967 18,128,554 9,526,090

標準税収入額等 7,002,556 6,121,251 25,735,449 20,756,139 9,027,761

標準財政規模 10,129,062 10,679,916 33,346,455 26,138,312 12,845,488

財政力指数（３年平均） 0.83 0.75 0.95 0.96 0.77

実質収支比率 10.7 7.7 6.8 9.3 8.1

実質赤字比率 － － － － － 

連結実質赤字比率 － － － － － 

実質公債費比率（３年平均） 4.2 7.0 5.4 2.4 14.5

将来負担比率 － 14.7 51.0 － 76.0

公債費負担比率 13.9 8.3 11.4 11.7 14.5

自主財源比率 57.5 48.2 59.9 57.7 53.0

経常収支比率 84.32 75.99 82.95 88.62 93.11

※人口は平成 23年３月 31 日または４月１日時点のものである。 

 

 近隣市においても、長引く景気低迷による税収の減少と少子高齢化に伴う社会保障費の増

加により、厳しい財政状況が続き、抜本的な行政改革が喫緊の課題となっている。 

 しかし、総合計画、市長マニフェスト、行政改革大綱等、やるべきことは策定されている

が、現実は決してその効果が十分出ているとは思えない。 

 瑞穂市単独の問題もあるが、近隣市町、または岐阜県とも更なる横断的なネットワークを

構築し、協力し合う体制を整えてこの危機に対処していかなければ、後世に多大な負担を残

す結果になることを肝に銘じておかなければならない。 

 

（３）財政健全化法に基づく判断比率 

【平成 23年度】                           （単位：％） 

判断比率 瑞穂市の比率 
国の定める基準 

早期健全化基準 財政再生基準 

①実質赤字比率 －（実質赤字なし） 13.3 20.0

②連結実質赤字比率 －（連結実質赤字なし） 18.3 40.0

③実質公債費率 3.7 25.0 35.0

④将来負担比率 －（負担比率なし） 350.0  

〈健全化判断比率について〉（以下、総務省ホームページより） 

健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の４つの財政指標の総称です。 
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地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政

健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。 

健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他

団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。 

 

①実質赤字比率とは、当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規

模に対する比率。 

 

②連結実質赤字比率とは、当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額または資金の

不足額の標準財政規模に対する比率。 

 

③実質公債費比率とは、（１）⑦を参照。 

 

④将来負担比率とは、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該

地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模※に対する比率。 

※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額 

 

《コメント》 

 健全化判断比率については全て基準値以下であり、現状は特に問題ない。 
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第４ 監査の対象 

Ⅰ 契約について 

（１）関係法令について 

契約に関する関係法令の主なものは、次のとおりである。 

 ①地方自治法第234条から第234条の３ 

②地方自治法施行令第167条から第167条の17 

③瑞穂市契約規則 

④瑞穂市契約規則取扱要領 

⑤瑞穂市契約事務処理要領 

⑥公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 

（２）契約が重要視される理由 

選定理由にも記載したが、契約により行われる工事、委託、物品購入に関しては、市民の

生活に大きな影響を及ぼす重要な事業であるとともに高額となるため、「適切な」契約が締

結されることが重要となる。 

適切な契約を締結する際には、次のポイントを抑える必要がある。 

①入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。 

②入札に参加しようとし、または契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進

されること。 

③入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。 

④契約された業務の適正な遂行が確保されること。 

 

（３）契約方法について 

地方自治法第234条第１項では、「売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名

競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と規定されており、

同条第２項では、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該

当するときに限り、これによることができる。」と規定されている。 

つまり、地方公共団体の契約は、「一般競争入札」の方法により締結することが原則とさ

れており、政令で定める場合に該当するときに限り、「指名競争入札」、「随意契約」、「せ

り売り」といった方法により締結することが例外として認められているのである。 

 

①一般競争入札 

一般競争入札とは、公告により一般の者に周知し、不特定多数の申込者の競争によって

も有利な条件をもって申込みをした者を選定して、契約を締結する方法であり、公正さの面

において優れた方法であるが、不良、不適格者を排除できないことや時間的制約等を要する

ため、瑞穂市においては、概ね設計費20,000千円以上（平成23年10月１日からは10,000千円

以上）の工事について採用されている。 
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＜メリット＞ 

・入札が広く公募されており、多くの者が平等な条件で参加することができるため、透明性、

競争性、公平性が確保されやすい。 

・もっとも低廉な価格を提示した者と契約を締結できるため、経済性の観点から優れている。 

・一般競争入札では、参加条件を設定し資格審査することから、一定水準以上の業者で競争

できる。 

 

＜デメリット＞ 

・入札参加者が価格を下げることを追求するあまり、良質なものの確保ができなくなるおそ

れがある。 

・業績が悪く、業務の遂行に支障をきたす業者が選定されるおそれがある。 

・一定の公告期間を要するなど、臨機応変の対応が困難となるおそれがある。 

 

②指名競争入札 

指名競争入札とは、相手方の能力・技術・信用・実績等をもとに入札に参加することを通

知により指名し、入札の方法により競争させて相手方を決定して契約を締結する方法であり、

一般競争入札に比べて履行性が高く、事務手続が簡便である。 

 

＜メリット＞ 

・入札により競争の原理が働くので、一般競争入札と同様、経済性を追求できる。 

・一定の参加資格を有するものだけが入札に参加するため不良、不適格者を排除でき、品質

を担保することができる。 

 

＜デメリット＞ 

・入札参加者を固定することで、入札参加者が相互に懇意になりやすく、談合の温床になる

おそれがある。 

・入札参加者の範囲が決められるため、参加機会が公平でない。 

 

地方自治法施行令第167条では、「地方自治法第234条第２項の規定により指名競争入札に

よることができる場合」を次のように規定している。 

 

・工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適し

ないものをするとき。 

・その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認

められる程度に少数である契約をするとき。 

・一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

 

③随意契約 

随意契約とは、競争入札の方法によらないで、任意に特定の相手方を選択して契約を締結
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する方法である。 

競争入札を前提とする契約方法の例外であり、地方自治法施行令で限定列挙されている。

なかでも、「特定のものでなければ供給することができないものを調達するとき」といった

場合、その特異性に対して客観的な理由を持たせることは難しい。 

したがって、いったん運用を誤ると契約者が固定化し、公正な取引が阻害されるおそれが

あるため、個別の契約案件が要件に該当するか判断しなければならない。 

 

＜メリット＞ 

・事務手続が簡易であるため、事務コストを抑えることができる。 

・信頼できる業者を選択できる。 

 

＜デメリット＞ 

・相手方が固定されるため、不正が起こる可能性が大きくなる。 

・競争の原理が機能しないため、経済性が阻害されるおそれがある。 

 

地方自治法施行令第167条の２第１項では、「地方自治法第234条第２項の規定により随意

契約によることができる場合」を次のように規定している。 

 

・売買、賃借請負その他契約でその予定価格（賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額

又は総額）が別表第５に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額の範囲内において普通地

方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

 

         別表第５             (単位：千円)  

契約の種類 金額 

工事又は製造の請負 1,300  

財産の買入れ 800  

物件の借入れ 400  

財産の売払い 300  

物件の貸付け 300  

前各号に掲げるもの以外のもの 500  

※瑞穂市契約規則第 24条で定められている金額と 

同額である。 

 

・不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は

納入に使用させるために必要な物品の売払いその他の契約で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。 

・障がい者支援施設等において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続によ

り買い入れる契約、シルバー人材センター連合等又は母子福祉団体等から役務の提供を受

ける契約をするとき。 
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・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより

普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団

体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。 

・緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

・競争入札に付することが不利と認められるとき。 

・時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

・競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

・落札者が契約を締結しないとき。 

 

瑞穂市では、随意契約の方法によって締結された契約のうち、別表第５の基準に該当する

ものを除き、そのほとんどが地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に掲げられている

「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当する契約であるとされている。 

 

④瑞穂市での現状 

瑞穂市の平成23年度における管財情報課で入札執行された契約方法別の契約件数の比率は

次の円グラフのとおりであるが、指名競争入札が254件（64％）で も多くなっている。 
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（４）契約事務の流れ 

 瑞穂市における契約種類別の契約事務の流れは次のとおりである。 

 

［工事請負］ 

起案 
担当課 

工事施工伺書（様式第１号の１）の作成 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

業者の選定 
※２ 

指名（見積）業者選定調書（様式第８号の１）の作成 

↓   

契約方法伺書（様式第１号の５）の作成 ※３ 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

入札の執行について通知（様式第８号の２）又は見積書の徴収 ※３ 

↓   

予定価格の決定 
※１ 

予定価格書（様式第４号の１）の作成 

↓   

入札の執行又は見積書の開封 

※３ 入札執行一覧表（様式第５号）又は 

随意契約見積一覧表（様式第９号）の作成 

↓   

工事請負契約書（様式第 10 号の１）又は請書（様式第 13 号の１）の作成 ※４ 

 

予定価格 ※１ ※２ ※３ ※４ 

10 万円未満 担当課長決裁 担当課 担当課   

10 万円以上 

50 万円未満 
担当部長決裁 〃 〃 担当課 

50 万円以上 

130 万円未満 
副市長決裁 〃 〃 〃 

130 万円以上 

200 万円未満 
〃 

建設工事等請負

業者選考委員会
管財情報課 管財情報課 

200 万円以上 市長決裁 〃 〃 〃 
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［業務委託］ 

起案 
担当課 

委託業務伺書（様式第１号の２）の作成 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

業者の選定 
※２ 

指名（見積）業者選定調書（様式第８号の１）の作成 

↓   

契約方法伺書（様式第１号の５）の作成 ※３ 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

入札の執行について通知（様式第８号の２）又は見積書の徴収 ※３ 

↓   

予定価格の決定 
※１ 

予定価格書（様式第４号の１）の作成 

↓   

入札の執行又は見積書の開封 

※３ 入札執行一覧表（様式第５号）又は 

随意契約見積一覧表（様式第９号）の作成 

↓   

委託業務契約書（様式第 10 号の４）又は 

委託業務契約書（土木設計用）（様式第 10 号の８）の作成 
※４ 

 

予定価格 ※１ ※２ ※３ ※４ 

５万円未満 担当課長決裁 担当課 担当課 

５万円以上 

10 万円未満 
〃 〃 〃 担当課 

10 万円以上 

50 万円未満 
担当部長決裁 〃 〃 〃 

50 万円以上 

200 万円未満 
副市長決裁 

建設工事等請負

業者選考委員会
管財情報課 管財情報課 

200 万円以上 市長決裁 〃 〃 〃 
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［物品購入］ 

起案 
担当課 

物品等購入伺書（様式第１号の３）の作成 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

業者の選定 
※２ 

指名（見積）業者選定調書（様式第８号の１）の作成 

↓   

契約方法伺書（様式第１号の５）の作成 ※３ 

↓   

決裁 ※１ 

↓   

入札の執行について通知（様式第８号の２）又は見積書の徴収 ※３ 

↓   

予定価格の決定 
※１ 

予定価格書（様式第４号の２）の作成 

    

入札の執行又は見積書の開封 

※３ 入札執行一覧表（様式第５号）又は 

随意契約見積一覧表（様式第９号）の作成 

↓   

売買契約書（様式第 10号の２）又は請書（様式第 13 号の２）の作成 ※４ 

 

予定価格 ※１ ※２ ※３ ※４ 

５万円未満 担当課長決裁 担当課 担当課 

５万円以上 

10 万円未満 
〃 〃 〃 担当課 

10 万円以上 

50 万円未満 
担当部長決裁 〃 〃 〃 

50 万円以上 

200 万円未満 
副市長決裁 

建設工事等請負

業者選考委員会 
管財情報課 管財情報課 

200 万円以上 市長決裁 〃 〃 〃 

 

①業者の選定について 

指名競争入札や随意契約では、参加できる業者があらかじめ特定されるため、前述したよ

うなデメリットを生じる可能性がある。そのため、客観的な基準によって業者を選定するな

ど、業者の選定においては透明性や公平性を確保する必要がある。 
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瑞穂市では、設計費 1,300 千円以上の工事及び予定価格 500 千円以上の工事以外契約の指

名競争入札、随意契約については、その相手方となる業者は、副市長を委員長とする瑞穂市

建設工事等請負業者選考委員会（委員：総務部長、福祉部長、都市整備部長、環境水道部長、

教育次長、調整監、都市開発課長、都市管理課長、上水道課長、下水道課長）の会議にて、

出席委員の半数以上の合意に基づき、委員長により決定される。その選定にあたっては、所

管担当課長が契約案件の内容について説明をし、討議の中で工事種別・工事施工能力・経営

状況などのチェックをしながら 終的に委員長が決定する。 

また、上記金額に満たない各契約の業者選定については、所管担当課内で選定され、予定

価格に応じて部長または課長が決定する。 

 

②予定価格について 

予定価格とは通常契約を締結する際の上限金額の基準となるものである。そのため適正な

予算執行や契約を行うための重要な基準となるものであり、様々な要素を考慮して適正に定

められなければならない。また、予定価格が漏えいした場合、公正な入札が阻害される恐れ

があるため、予定価格の事前公表を行っていない瑞穂市のような地方公共団体では、入札が

終了するまでは慎重な取扱いが必要となる。 

瑞穂市では、予定価格については、各担当課による仕様書や設計書などの説明を受けた後、

設計費に応じた決定権者（市長等）が、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量

の多寡、履行期間の長短等を考慮して決定される。決定された予定価格については、契約事

務担当課がその場で予定価格書に記入し封かんされる。 

 

③契約変更について 

契約についてはその内容等を十分慎重に検討したうえで締結しなければならないが、契約

締結後、様々な要因によって契約を変更せざるを得ない場合がある。この場合、契約の同一

性が失われないよう、その変更内容については 小限に留めながら契約の変更が行われるが、

国においては、『設計変更に伴う契約変更の取扱いについて（昭和 44年３月 31 日建設省東地

厚発第 31 号の２）』において、「変更見込金額が請負代金額の 30％をこえる工事は、現に施

工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約と

するものとする」とされており、岐阜県においても同じ内容の要領が規定されている。瑞穂

市においても、これに準じた取り扱いをしている。その事務については、変更設計書の作成、

変更契約伺い決裁、契約相手との変更契約書の取り交しまで、すべて各担当課において行わ

れている。 

 

④履行検査について 

地方自治法第234条の２では、「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請

負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の

職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付

の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定されている。 

瑞穂市では、履行検査については、契約の相手からの履行完了報告に基づき、検査命令権
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者から指名を受けた検査者（通常、担当部長または担当課長）が、その履行内容が契約書、

仕様書及び設計書その他関係図書等に基づき適正に行われたかを実地に検査に行って確認し

ている。また、建築物など完成後では施工内容が隠れてしまい、履行確認が困難な場合にお

いては検査者が中間検査を実施している。 

 

⑤単価契約について 

単価契約とは、契約期間内に必要となる数量をあらかじめ確定することができない場合に

おいて単位当たりの価格（＝単価）を定め、当該契約期間内に供給を受けた総量に応じてそ

の対価を支払う方式であるが、瑞穂市では各種公共施設のプロパンガス（１ 当たり）、公

用車用ガソリン（１ 当たり）、複合機使用料（１回当たり）、予防接種（接種１回当たり）、

会議録調製（会議１時間当たり）、労働者派遣委託（派遣１時間当たり）などに採用されて

いる。 

 

⑥長期継続契約について 

長期継続契約とは、予算単年度主義を原則とする地方公共団体において例外的に認められ

た契約方法の１つである。 

長期継続契約を締結できる契約については、地方自治法第234条の３に規定されているよう

に、電気・ガス・水の供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約または不動産を

借りる契約の他、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、そ

の契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支

障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」とされている。 

上記のうち括弧書きの部分については、平成 16年 11 月の地方自治法及び地方自治法施行

令の改正によって追加されたものであるが、瑞穂市では平成 17年 12 月に「瑞穂市長期継続

契約を締結することができる契約を定める条例」が施行され、同年以降毎年各種の長期継続

契約を締結している（平成 21 年度:５件、平成 22 年度:26 件、平成 23 年度:５件）。その内

容は、事務機器に関する賃貸借及び保守管理契約、施設の警備、清掃、保守点検等施設の維

持管理に関する委託契約等である。 

 

⑦瑞穂市での現状 

瑞穂市の平成23年度における管財情報課で入札執行された契約種類別の契約件数の比率は

次の円グラフのとおりであるが、工事請負が160件（41％）で も多くなっている。 
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Ⅱ 契約の抽出基準について 

管財情報課から平成 23年度の契約台帳一覧の提出を受け、競争入札、随意契約のそれぞれ

について、契約金額 1,000 千円を超えるもののうち、上位５契約程度を基本的な抽出基準と

した。 

その他、同じ契約業者が多く落札しているなど、監査上問題が含まれるのではないかと思

われる契約については、金額にかかわらず対象とした。 

ただし、契約金額が 1,000 千円を超える契約が５件以上ない場合や契約件数そのものが少

ない課については、契約金額の大きいものから順に抽出した。 

この結果監査対象とした契約は、市全体で 245 件、金額ベースでのカバー率は 75％を超え

ており、かなり広範囲となった。 

表１ 各課別抽出件数一覧表         （単位：件） 

課名 ／形態 一般 指名 随意 計 

秘書広報課 0 5 3 8

企画財政課 0 1 4 5

総務課 0 1 8 9

管財情報課 1 2 7 10

市民課 0 0 3 3

税務課 0 1 15 16

医療保健課 0 0 5 5

福祉生活課 0 3 11 14

健康推進課 0 0 15 15

都市開発課 13 3 0 16

都市管理課 4 13 3 20

商工農政課 0 2 4 6

環境課 1 3 13 17

上水道課 4 8 4 16
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下水道課 0 2 12 14

市民窓口課 0 2 4 6

会計課 0 0 1 1

議会事務局 0 2 2 4

教育総務課 2 13 3 18

給食センター 0 3 3 6

学校教育課 0 4 6 10

幼児支援課 0 6 3 9

生涯学習課 1 4 3 8

図書館 1 4 4 9

合計 27 82 136 245

 

表２ 各課別抽出割合一覧表（設計費、予算額等ベース） （単位：円、％） 

  
設計費、予算額 

等合計（Ａ） 

抽出した契約の 

設計費等合計（Ｂ）

（Ｂ）／（Ａ）

×100 

秘書広報課 39,047,975 34,362,500 88.0 

企画財政課 5,052,610 5,052,610 100.0 

総務課 110,600,904 66,870,467 60.5 

管財情報課 357,142,585 262,707,461 73.6 

市民課 34,547,705 30,681,000 88.8 

税務課 23,762,333 18,273,403 76.9 

医療保険課 66,933,880 60,950,000 91.1 

福祉生活課 120,545,590 91,057,000 75.5 

健康推進課 286,012,551 278,229,716 97.3 

都市開発課 591,112,405 459,830,600 77.8 

都市管理課 846,859,453 562,053,300 66.4 

商工農政課 17,950,445 16,214,250 90.3 

環境課 491,522,043 422,621,425 86.0 

上水道課 248,170,108 166,325,250 67.0 

下水道課 85,848,024 84,132,350 98.0 

市民窓口課 12,141,970 9,822,001 80.9 

会計課 3,325,000 3,000,000 90.2 

議会事務局 4,397,000 3,746,000 85.2 

教育総務課 268,981,563 183,730,845 68.3 

給食センター 115,721,354 107,513,779 92.9 
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学校教育課 22,366,497 14,453,816 64.6 

幼児支援課 29,028,463 26,711,713 92.0 

生涯学習課 211,419,224 151,906,250 71.9 

図書館 45,679,812 36,172,512 79.2 

合計 4,038,169,494 3,096,418,248 76.7 

 

Ⅲ 契約全般の問題点 

１ 瑞穂市契約規則について 

（問題点） 

①適用困難な文言の見直しが必要と思われる規定、②現実の実務に合っておらず改定の必

要があると思われる規定、③導入の必要があると思われる規定などが存在する。 

（結果） 

 市においては、地方自治法、地方自治法施行令などの法令、条例及び他の規則以外におい

ては、瑞穂市契約規則が契約に関する一般規則となる（瑞穂市契約規則第１条）。 

かかる規則に基づき、市の契約に関する事務の扱いが決まることからは極めて重要なもの

である。 

 しかしながら、瑞穂市契約規則には、問題点がある。３類型に分けて例示列挙する。 

①適用困難な文言自体の見直しが必要と思われる規定 

 「規則第５条第２項」 

規則第５条においては、入札保証金の免除が定められているが、その第２項においては、

「令第 167 条の５第１項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合におい

て、その者が過去２年の間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を

締結しないこととなるおそれがないと認められるとき」と規定されている。「ほぼ同じく」で

あるとか「数回以上」というのは、適用の有無が明確に判断できるものではなく、実際的な

適用に耐える文言とは思われない。 

②現実の実務に合っておらず改定の必要があると思われる規定 

「規則第 37 条」 

規則第 37条においては、検査職員の一般的職務として、「契約担当者又は契約担当者から検

査を命ぜられた職員（以下「検査職員」という。）は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 234 条の２第１項の規定により検査を行う場合において必要があるときは、破壊若しくは

分解又は試験をして検査を行うものとする。」と規定されている。 

ここに「契約担当者」という文言があるが、瑞穂市契約規則において「契約担当者」とは、

市長から契約の締結を委任された者と定義づけされている（第１条）。 

これを、規則第 37 条に当てはめれば、検査を命じるのは市長から契約の締結を委任された

者となるはずであるが、現実の実務はそうなっていない。 

瑞穂市事務決裁規程第５条においては、共通的専決事項が規定されており、その別表第３に

おいて、検査職員の任命については、金額に応じて、副市長、部長、課長の事務とされてい
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るのである。これらの任命権者は、必ずしも市長から契約締結を委任された者と合致するも

のではない。現実の実務にあわせるのであれば、契約規則の主体を改訂する必要がある。 

③導入の必要があると思われる規定 

監査において見られた現実的な問題からすれば、 低限、契約の変更に関する一般的規定や

単価契約の扱いに関する規定の導入は必須であると思われる。 

以上は、瑞穂市契約規則の問題点の例示列挙であるが、市においては、現実の実務を検証、

問題点を洗い出すなどして、瑞穂市契約規則の見直しを検討すべきである。 

なお、瑞穂市契約規則の見直しにあたっては、次の点には、必ず留意されたい。 

すなわち、市においては、一定の契約について、管財情報課とその他の課において事務分

配がなされている。 

簡単にいえば、契約締結事務は管財情報課、その他は各課という分配となっており、文書

の保存もそのように分かれている。 

このような事務分配から、契約の締結・履行・完了に至る一連の流れを把握している部署

が存在しない結果を招いている。 

それゆえの混乱や責任所在の不明という問題も見受けられることから、契約事務分配の適

切な整理に必ず留意された上での瑞穂市契約規則の見直しをされたい。 

  

２ 入札保証金の免除について 

（問題点） 

 市で入札（指名競争入札及び一般競争入札）が実施された契約全てにおいて、入札保証金

が免除されている。  

（結果） 

入札保証金は、入札参加者が落札したにもかかわらず、契約締結を行わないことにより発

注者が被る不測の損害に備えて、入札参加者に納付させるものである。 

地方自治法施行令第 167 条の７第１項においては、「普通地方公共団体は，一般競争入札に

より契約を締結しようとするときは，入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団

体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めなければならない」と規定されている。かか

る規定を受けて、瑞穂市契約規則第４条においては、入札金額に 100 分の５以上で契約担当

者が定める率を乗じて得た額を入札保証金の額としている。 

ただし、瑞穂市契約規則第５条においては、入札保証金の納付の全部又は一部を免除する

ことができる場合（事由に該当しても免除するかどうかは裁量であることに留意されたい）

が第１項第１号及び第２号において列挙している。 

すなわち、 

（１）「一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証

保険契約を締結したとき」 

（２）「令第 167 条の５第１項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合に

おいて、その者が過去２年の間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、

かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき」 

との規定である。 
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なお、指名競争入札においても、瑞穂市契約規則第 23 条において、同規則第４条及び第５

条の規定が準用されており、扱いは一般競争入札に同じである。 

以上のとおり、市においては、入札保証金の納付が原則必要という規定構造となっている。 

しかしながら、市においては、入札形式の全ての契約において、入札保証金の納付が免除

されており、原則と例外が逆転している。瑞穂市契約規則第５条第１項第１号及び第２号の

納付免除事由に該当するか否か検討をしていない。 

瑞穂市契約規則に違反する状態であるので是正すべきである。 

市において、実務上、入札保証金の納付免除をしても弊害が生じないという判断をするの

であれば、瑞穂市契約規則の改定を検討すべきである。 

なお、現在の瑞穂市契約規則第５条第１項第２号の規定は、「・・・種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し」との条件が記載されているが、不明確であり、

契約規則の免除事由を維持するとしても、文言の検討も必要である。 

そして、今後、入札保証金を免除する場合は、その事実及びそこに至った経緯を明確に文

書化し、情報公開すべきである。例えば、長野県や三重県では、インターネットを通じて免

除についての取り決めをみることができるが、これらを参考にされたい。 

 

３ 契約保証金の納付の免除について 

（問題点） 

 契約金額が 5,000 千円未満の契約については、いずれも契約保証金が免除されている。 

（結果） 

契約保証金は、契約者が契約を履行しないことにより発注者が不測の損害を被らないよう

に契約者に納付させるものである。地方自治法施行令第 167 条の 16 においては、普通地方公

共団体は規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならないと規定されている。 

これを受けて、瑞穂市契約規則第 29 条では、契約保証金の額を、契約金額の 100 分の 10

以上の金額と規定している。 

ただし、同規則第 30条第１号から第５号において、契約保証金の納付の全部又は一部の免

除が可能な場合（該当する場合であっても免除するかどうかは裁量であることに留意された

い）を限定列挙している。 

すなわち、 

（１）「法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき」 

（２）「物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき」 

（３）「契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき」 

（４）「令第 167 条の５第 1 項及び令第 167 条の 11 第２項に規定する資格を有する者と契約

を締結する場合において、その者が過去２年間の間に国（公社又は公団を含む。）又は地

方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これら

を全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると

き」 

（５）「せり売りに付し、又は随意契約による場合において、契約の相手方が契約を履行しな

いこととなるおそれがないとき」 
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の５つの場合である。 

原則は契約保証金の納付が必要であり、納付の免除は例外である。そして、契約保証金の

納付の免除は、そもそも上記の５つの場合のいずれかに該当しなければ、許されないはずで

ある。 

しかし、市においては、かかる規定の該当性を判断して契約保証金を免除しているのでは

なく、契約金額が 5,000 千円未満であるものは一律に契約保証金を免除する扱いをしている。 

かかる扱いは、瑞穂市契約規則第 30 条違反である。 

市においては、今後は瑞穂市契約規則第 30 条の要件に照らして契約保証金の納付の免除を

決定すべきである。 

市において、現状の基準で問題がないと考えるのであれば、瑞穂市契約規則第 30 条の規定

を改定する必要がある。 

 

４ 随意契約について 

（問題点） 

 市が随意契約を締結する場合、随意契約理由書において、随意契約の理由として、地方自

治法施行令第 167 条の２第１項各号を挙げている。しかし、その理由付けは、前年のものを

踏襲しているなど、調査や再検討により見直しをしていないことが多い。また、随意契約の

理由と地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号が必ずしも合致してないケースも多く見ら

れる。 

（結果） 

 地方自治法第 234 条第１項は、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競

争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとし、同第２項において、前項の

指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これに

よることができると規定している。 

 かかる規定を受けて、地方自治法施行令第 167 条の２第１項で、随意契約によることがで

きる場合を限定列挙している。 

第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることが

できる場合は、次に掲げる場合とする。  

一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあっては、予定賃貸借料

の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内

において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。  

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又

は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で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。  

三  障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十二項に規定する障害者支

援施設（以下この号において「障害者支援施設」という。）、同条第二十六項に規定する

地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、同条

第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十四項

に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以
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下この号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所

（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者の地域社

会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受け

ている施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品

を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活

動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第四十一条第一項に規定するシル  

バー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれ

らに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた

者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び

寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に規定する母子福祉団体若し

くはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を

受けた者（以下この号において「母子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使

用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及

び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通

地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。  

四  新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところに

より普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公

共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。  

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。  

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。  

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。  

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。  

九  落札者が契約を締結しないとき。  

 

 随意契約は、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号から第９号に該当しない限り、

締結することが許されないものである。 

したがって、随意契約締結に際しては、①地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号該当

性、②該当する場合の具体的な理由付け、及び、③該当各号と具体的な理由付けの合致が必

要条件となる。 

この点、市においては、随意契約の理由付けについて、前年からの理由をそのまま用いて

いる場合が多くある。随意契約の締結ごとに、各担当者が他に同じような業務ができる業者

がいないことや、入札により業務と金額の適正性を図ることができない等を調査検討した末

で同じ結果となったものであればよいが、そうでなければ問題である。 

価格の硬直性、取引先の特定化といった随意契約のデメリットは、まさにかような態度で

対応しているからこそ生じてくる可能性が高くなるといえる。たとえ、結果は同じであって

も、契約の締結ごとに、随意契約の理由付けについて検討を行うことは将来の改善に必ず結

びついてくる。 
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また、地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号と理由付けが合致していないケースも

多々あるが、これも、前年度の理由付けをそのまま踏襲したり、あるいは、施行令や瑞穂市

契約規則等の規定に遡って検討していないこともその理由であろうと思われる。 

例えば、単価契約について、随意契約理由が地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号

適用になっている場合があるが、少額の場合の第１号適用は誤りである。同号の金額は、瑞

穂市契約規則取扱要領第 24 条関係において、「随意契約によることができる少額の契約であ

るかどうかの判断は、その購入等の予定数量に予定価格（単価）を乗じて得た購入等の支出

予定総額により判断する」と記載があるからである。 

今後は、担当者レベルから意識を変え、まずは、随意契約が契約締結方法においては例外

的なものであること、随意契約を締結する場合には、地方自治法施行令などの規定に遡って

理由を検討すること、自らで調査した上で検討することなど、市にとってより良い契約を締

結するには何をすべきかを考えて行動することが必要である。 

 

５ 検査について 

（問題点） 

 契約履行の確認のための検査が適切になされず、また、検査調書の作成が適切な理由もな

く省略されている場合がある。 

（結果） 

 地方自治法第 234 条の２（契約の履行の確保）においては、「普通地方公共団体が工事若し

くは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において

は、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保

するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある

場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をする

ため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定されている。これを受けて、地方自

治法施行令第 167 条の 15（監督又は検査の方法）においては次のとおり定められている。  

第百六十七条の十五  地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、

指示その他の方法によって行わなければならない。  

２  地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書

その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づ

いて行わなければならない。  

３  普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項 に規定する契約につ

いて、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性

能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約

があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項 の規定による検査の一部

を省略することができる。  

４  普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約につい

て、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団

体の職員によって監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められる

ときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせる

ことができる。 
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 検査調書の作成については、瑞穂市契約規則第 38 条において、「検査職員は、請負契約又

は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認のための検査を完了したときは、検査

調書を作成しなければならない。」と規定されている。 

基本的には、地方自治法第 234 条の２、地方自治法施行令第 167 条の 15の規定に基づいて

検査を実施し、検査調書を作成することになっているのである。 

例外として、同規則第 39 条において、契約金額が 500 千円を超えない契約であれば、検査

調書の作成が省略できるとされている。 

 この点、市においては、工事契約については、確認状況を写真に残し、検査調書を作成し

ているが、委託及び物品購入については、検査という意識が低く、金額も少額になるために、

そもそも未作成のケースがあった。また、作成していたとしても、資料が添付されていない

などして、どのような検査がなされたのか不明と評価せざるを得ない調書も多く見られた。 

当然ではあるが、契約は、履行を完了して初めて目的を達成するものであるから、検査及

び検査調書の作成は、契約において非常に重要な業務である。 

それを再認識し、契約規則に則って、検査調書の作成漏れが発生しないようにすべきであ

る。また、検査調書は適切な検査がなされたことが明らかとなる形で残すべきである。 

なお、単価契約の場合、たとえ年間の取引金額は 500 千円を大幅に超えていたとしても、

契約金額となる単位当たりの金額は少額であることを理由に検査調書を省略していた。確か

に、単価契約については、瑞穂市契約規則第 39条本文の規定からすれば、検査調書の作成を

省略することができる可能性があるが、取引金額では、その重要性が高いものであり、当然

に検査調書を作成すべき場合であるとも評価できる。 

単価が 500 千円未満であることをもって安易に検査調書を省略するのではなく、検査調書

の作成が必要かどうかを検討することも必要であると考える。あくまで検査調書の作成の省

略は例外的であるからである。原則、検査調書を作成するという方針で望み、判断に迷った

際には、担当課課長や管財情報課に問い合わせるなど、適切な対応を図ることができるよう

にすべきである。 

 

６ 単価契約について 

（問題点） 

 瑞穂市契約規則上、単価契約の場合の扱いが必ずしも明確となっていない。 

（結果） 

 単価契約とは、役務の提供について、単位当たりの価格だけを決定し、金額はその給付の

実績によって算定する契約をいう。 

契約金額は、総額をもって決定することが原則である。しかし、一定期間継続して役務の

提供を受けるもので、契約期間内の数量が確定できないものについては、単価契約をするこ

とができる。単価契約はあくまでやむを得ない場合の例外と捉えるべきである。 

この点、瑞穂市契約規則では単価契約に関する記載は僅か１カ所である。瑞穂市契約規則

第 11 条（予定価格の決定方法）であるが、同条第１項本文では、「予定価格は、競争入札に

付する事項の価格の総額について定めなければならない。」とした上で、同ただし書きにお

いて、「一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合におい
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ては、単価についてその予定価格を定めることができる」と規定されているのみである。 

かかる規定のみでは、単価契約の扱いは、瑞穂市契約規則上不明確であり、不都合が生じ

る。 

例えば、瑞穂市契約規則第 24 条では、随意契約による少額の契約として、契約の種類に応

じて金額が定められているが、単価契約においては、何を基準とするか必ずしも明確ではな

い。また、瑞穂市契約規則第 39 条では、検査調書の作成を省略できる場合として契約金額が

500 千円を超えない契約としているが、単価契約においては何を基準とするか必ずしも明確

ではない。 

 この点、瑞穂市契約規則取扱要領の第 24 条関係では、瑞穂市契約規則第 24 条の随意契約

による少額の契約として、「随意契約によることができる少額の契約とは予定数量に予定価

格を乗じて得た支出予定総額により判断する」との規定があるが、随意契約の理由として、

単価を基準に判断して１号該当と誤って判断するなどといった問題が実際に生じている。 

かような問題を可能な限り回避すべく、明確性の観点から、単価契約における基準につい

ては、契約規則上に括弧書きなどで記載すべきである。 

また、検査調書作成の省略ができる場合についても、単価契約については、契約規則上に

括弧書きなどで記載すべきである。 

 

７ 予定価格の決定について 

（問題点） 

 予定価格の決定に関する資料が存在せず、その決定プロセスが明確でない。 

（結果） 

 瑞穂市契約規則第 10条第１項においては、「契約担当者は、その競争入札に付する事項の

価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって決定し、その予定価格（令第 167 条の 10

第２項の規定による 低制限価格を設けたときは、その 低制限価格を含む。以下本条及び

第 19 条第２項において同じ。）を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置か

なければならない。」と規定されている。そして、同第 11 条第２項においては、「予定価格

は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、

数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない｡」と規定されている。 

しかし、市においては、予定価格算出の資料が残されていない場合が殆どであり、かかる

場合においては設計費から予定価格を決定するに至るプロセスが不明である。 

 本来、予定価格の決定に関しては、場合によっては、公正な入札が害されるなど市として

もリスクがあり、外部監査の観点からも重要な監査項目であるにもかかわらず、資料が揃え

られていない。 

これでは、予定価格の決定方法が瑞穂市契約規則に則っており適切であるかどうかを評価

しようがない。  

市としては、予定価格算出の適正さを証明する意味からもその資料は残すべきである。 

なお、資料を残すということは、予定価格が事前に漏洩することで公正が害されるリスク

につながるとの考えもあり得るが、これについては、その資料を厳重に保管することで対応

すべきことと考える。 
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８ 予定価格書について 

（問題点） 

 予定価格書には、日付けの記載がない。また、入札書比較価格欄はボールペンで記載がな

されているが、予定価格欄は鉛筆書きがなされている。 

（結果） 

予定価格は、その字句どおり、契約に先立ち「予め」定められるものである。 

また、瑞穂市契約規則第 11 条第３項本文では、予定価格は、「落札者となるべき者がない

とき又は契約締結までは公開しない」とされている。 

日付がなければ作成時期が不明であり予定価格設定が適正であることの担保がなされない。 

予定価格書において作成日付の記載は必須であると考える。 

また、瑞穂市契約規則上作成が要求されているのは、「予定価格」であり（第 10条、第 11

条）、見積書比較価格（予定価格より消費税を抜いた価格）ではない。 

ヒアリングによれば、予定価格書は、見積書比較価格のみが記載された段階で封がなされ、

開封後に予定価格が鉛筆書きされるとのことである。便宜上の扱いとのことであるが、瑞穂

市契約規則第 10条及び第 11 条の文言には明確に反する事態である。 

今後は、予定価格書において、見積書比較価格及び予定価格双方をボールペン書きした上

で封をするべきである。 

  

９ 契約変更について 

（問題点） 

瑞穂市契約規則においては、当初契約書の締結後に契約を変更する場合についての規定が

ない。 

（結果） 

瑞穂市契約規則取扱要領においては、例えば、第 26 条関係の２というところで、「契約の

変更は様式第 11 号により変更の仕様書を受け取った日から５日以内に締結しなければなら

ない」との規定があるが、瑞穂市契約規則には契約の変更に関する規定が存在しない。 

そのため、そもそも契約の変更権限が誰にあるのか、どのような場合にできるのか、変更

が可能であるとした場合の手続きはどのようになされるべきか、変更した場合の書類の保管

をどうすべきかなど、職員において何ら統一認識がない状態となっている。 

今後、早急に、瑞穂市契約規則において、契約の変更に関する規定を設けた上で、必要資

料や承認過程を明確にすべきである。 

 

10 契約に関する事務手続について 

①業務フローと承認権限の整合性について 

（問題点） 

 市においては、契約の一連の業務フローと承認権限をまとめた細則があるものの、実際に

そのとおりの承認が行われていない契約がある。 

（結果） 

終承認権限が専決者または市長と定められている場合、瑞穂市事務決裁規程第３条に従
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い、順次上位者の承認を得ながら、専決者または市長の承認を得る必要がある。 

一方、現状の契約の業務フローは、担当課ではなく管財情報課が入札から契約までを行っ

ているため、 終承認権限者が市長であるにもかかわらず、資料の回覧の 終が担当課とな

り、市長の承認印よりも遅い日付で担当課が押印する状況が発生している。 

実務上は特に問題ないので、承認の日付はあまり意識していないというのが実情であるが、

重要事項の承認であるので、形式上もあるべき姿で残す必要がある。 

今後は、承認を必要とする書類の様式を変更するか、または規程、規則を変更し、規程、

規則、承認権限、業務に関する整合性のとれた資料整備は必要である。 

また、瑞穂市事務決裁規程第 10 条(代決)において副市長が不在により決裁することができ

ない場合に代決ができる者として当該事項を所掌する部長が第１順位者と規程されている。

この規程によれば、担当課の部長が決裁しても問題はない。ただし、同規程第 11 条（代決権

の留保）において代決することができない場合が列挙されている。具体的には、事案の内容

が特に重要であると認められるとき、事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する

必要がないと認められるとき、その他代決することが適当でないと認められるとき等が規程

されている。当該事案について、安易に代決をするのではなく、代決することが適切であっ

たのかをその都度、検討することが望まれる。 

 

②契約業者について 

（問題点） 

 契約業者の代表取締役が瑞穂市の副市長という場合がある。その場合、副市長の決裁が省

略されている。 

（結果） 

 契約業者に市の関係者がいる場合、現在決裁者から除外をしている。例えば、契約業者の

代表取締役が副市長である場合には、副市長は決裁権者から除外されている。利害関係があ

ることから、手続としては正しい扱いと思われるが、規程に適合した決裁を行っていると明

確に言い切ることはできないことから、市の関係者が契約業者となる場合の取扱いについて

は、別途規程を設けるべきである。 

 

11 見積りの徴収について 

（問題点） 

 随意契約の場合、当該契約者から徴収した見積書１通のみで契約を締結している場合が多

い。その場合は、その見積金額がそのまま予定価格及び契約金額となっている。 

（結果） 

 瑞穂市契約規則第 25条第１項においては，「随意契約によろうとする場合は，なるべく２

人以上から見積りを徴さなければならない」と規定されている。確かに、随意契約において

は、その契約内容の特殊性から、見積りを原則通り複数徴収することが難しい場合があるが、

競争しないがゆえに、金額が高止まりする危険がある。それを防止すべく金額の妥当性を検

証するために必要とされているものであり、入札によらず競争原理の働かない随意契約にお

いては重要な事項である。 

ただし、瑞穂市契約規則取扱要領（以下「契約規則取扱要領」という）においては、「第
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25 条関係」という箇所で見積りを１通にとどめることができる場合を第２項の第１号から第

14 号にて列挙している。 

すなわち、見積書はなるべく２人以上から徴さなければならないが、次に掲げる場合又は

類似する契約の場合は、１通にとどめることができる（様式第９号）として、 

（１）購入予定価格が５万円（建設工事の請負契約の場合にあっては 10万円）未満であると

き。  

（２）分解して検査しなければ見積り難い自動車の内燃機関その他精密機器の修繕等で特定

の者と契約する必要があるとき。  

（３）時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。  

（４）現に履行中の工事、製造又は物件の供給に直接関連する契約を現に履行中の契約の相

手方以外の業者をして履行させることが不利であるとき。 

（５）市の行為を秘密にする必要のある契約をするとき。 

（６）特殊の技術を要する契約をするとき。 

（７）特殊の構造又は品質を要する工事、製造又は物件の買入れであって特定の者以外とは

契約し難い契約をする必要があるとき。 

（８）土地建物又は林野若しくはその産物をこれらに特別の縁故のある者に売払い又は貸付

けをするとき。 

（９）不用決定した物品の売払いで、売却総予定価格が１万円未満であるとき。  

（10）資金前渡により契約するとき。 

（11）運送又は保管契約をするとき。 

（12）令第 167 条の２第１項第６号及び第７号の規定により随時契約を締結するとき。  

（13）室内装飾品又は衣服の類で、意匠、規格、形状等を指定して購入する必要があるとき。  

（14）図書券等の商品券を購入するとき。 

としている。 

また、同条第３項では、 見積書を提出させることが困難又は不適当であると認める場合は、

次に掲げる場合とするとして、  

（１）災害復旧その他緊急を要するとき。  

（２）官報、新聞、図書(発行所から購入する場合に限る。)及び法令集の追録  

（３）季節のある生産物で腐敗のおそれのあるとき。  

（４）飲食物  

（５）会場借上料  

（６）不動産鑑定手数料  

（７）新聞社、雑誌社等と広告掲載の契約をするとき。  

（８）放送事業者と放送契約をするとき。 

（９）１物品（通常購入する場合における単位（例ペン先１グロス、鉛筆１打等）を１物品

とする。)の単位が 5,000 円未満の場合であって、当該物品を購入しようとする予定価格

（総額）が、３万円未満であるとき（印刷製本費から支出されるものを除く。） 。 

（10）予定価格が１万円未満の契約をするとき。  

（11）有価証券の売買をするとき。 

（12）学術又は技芸の保護奨励のため、必要な財産の売払い又は貸付けをするとき。 

としている。 
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 まず、市において、本契約が上記契約規則取扱要領第 25条関係第２項における見積書を契

約者によるもの１通にとどめてよい場合といえるかどうか検討した形跡がないことが も問

題である。今後は、各担当者が例外事由に該当するか否か、取扱要領に遡って検討する意識

を持つことが必要である。加えて、検討した過程が判るように資料として残すようにすべき

である。 

なお、上記契約規則取扱要領第 25条第２項の規定であるが、見直しが必要であると考える。 

例えば、（３）において、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる

見込みのあるとき」との規定があるが、これは地方自治法施行令第 167 条の２第１項第７号

の規定どおりの文言である。しかし、（12）において、「令第 167 条の２第１項第６号及び   

第７号の規定により随時契約を締結するとき」との規定があり、（３）と一部重複する事態と

なっている。地方自治法施行令の改正がなされた以降もそのまま規定を直していなかったが

ためにかかる事態となっていると思われる。 

法令等の改正に準じていないことの現れであり、見直しが必要である。 

 

12 契約の管理について 

①文書の整理について 

（問題点） 

市における契約書類は、紙ベースのフォルダに挟み込む形で整理されている。フォルダは、

年度により色を変えている（平成 23 年度は黄色、平成 22年度は水色）。 

そして、契約事務処理要領により、工事については 1,300 千円以上、委託業務・物品にお

いては 500 千円以上の契約が担当課以外に管財情報課が関与する。管財情報課のほかに担当

課が存在する契約においては、管財情報課と担当課それぞれにフォルダが存在し、それぞれ

のフォルダに保管されている資料は別のものである。 

（結果） 

瑞穂市文書規程（以下「文書規程」という）第 35 条において、文書の整理についての記載

がある。同条第１項では、「文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にし、あら

ゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。」との記載が、

同第２項では、「文書の整理は、ファイリング・システムによって行う」との記載がある。 

全庁的に、紙ベースのフォルダに文書が無造作に挟み込まれているが、必要なときに必要

な情報がすぐに入手できる状態とは到底いえない。契約とは全く無関係の文書がフォルダに

挟みこまれている事例もあった。かかる整理では、今回のような包括外部監査が一例である

が、あらゆる事態に対処して臨機の処置をとることはできない。職員が文書の検索に時間が

かかるということは、その分職員が本来なすべき業務ができないことから人件費の無駄に直

結し、また、市民への情報公開に対しても迅速に対応できないなど実際上の弊害が大きい。 

かかる文書の整理状況は、文書規程第 35条に違反するものである。 

まず、全庁的に各課における文書の整理状況を点検した上で、「ファイリング・システム」

自体を検証する必要がある。 
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（意見） 

瑞穂市文書規程第 35 条第１項では、「文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明

確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。」

との記載がある。 

入札など管財情報課が関与する契約については、１つの契約であるにもかかわらず、担当

課と管財情報課において別々に資料を保管している。これでも、どの書類がどちらにあるか

は明確なので問題ないという考え方も成り立ちうるが、例えば、次の事態からは、かかる第

１項の状態に合致するとはいえない。 

ヒアリングによれば、契約担当課が必要に迫られた際に、管財情報課に問い合わせが来る

ことがあるとのことである。逆に管財情報課においては、契約締結以降の契約変更や検査な

どの状況は不明である。 

１つのフォルダを見れば、契約関係書類が全て把握できる状況を整備することが望ましい。 

 

②契約の管理について 

（問題点） 

 市において、年度における契約の全てが分かる一覧が作成されていない。 

（意見） 

 文書の整理に関する意見とも関連するが、現状は契約の管理が適切になされている状態と

はいえないと考える。 

契約管理システムを導入するなどして、契約情報の効率的一元化を図ることを検討するこ

とが望ましい。 

 

13 質疑書について 

（問題点） 

入札公告においては、ＦＡＸによる質疑書の提出が義務づけられており、提出期限も日時

をもって定められているが、質問の有無にかかわらず、入札当日に質疑書原本を持参させて

いる。質問がないものについて、その場で日付の記入をさせる場合があった。 

（結果） 

そもそも、質疑書は入札前に質問がある場合に限って必要なものであり、質問がない場合

は勿論のこと、質問がある場合についても、入札当日に質疑書の原本の提出を義務づける必

要はないものと思われる。にもかかわらず、質疑書の原本を提出させることから入札当日の

日付を記載させるなど無意味な事態が発生することとなる。 

今後は、質疑書の原本持参は不要とするなど、事務の簡略化を図る体制を検討することも

考えるべきである。 

 

Ⅳ 各契約の個別問題点 

個別の指摘については、瑞穂市の事務分担に合わせ、内容により管財情報課と担当課に区

別している。そのため、同じ契約について、指摘内容により管財情報課と担当課の両方で指

摘している場合があるが、契約の内容が明確になるよう基本的説明を重ねて記載している。   

また、 終的に個別の指摘事項がなかった契約については、基本的説明も記載を省略した。 
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１ 管財情報課事務担当分（企画財政課） 

１－１ 公会計財務書類作成支援業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年７月 15 日至平成 23年 11 月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年７月 15 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当該税理士法人は平成 20、21 年度分と財務諸表作成支援

委託を受託しており、勘定科目定義、資産データ変換ルール

及び過去からの引継ぎ処理等から考えると、平成 23 年度に

おいても引き続き財務諸表作成支援には、当該税理士法人し

かないため。 

（６）結果及び意見 

①指名（見積）業者選定調書について 

（問題点） 

指名（見積）業者選定調書では副市長が出席しているのに記載がない。 

（結果） 

管財情報課の担当者が書類を作成しているが、備忘することがないようしっかりと確認を

すべきである。したがって１人の担当者に任せるのではなく、決裁印を押印する側も書類に

不備がないか確認し、その後、上司もしっかりチェックをするべきである。 

 

②予定価格の決定について 

（問題点） 

予定価格書に日付の記載がない。 

（意見） 

瑞穂市契約規則第 24 条の２によれば、契約担当者は随意契約によろうとするときはあらか

じめ第 11 条の規定に準じて予定価格を定めなければならないとされ、第 11 条第２項におい

ては、予定価格は、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の

長短等を考慮して適正に定めなければならないとされている。 

本件においてだけではないが、予定価格書には日付の記載がなく、「あらかじめ」定められ

たものであるか不明である。また、本件においては、契約者の２回目の見積りと予定価格が

合致しており、合致した理由も不明である。したがって予定価格作成の透明性の観点からは、

少なくとも日付を記載することが望ましい。 

 

１－２ 瑞穂市第二次財政計画策定業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 名豊コンサルタント株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 15 日至平成 24年１月 31 日 
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（５）契約日 平成 23年 11 月 15 日 

（６）入札の状況 

 

通知日      平成 23 年 10 月 18 日 

入（開）札日   平成 23 年 11 月７日 午後２時 00 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,470,000 円 

予定価格  1,155,000 円 

契約金額   974,400 円 

落札率   84.4％ 

（８）結果及び意見 

①指名業者の選定について 

（問題点） 

指名業者の選定にあたっては、具体的な指名業者選定基準が無く、過去の実績や地理的条

件など、それぞれの契約案件に応じて総合的に判断して選ばれている。また、業者の選定に

あたり、指名業者を選定するまでの過程が一切記録されていない。 

（結果） 

現状の指名業者の選定は、市民から疑義をもたれる可能性が高い。指名業者の選定にあ  

たっては、恣意的に行われた場合の弊害も大きいこと等から、指名に係る手続きの透明性を

高め、後日、その選定方法が正しかったのか議論できるよう、どの様に選定したかを記録す

る必要がある。 

 

２ 管財情報課事務担当分（総務課） 

２－１ 「つどいの泉」業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１、２号適用 

平成 14 年度当初からＡ社に委託しているとともに、施設

管理に実績があり、施設に精通しているため。 

 

２－２ 本田コミュニティセンター業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

牛牧南部コミュニティセンターにおいて平成 14 年度当初

からＡ社に委託しているとともに、施設管理に実績があり、

施設に精通しているため。また本田コミュニティセンター開

館当初より委託しており、施設に精通しているため。 
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２－３ 瑞穂市行政アウトソーシング業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本件契約者は100％市の出資会社で瑞穂市が行う業務の効

率化及び低コスト化をめざし、市勢の伸展と市民の福祉増進

をはかるため、市の業務請負を目的として設立した会社であ

り、かつ、市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した会社

であるため当業務を発注するもの。 

（６）結果及び意見（１、２、３の契約） 

①指名（見積）業者選定調書について 

（問題点） 

指名（見積）業者選定調書の決裁印と出席者の数が合わない。 

（結果） 

出席者の数と指名委員の決裁印の数が合わないのは、副市長が押印していないことにあっ

た。本件契約財団法人の理事長と本件契約会社の代表取締役は瑞穂市の副市長であり、利害

関係者が指名委員会に出席しているとなれば、不正が行われるのではないかと疑念を持たれ

ることを防止するため、審議に加わらず、決裁印を押さなかったとのことである。しかし指

名（見積）業者選定調書には出席していることになっており、矛盾が生じている。したがっ

て、その実態に合わせ副市長名は指名（見積）業者選定調書の出席者から削除すべきである。 

 

２－４ 瑞穂市防災マップ(洪水・地震)修正業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年９月 13 日至平成 24 年３月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年９月 13 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

今回の瑞穂市ハザードマップ（洪水・地震）作成について

は、既存のものを修正し増刷することを目的とするものであ

り、前回、平成 19 年度に本件契約者と契約し調査・作成し

た経緯があるため、製作に関して熟知しており早急な対応が

可能であるため。 

（６）結果及び意見 

①指名（見積）業者選定調書について 

（問題点） 

指名（見積）業者選定調書の決裁欄に都市整備部長の決裁印があるが、下段の出席委員欄

に記載がない。 
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（結果） 

管財情報課の担当者が後日各担当の部長や課長に決裁印を押印してもらうために行った際、

押印してはいけない部長や課長を備忘することから発生している。備忘することがないよう

しっかりと管理をすべきである。したがって１人の担当者に任せるのではなく、その上司も

しっかりチェックをすべきである。 

 

２－５ 岐阜県議会議員選挙 選挙事務委託（派遣） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 23 年４月 10 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当市の選挙において実績があり、選挙事務サポート業務、

期日前投票事務及び投票事務にかかる委託事務は、投票事務

と極めて特殊性の高い事務である。今回の選挙は、平成 22

年度より年度をまたいで、事務委託を継続的に行う必要があ

るため、人材の確保が困難であること、また当該事務に実績

があり、業務における高い効率性が期待できることから。 

 

２－６ 瑞穂市長選挙ポスター掲示板（設置（張替）・撤去）・選挙公報配布・開票所（設営・

撤去）請負委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 11 日至平成 23 年５月２日 

（４）契約日 平成 23 年４月４日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

選挙ポスター掲示場は、瑞穂市長選挙用として市内 61 箇

所を予定しており、箇所数が多く、地域の状況を認知してい

る方が、適当である。さらに市有地も含まれ、その設置場所

に応じた対応が必要である。今回は岐阜県議会議員選挙で使

用したポスター掲示場を利用し、表示を張り替えるため、岐

阜県議会議員選挙で掲示場を設置した当該業者と契約する

必要がある。選挙公報配布業務は、選挙告示後から投票日ま

でのスケジュール的に大変短い間に市内全戸に配布する必

要があるため、市内をよく認知している業者が適当である。

この点において、本件契約者は、当業務に実績があり、かつ、

地域に密着した業務を行っているため、市内を良く把握して

いる上に、設置箇所固有の事情もよく把握していることか

ら。 
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（６）結果及び意見（５、６の契約） 

①本件契約者について 

（問題点） 

本件契約者の代表取締役は瑞穂市の副市長である。契約者が本件契約者となる場合、現状、

指名業者選定調書、随意契約見積一覧表、予定価格書等については副市長の決裁が省略され

ている。 

（結果） 

現在、瑞穂市においては、利害関係者が契約者となる場合の取扱いに関する規程が設けら

れていない。特に本件契約者の代表取締役は瑞穂市の副市長であることから、契約に関する

一連の手続に関与することが可能な状態である。現状については問題であり、利害関係者が

契約者となる可能性がある場合の瑞穂市における契約手続に関する取扱いについて規程を設

け、疑念をもたれることがないようにすべきである。 

 

３ 管財情報課事務担当分（管財情報課） 

３－１ 総合行政情報システム賃貸借契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年１月１日至平成 28年 12 月 31 日（５年間） 

（４）契約日 平成 23年 12 月 28 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

総合行政情報システム導入のため、契約者と業務委託契約

を締結（瑞情委託 26）。システムを稼働する際に、データセ

ンターの機器（機器賃貸借）、ＡＳＰのデータセンターのセ

キュリティや運用機能（ＩＤＣ機能）、共通基盤機能が必要

となる。そのため、システムの提供業者である契約者と安定

的な使用を行うため、５年間の賃貸借契約、長期継続契約を

締結するもの。 

平成 23 年度、市で導入することが決定された「総合行政情報システム」稼働に必要とされ

る機器等の賃貸借契約である。地方自治法第 234 条の３、地方自治法施行令第 167 条の 17及

び瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第１項に基づく５年

間の長期継続契約である。 

（６）結果及び意見  

①契約期間について 

（問題点） 

本契約の契約期間は５年とされている。瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例における 長期間の契約である。 

（意見） 

自治体における契約は、予算単年度主義との関係から、単年度が原則であるところ、地方

自治法第 234 条の３、同施行令第 167 条の 17 では、長期にわたらなければ契約に係る事務の
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取扱に支障を及ぼすようなものに限り長期継続契約を認めている。 

これを受けて、市においては、瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める

条例を制定している。本契約の契約期間５年は、条例に違反しているわけではない。しかし

ながら、条例第３条では、「５年以内」との記載があるとおり、５年でなければならないとい

うこともない。   

契約を締結した以上、一方的に契約期間を変更することはできないが、今後、同様の長期

継続契約を締結する場合に備えて、本契約が契約期間として５年でなければ事務の取扱に支

障を及ぼすことになるのかという観点で検証をすることが望ましい。また、費用という観点

からも、５年であることで契約金額の優位性が存在したのかなど、契約期間の妥当性につい

て検証することが望ましい。 

そして、かかる検証過程は、今後の事務処理のためにも資料として残すことが望ましい。 

 

３－２ 庁舎ＬＡＮシステム用複合機使用料   

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

ＬＡＮシステムの複合機機器製造業者と連携のとれる業

者でなければならない。よって、購入元及び借用元である契

約者と一社随意契約を行う。 

庁舎ＬＡＮシステム用複合機使用に関する契約。単価契約である。 

（６）結果及び意見 

①随意契約見積一覧表における契約金額について 

（問題点） 

随意契約見積一覧表の契約金額が「別紙のとおり」とあり、別紙には、白黒とカラーに分

けて金額が記載されているが、これらは税抜金額である。 

また、「基本料金は別途定める」と仕様書にあり、契約上、機械維持料金が毎月必要となる。 

（結果） 

まず、契約金額は税込で規定されているはずであり、標記を合致させるべきである。 

また、仕様書には基本料金の規定があるが、この点については、予定価格においても契約

金額においても何らの記載がない。 

契約規則上、単価契約における基本料金の扱いは必ずしも明確ではないが、基本料金も契

約の一要素であり、契約規則あるいは契約規則取扱要領等根拠において、基本料金の取扱い

を明確にすべきと考える。 

 

②随意契約の理由について 

（問題点） 

随意契約の理由としては、ＬＡＮシステムの複合機器は、契約者関連会社の製品であるた
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め、この会社と連携のとれる業者でなければならないことが理由とされている。 

（結果） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号は、「特定の者でなければ供給することができ

ないものを調達するとき。」と規定されている。本契約においては同号が随意契約の根拠とさ

れている。 

しかし、複合機器が契約者関連会社の製品であるからといって同社と連携のとれる業者が

契約者のみであるといえるかは疑問である。 

例えば、クライアントパソコン機器等購入事業契約は、本契約に遅れて庁舎内のパソコン

機器を購入することを内容とする契約であるが、業者は一般競争入札で決定されている。 

かようなクライアントパソコン機器等購入事業契約との比較においても、そもそも、本契

約において、契約者でなければ連携がとれない事情があるといえるかどうかを再検証すべき

である。いえるというのであれば、その根拠を客観的資料でもって明示すべきである。 

 

３－３ 電気設備保守管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

 契約者 財団法人中部電気保安協会岐阜支部 

鈴木電気保安管理事務所 

藤吉電気保安管理事務所 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午前 11 時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,041,467 円 

予定価格と契約金額は、後記表のとおり。施設ごとに定めら

れている。落札率は各施設いずれも 100.0％ 

市内施設の電気設備保守管理業務の委託。平成 23 年度及び平成 24 年度の入札結果は、次

表のとおりである。 

 

＜平成 23年度＞                            （単位：円） 

番

号 
施設名 予定価格 

入札額（税抜） 

契約金額 

（税込） 

財団法人中部

電気保安協会

岐阜支部 

鈴木電気保安

管理事務所

藤吉電気保安

管理事務所

１ 瑞穂市役所 311,220 296,400 311,220

２ 総合センター 642,978 769,200 612,360 642,978

３ 市民センター 278,460 344,400 265,200 278,460

４ 図書館 278,460 336,000 265,200 278,460

５ 生津小学校 128,520 122,400 128,520
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６ 本田小学校 149,940 142,800 149,940

７ 穂積小学校 168,840 160,800 168,840

８ 牛牧小学校 128,520 122,400 128,520

９ 穂積中学校 263,340 250,800 263,340

10 穂積北中学校 128,520 122,400 128,520

11 穂積北中学校夜間照明 138,600 132,000 138,600

12 別府水源地 546,840 520,800 546,840

13 牛牧北部防災コミュニ

ティセンター 
297,765 384,000 283,500 297,765

14 美来の森 118,650 159,600 113,000 118,650

15 本田第１保育所 122,220 116,400 122,220

16 別府保育所 292,320 357,600 278,400 292,320

17 火葬場 124,740 118,800 124,740

18 花塚排水機場 55,730 46,000 55,730

19 牛牧排水機場 61,215 58,300 61,215

20 別府排水機場 43,680 41,600 43,680

21 アクアパーク別府水処

理センター 
365,148 453,600 347,760 365,148

22 牛牧南部コミュニティ

センター 
139,755 159,600 133,100 139,755

23 巣南中学校 229,320 218,400 229,320

24 老人福祉センター 168,840 160,800 168,840

25 瑞穂市役所巣南庁舎 311,220 296,400 311,220

26 給食センター 504,000 480,000 504,000

27 南小学校 122,220 116,400 122,220

28 中小学校 153,720 146,400 153,720

29 西小学校 66,780 63,600 66,780

30 巣南公民館 68,040 64,800 68,040

31 南保育・教育センター 152,460 136,800 152,460

32 西保育・教育センター 141,120 134,400 141,120

33 中保育・教育センター 105,840 100,800 105,840

34 宮田水源地 196,560 187,200 196,560

35 アクアパークすなみ 226,800 267,600 216,000 226,800

36 呂久クリーンセンター 127,260 121,200 127,260

37 瑞穂市西部複合センター 124,740 118,800 124,740

38 古橋水源地 183,960 175,200 183,960

39 本田コミュニティセンター 248,220 236,400 248,220
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40 教育支援センター 175,140 162,000 175,140

41 本田第２保育所 124,362 159,600 118,440 124,362

42 牛牧第２保育所 254,520 236,400 254,520

43 瑞穂市・神戸町水道組合

水源地 
137,999 130,800 137,999

44 ほづみ幼稚園 167,580 205,100 159,600 167,580

 合計 8,776,162 9,135,000 1,157,900 1,634,660 8,776,162

 

＜平成 24年度＞                            （単位：円） 

番

号 
施設名 予定価格 

入札額（税抜） 

契約金額 

（税込） 

財団法人中部

電気保安協会

岐阜支部 

鈴木電気保安

管理事務所

藤吉電気保安

管理事務所

１ 瑞穂市役所 444,150 296,400   311,220

２ 総合センター 651,000 566,400 612,360 594,720

３ 市民センター 278,460 247,200 265,200 259,560

４ 図書館 265,200 247,200 265,200 259,560

５ 生津小学校 199,080 122,400 128,520

６ 本田小学校 167,580 142,800 149,940

７ 穂積小学校 199,080 160,800 168,840

８ 牛牧小学校 199,080 122,400 128,520

９ 穂積中学校 299,880 250,800 263,340

10 穂積北中学校 199,080 122,400 128,520

11 穂積北中学校夜間照明 168,840 132,000 138,600

12 別府水源地 651,420 520,800 546,840

13 牛牧北部防災コミュニ

ティセンター 
298,000 274,800 283,500 288,540

14 美来の森 119,000 114,000 113,000 118,650

15 本田第１保育所 141,120 116,400 122,220

16 別府保育所 292,320 268,800 278,400 282,240

17 火葬場 124,740 118,800 124,740

18 花塚排水機場 138,180 131,600 138,180

19 牛牧排水機場 53,550 51,000 53,550

20 別府排水機場 38,220 36,400 38,220

21 アクアパーク別府水処

理センター 
365,148 333,600 347,760 350,280

22 牛牧南部コミュニティ

センター 

140,000 117,600 133,100 123,480
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23 巣南中学校 260,820 218,400 229,320

24 老人福祉センター 187,000 160,800 168,840

25 瑞穂市役所巣南庁舎 311,220 296,400 311,220

26 給食センター 541,000 480,000 504,000

27 南小学校 133,560 116,400 122,220

28 中小学校 177,660 146,400 153,720

29 西小学校 73,080 63,600 66,780

30 巣南公民館 68,040 64,800 68,040

31 南保育・教育センター 143,640 136,800 143,640

32 西保育・教育センター 141,120 134,400 141,120

33 中保育・教育センター 124,740 100,800 105,840

34 宮田水源地 234,360 187,200 196,560

35 アクアパークすなみ 226,800 201,600 216,000 211,680

36 呂久クリーンセンター 127,260 121,200 127,260

37 瑞穂市西部複合センター 125,000 118,800 124,740

38 古橋水源地 219,240 175,200 183,960

39 本田コミュニティセンター 249,000 236,400 248,220

40 教育支援センター 189,600 162,000 170,100

41 本田第２保育所 124,362 117,600 118,440 123,480

42 牛牧第２保育所 254,520 236,400 248,220

43 ほづみ幼稚園 167,580 159,600 159,600 167,580

 合計 9,512,730 8,129,400 1,157,900 1,634,660 20,434,690

（８）結果及び意見 

①入札執行一覧表について 

（問題点） 

契約金額を「別紙のとおり」と記載しているが、別紙は税抜価格となっている。 

（結果） 

契約金額は税込のはずであり、混乱を避けるべく、記載を合致させる必要がある。 

 

②入札状況について 

（問題点） 

本契約は、施設ごとに予定価格を設定し、それぞれに入札可能な形態を採用している。指

名業者３業者の入札状況の一覧は、上記表（平成 23 年度）のとおりである。 

財団法人中部電気保安協会岐阜支部は、全ての施設に入札をしている。 

鈴木電気保安管理事務所及び藤吉電気保安管理事務所は、一部の施設のみに入札している

が、両事務所において、入札施設は全く重複していない。 

また、本契約は、予定価格と契約金額が全てにおいて合致している。 

すなわち、全施設において、落札率は 100％である。 
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なお、平成 24 年度においても、上記表（平成 24 年度）のとおり、指名業者は平成 23 年度

と全く同一であり、また、財団法人中部電気保安協会岐阜支部では全ての施設に入札してい

ること、他の２業者は平成 23 年度と全く同一施設を同一金額で入札していることは同じであ

るが、予定価格と契約金額は必ずしも合致しない点で異なる。 

（結果） 

客観的にみて、指名競争入札としては、通常では考えられない状況となっている。落札率

が全施設 100％であることと一部施設の入札者間では、入札施設の重複がなく、いずれもそ

の業者が落札していることである。 

まず、上記結果に至った原因究明は必須である。 

具体的には、平成 23 年度以前及び平成 24 年度の同契約と比較検証すること、入札手続に

不公正な点が存在しなかったかなどを検証することは当然である。そして、その検証過程及

び結果を客観的資料として残すべきである。 

 

３－４ 浄化槽保守管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

浄化槽の清掃と保守点検には密接な関係があるため、緊急

時または異常時に素早く対応できる同一業者が望ましいと

考えられる。そこで、瑞穂市旧穂積町地域の清掃許可を持っ

ている会社の関連会社である同社と随意契約を行うもの。 

瑞穂市旧穂積町内施設の浄化槽の保守管理業務の委託。 

 

３－５ 浄化槽清掃業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

瑞穂市旧穂積町地域の浄化槽の清掃許可を持っている業

者は契約者しかないため、随意契約を行う。 

瑞穂市旧穂積地区各施設の浄化槽清掃業務の委託。 

 

３－６ 浄化槽清掃業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 
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（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

瑞穂市旧巣南町地域の浄化槽の清掃許可を持っている業

者は契約者しかないため、随意契約を行う。 

瑞穂市旧巣南地区各施設の浄化槽清掃業務の委託 

（６）結果及び意見（４、５、６の契約） 

①随意契約の理由について 

（問題点） 

５及び６の契約における随意契約の理由は、旧穂積町と旧巣南町地域の浄化槽の清掃許可

を持っている業者はそれぞれ契約業者１業者のみであるとのことである。４の契約において

は、旧穂積町地域の清掃業許可を前提に関連会社と随意契約を締結している。 

（意見） 

浄化槽法第 35 条第１項において、「浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうと

する区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」とされている。そのため、瑞

穂市では合併前の旧穂積地区と旧巣南地区をそのままの区域とし、それぞれの業者に許可を

出しているため、それ自体は適切な対応である。  

しかし、このような特殊業務の契約の場合、同業他社から見積りを徴取することができな

いため、業者が固定化することによって、金額が高止まりする可能性がある。 

今後は、業者に関する情報をできる限り入手し、金額の適正性を常に検討したうえで契約

していくことが望ましい。 

 

②検査調書について 

管財情報課の保存ファイルでは、検査調書が存在しない。各施設を所轄する課に検査調書

が存在するとのことである。 

（結果） 

各施設を所轄する課に検査調書が存在するとのことであるが、当該契約の担当事務課であ

る管財情報課に保管されていない。 

検査調書は担当事務課で保管することが原則と考えられ、少なくともコピーを保存してお

く必要がある。 

また、検査調書の量が多い場合はそれも効率的ではないため、検査調書に関する市として

の保管方針を定める必要がある。 

 

４ 管財情報課事務担当分（福祉生活課） 

４－１ 瑞穂市生活保護システム更新業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月 12 日至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月 12 日 
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（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号適用 

 現行基本ソフトは、合併時岐阜地域振興局が使用していた

契約業者が開発・製造したソフトを平成 15 年３月に導入し

現在に至っている。導入以来８年が経過し、被保護世帯及び

被保護者が増加しています。こうした状況下で各種機能を備

えた新しいソフト更新も開発されるため、今回ソフトの更新

を行うものである。 

 この更新事業については、セーフティネット支援対策等事

業費国庫補助対象（生活保護適正実施推進事業・業務効率化

事業）を活用し補助率 10 割事業となっています。 

 岐阜県 21 市の生活保護システム状況を調査したところ、

Ａ社、Ｂ社、及び市独自の開発システム等で運用しているた

め２社によるシステムデモを実施し 16 項目による総合評価

をした結果、契約業者となりました。主な評価としては下記

のとおりです。 

≪システム機能≫ 

 要保護者からの相談記録、開始・変更・廃止決定、保護費

計算、調査結果等の記録入力などを評価し、記録入力、過去

履歴データの移行などについて、契約業者が優位を示してい

た。 

≪導入実績≫ 

 契約業者の生活保護システムは現在、岐阜県内において岐

阜県及び 15 市の導入実績があるため極めて信頼性が高く、

サポート面に関しても問題はない。 

 また、47 都道府県中 28 都道府県庁で導入、また、市区町

では 466 市区町で導入し、圧倒的シェアを確立している。 

 契約業者は、30 年近く生活保護システムの開発を行って

おり、生活保護業務に精通しており、生活保護に関する業務

の効率化が可能である。 

≪データ移行≫ 

 現在生活保護システムで管理されているデータの抽出・分

析・移行プログラム開発・検証・移行作業内容確認が確実に

移行できる。 

（６）結果及び意見 

①契約方法伺書と指名（見積）業者選定調書について 

（問題点） 

契約方法伺書の起案は平成 23 年９月８日に行っているが、指名（見積）業者選定調書の決

裁は平成 23 年９月９日である。したがって、契約方法伺書の決裁時においては、業者選定の

決裁が完了していないこととなる。 
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（結果） 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理において、選考委員会で選定し契約方法伺

書にて市長決裁と規定されている。したがって、選考委員会で業者を選定した業者選定調書

を添付して決裁を受けるべきである。しかし、契約方法伺書の起案が９月８日で指名業者選

定調書の決裁が９月９日であることから、当該契約方法伺書の起案時には、業者選定調書は

決裁されていないこととなる。これは契約の手続に問題がある。起案者及び決裁者は、再度

契約の手続の手順について確認をし、適正な手続が行われるようにすべきである。 

 

４－２ 瑞穂市障がい者福祉計画策定業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（４社） 

（３）契約者 名豊コンサルタント株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年７月 26 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 26 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年６月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年７月 13 日午前 11時 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 2,100,000 円 

予定価格  1,417,500 円 

契約金額  1,245,300 円 

落札率   87.9％ 

（８）結果及び意見 

①予定価格の設定について 

（問題点） 

予算等金額は 2,100,000 円であるが、予定価格は 1,417,500 円として決裁された。 

（結果） 

 予定価格は予算等金額の 67.5％で決定されている。したがって、３割を超える減額となっ

ている。しかし、予定価格がどの様に決定されたか一切の議事録がない。それでは、予定価

格の決定方法、予算等金額の見積りがそれぞれ適正であったのか検討することが現状はでき

ない。したがって、予定価格の決定に係る議事の経過について議事録を作成・保存すべきで

ある。 

 

４－３ 介護事業者用システム機器 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年１月 25 日至平成 24 年３月 30 日 

（４）契約日 平成 24 年１月 25 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 これまでも介護事業に係る機器及びソフトの納入やネッ

トワークの設定は同社が今まで行っている。 
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 今回の法改正に伴い、機器調達と併せ既存ソフトのバー

ジョンアップが必要となり、データ移入などが必要であり、

さらに社会福祉協議会のネットワークとの接続を設定する

ことが必要である。 

 こうしたことから、これらの業務を包括的に担ってきた同

社と契約することが必要と判断されるため。 

（６）結果及び意見 

①契約書の不備について 

（問題点） 

契約書第１条において供給する物件を記載する「 」が設けられているが、当該供給する

物件の名称が記載されていない。同様に、第 14条において物品の供給後の補償について規定

されているが、同条第１号における無料点検及び応急小修理の月当たりの回数の記載がなさ

れていない。また、同条第２号については全く記載がされていない。 

（結果） 

 契約書は、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。記載

内容については契約業者、瑞穂市双方が十分検討すべきである。当該契約に係る契約書にお

いて契約の根幹である供給物件が記載されておらず、物品の供給後の保証期間について記載

がされていないことは契約書として不備である。 

契約業者との問題が発生しないためにも、契約書の記載事項については十分検討し、その

上で署名押印すべきである。 

 

４－４ 瑞穂市老人福祉計画策定業務委託  

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第７号適用 

 老人福祉法第 20 条の８に規定する市老人福祉計画を今年

度策定するに当たり、もとす広域連合で現在策定中の介護保

険法第 117 条に規定する介護保険事業計画と一体のものと

して作成されなければならない。（老人福祉法第 20 条の８第

６項） 

 そのため、もとす広域連合が現在策定委託（アンケート調

査を実施されたが、その中に共通の項目がある。）している

契約業者に委託するのが経費の節減及び時間の短縮となる

ため。 
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（６）結果及び意見 

①予定価格の設定について 

（問題点） 

予定価格が予算等金額の半額程度で決裁された。 

（結果） 

 予定価格は予算等金額の５割を超える減額となっている。しかし、予定価格がどの様に決

定されたか一切の議事録がない。それでは、予定価格の決定方法、予算等金額の見積りがそ

れぞれ適正であったのか検討することが現状はできない。したがって、予定価格の決定に係

る議事の経過について議事録を作成・保存すべきである。 

 

４－５ 福祉事務所相談室等改装工事（繰越明許） 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社ヤマヰ建築工業 

（４）契約期間 自平成 23年３月 25 日至平成 23 年５月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年３月 25 日 

（６）入札の状況 通知日      平成 23 年２月 24日 

入（開）札日   平成 23 年３月８日午前 10時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  2,040,000 円 

予定価格 1,701,000 円 

契約金額 1,627,500 円 

落札率  95.7％ 

（８）結果及び意見 

①契約方法伺書の決裁について 

（問題点） 

福祉事務所相談室等改装工事契約の当初設計費は 2,040 千円であり、2,000 千円を超えて

いる。したがって、予定価格が決定される以前の契約方法伺書の決裁については、市長の決

裁が必要であるが、副市長までの決裁となっており、市長については専決とされた。 

（結果） 

 瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理の要領において予定価格が 2,000 千円以上

の契約について市長決裁と規定されている。当該契約の予定価格は、1,701 千円であること

から副市長決裁で問題ないように思われるが、当該契約方法伺書は予定価格が決定される前

に決裁を受けることとなることから、設計費に基づき決裁者を判断することが合理的である

と考えられる。 

 要領において当該事例の場合の取扱いが明確にされていないため、統一された事務処理が

行われていないことから、要領を見直すとともに、職員研修等を実施し市として統一された

事務処理を実施すべきである。 
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４－６ 瑞穂市ふれあいホームみずほ駐車場事業認定申請図書等作成業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社東海プランニング 

（４）契約期間 自平成 24年１月 24 日至平成 24 年３月 30 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 24 日 

（６）入札の状況 通知日      平成 24 年１月４日 

入（開）札日   平成 24 年１月 23日午前９時 20 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 2,450,000 円 

予定価格  1,942,500 円 

契約金額  1,942,500 円 

落札率   100.0％ 

（８）結果及び意見 

①入札執行一覧表の決裁について（４、５、６の契約） 

（問題点） 

 入札執行一覧表の決裁について、当該契約に係る予定価格は 2,000 千円未満であることか

ら決裁については副市長決裁となるが、入札執行一覧表において市長の決裁がされていた。 

（結果） 

 市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らか

にし、事務能率の向上を図るため、瑞穂市事務決裁規程が設けられている。当該規程により、

予定価格が 500 千円以上 2,000 千円未満の契約については、競争入札結果報告書及び見積結

果報告書は副市長の専決事項と規定されている。当該規程の趣旨である事務能率の向上とい

う観点からするとその必要性はない。 

 瑞穂市として、統一された事務処理が行われるように徹底すべきである。 

 

５ 管財情報課事務担当分（都市開発課）  

５－１ 野白新田都市下水路第５期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社松野組 

（４）契約期間 （当初）  自平成 24年２月 21日至平成 24年６月 25 日 

（変更後） 自平成 24年２月 21日至平成 25年３月 20 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 21 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月 25 日 

入札参加申請  平成 24 年１月 25 日午前９時から 

        平成 24 年２月２日午後１時まで 

応札期間    平成 24 年２月９日午前９時から 

平成 24 年２月 10 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年２月 13 日午前 10時 40 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  90,710,550 円 

予定価格 80,325,000 円 

契約金額 79,800,000 円 

落札率  99.3％ 

野白新田地内における下水路整備工事の５期目工事である。  

平成 19 年度、市は、都市再生特別措置法第 46 条第１項に基づき、都市再生整備計画を作

成し、国より、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金

（旧まちづくり交付金）の交付を受けて、同計画を実施している。本工事は、かかる計画の 

提案事業である地域創造支援事業の一事業である。治水対策の推進という方針のもとで実施

されている工事である。 

平成 19 年度から工事が開始されているが、１期目、２期目は指名競争入札で契約者、３期

目は一般競争入札で高田建設株式会社、４期目は一般競争入札で契約者が契約者となってい

る。 

   

５－２ 五六ふれあい橋整備付帯工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（10 社） 

（３）契約者 株式会社松野組 

（４）契約期間 自平成 23年８月 11 日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年８月 11 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年７月 14 日 

入札参加申請  平成 23 年７月 14 日から 

平成 23 年７月 21 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年７月 28 日午前９時から 

平成 23 年７月 29 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年８月１日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  67,155,900 円 

予定価格 59,850,000 円 

契約金額 58,275,000 円 

落札率  97.4％ 

牛牧・野白新田地区内を流れる五六川の五六ふれあい橋建設に伴う整備付帯工事である。

具体的には、橋梁下部工・上部工である。五六ふれあい橋自体は、牛牧小学校児童の通学路

としての利用が考えられている橋であり車の通行はできないようになっている。 

 

５－３ 市道８－２－110 号線道路改良第１期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（11 社）、のちに随意契約 

（３）契約者 株式会社松野組 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 15 日至平成 24年３月 27 日 
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（５）契約日 平成 23年 11 月 15 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日から 

平成 23年 10 月 26 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

平成 23年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  58,670,850 円 

予定価格 50,505,000 円 

契約金額 49,875,000 円（当初） 

     52,466,400 円（変更後） 

落札率  98.8％（随意契約落札） 

宝江字村前・村東地内の市道改良工事。総合評価落札方式を採用した工事である。２期工

事は未発注である。 

（８）結果及び意見 

①総合評価落札方式の採用について 

（問題点） 

本契約は、総合評価落札方式を採用している。 

ここに、総合評価落札方式とは、価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格と価格以

外の要素を総合的に評価する落札方式である。 

本契約における入札公告によれば、基準点は 100 点、加算点 20 点（施工能力に関する事項、

企業能力に関する事項、配置予定技術者の能力に関する事項、地域要件に関する事項）との

ことである。 

（結果） 

総合評価落札方式については、国土交通省が総合評価落札方式活用ガイドを作成し、活用

が望まれる工事を記載しているが、どのような工事であっても活用が望ましいとまでは言え

ない。 

地方自治体が同方式を採用するに際しては、総合評価共同審査会が開催されたり、別途手

続資料（例 総合評価落札方式に関する技術資料）が要求されるなど通常の入札とは別途の

手続きが必要となり、手続的には煩雑とも評価できるからである。 

この点、本件契約は、市道の改良工事であって、内容的には決して特殊な契約ではない。 

総合評価方式の活用が望まれる工事であったといえるか疑問である。 

結果的には手続が煩雑になり、市にとっては負担が増加しただけという可能性もある。 

本契約における総合評価落札方式の採用自体を再検証し、今後は、市において、真に同方

式を活用すべき工事の選択を考える体制を整備すべきである。 

 

②入札執行一覧表について 

（問題点） 

２回目でも落札者が現れず、随意契約として契約者が落札している。 
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しかしながら、入札執行一覧表によれば、３回目も入札したと思われる記載となっている。 

（結果） 

入札公告では、２回の入札までである。 

３回目の入札が存在したと誤解させるような記載はすべきでない。 

 

５－４ 瑞穂市環状道路第２期改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（12 社） 

（３）契約者 株式会社丸平工業 瑞穂営業所 

（４）契約期間 （当初）自平成 24 年３月 28 日至平成 24 年６月 29 日 

（変更）自平成 24 年３月 28 日至平成 24 年 11 月 30 日 

（５）契約日 平成 24 年３月 28 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 24 年３月６日 

入札参加申請  平成 24 年３月６日午前８時から 

        平成 24 年３月 13 日午後１時まで 

応札期間    平成 24 年３月 16 日午前８時から 

平成 24 年３月 19 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年３月 21 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  29,784,300 円 

予定価格 26,460,000 円 

契約金額 26,250,000 円 

落札率  99.2％ 

古橋字外浦、神田地内における環状道路歩道設置工事。交通量の多い道路において、道路

幅が狭く歩道がなかったために、両側に歩道を設ける工事の２期目である。 

なお第１期工事は、同じく一般競争入札で株式会社松野組が契約者であった。平成 23 年 

２月 10 日入札日、履行期間は、平成 23年２月 22 日から同年６月 30日までであった。 

第１期工事及び本工事の入札参加者及び入札金額は次表１、２のとおりである。 

 

＜表１ 第１期工事＞             （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）松野組 44,000,000 落札 

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 47,000,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 45,800,000  

井納建設（株） 49,700,000  

内藤建設（株） 48,600,000  

寺嶋建設（株） 50,000.000  
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＜表２ 第２期工事＞             （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）松野組 25,300,000  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 25,000,000 落札 

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 25,500,000  

（株）森ブロック 26,000,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 辞退  

（株）堀組 瑞穂営業所 26,500,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 26,000,000  

（有）丸島工務店 26,200,000  

上村建設（株）瑞穂営業所 26,900,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 26,800.000  

（有）伸栄産業 26,500,000  

（株）丸高建設 25,700,000  

 

５－５ 瑞穂市道 ４－３－250 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（13 社） 

（３）契約者 丸文産業株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年６月３日至平成 24 年２月 27 日 

（５）契約日 平成 23 年６月３日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年５月 16 日 

入札参加申請  平成 23 年５月 16 日から 

平成 23 年５月 23 日午後１時まで 

応札期間    平成 23 年５月 26 日午前９時から 

平成 23 年５月 27 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年５月 30 日午後 10時 30 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  23,354,100 円 

予定価格 20,475,000 円 

契約金額 20,475,000 円（当初） 

    20,764,800 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

穂積地内における道路工事。平成 24 年度に開催される岐阜清流国体にあわせ、道路を改修

するとともに、かねてより、市民から要望があった道路の拡張工事をするものである。入札

参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

 

 



55 
 

＜表＞                    （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 21,000,000  

丸謹建設（株） 19,800,000  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 20,000,000  

（株）森ブロック 20,700,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 19,500,000 落札 

（株）堀組 瑞穂営業所 21,300,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 20,500,000  

上村建設（株）瑞穂営業所 22,000,000  

高田建設（株）瑞穂営業所 21,500,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 21,000.000  

（有）伸栄産業 21,400,000  

（株）丸高建設 20,800,000  

（有）照喜 21,500,000  

 

５－６ （仮称）犀川遊水地公園整備第５期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（10 社） 

（３）契約者 高田建設株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 24年２月 16 日至平成 24 年３月 30 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 16 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

入札公告日  平成 24年１月 25日 

入札参加申請 平成 24年１月 25日午前 9 時から 

       平成 24 年２月２日午後１時まで 

応札期間   平成 24年２月９日午前９時から  

       平成 24 年２月 10日午後３時まで 

開札日    平成 24年２月 13日午前 11 時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  21,652,050 円 

予定価格 19,215,000 円 

契約金額 19,110,000 円（当初） 

     16,299,150 円（変更後） 

落札率  99.5％ 

犀川遊水地における高水敷を利用した親水公園として整備する工事の５期目。 

市が作成した都市再生整備計画の基幹事業の一事業である。河川とのふれあい、環境の整

備という方針のもと実施された工事である。 

１期目より５期目の工事名、工事概要、設計費、契約金額、契約種別、契約業者の一覧は

次表のとおり。１期目は、指名競争入札で契約者松野組（設計費 44,014,950 円 契約金額
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38,167,500 円）、２期目は、一般競争入札で株式会社丸高建設（設計費 43,884,750 円 契約

金額 37,800,000 円）、３期目は、一般競争入札で株式会社松野組（設計費 42,942,900 円 契

約金額 36,225,000 円）、４期目は、指名競争入札で株式会社森ブロック（設計費 18,995,550

円 契約金額 16,117,500 円）であった。 

 

＜表＞ 

年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

工事名 （仮称）犀川遊

水地公園整備 

第１期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備  

第２期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第３期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第４期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第５期工事 

工事概要 ・堤防除草工 

A=46,200㎡ 

・伐木除根工 

A=2,200㎡ 

・法面工    

A=1,340㎡ 

・小川工 

水辺散歩道 一

式 

・自然石マット

ブロック工 

A=1,146㎡ 

・仮設工 

汚濁防止フェン

ス 

L=200m 

・土工 一式 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=3,260㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=3,120㎡ 

・防草シート工

A=3,831㎡ 

・附帯工 除草

工 

A=3,600㎡ 

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

 路盤工

A=2,726㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=1,522㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=1,462㎡ 

・防草シート工

A=1,763㎡ 

・給水管敷設工

一式 

・高水堤防ブ 

ロック工 一式

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

舗装工

A=2,780㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=1,180㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=620㎡ 

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

 舗装工

A=2,760㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=300㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=590㎡ 

・施設工 

ベンチ、スツー

ル他 一式 

・植栽工 一式

・附帯工 一式

設計費 44,014,950円 43,884,750円 42,942,900円 18,995,550円 21,652,050円

契約金額 38,167,500円 37,800,000円 36,225,000円 16,117,500円 19,110,000円

契約種別 指名 一般 一般 指名 一般 

契約者 （株）松野組 （株）丸高建設 （株）松野組 （株）森ブロック 
高田建設（株）

瑞穂営業所 

 

５－７ 野白新田道路改良第２期工事   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（９社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 
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（４）契約期間 (当初)  自平成 23 年 11 月 14 日至平成 24 年３月 23 日 

(変更後) 自平成 23 年 11 月 14 日至平成 24 年３月 30 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 14 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年 10 月 18 日 

入札参加申請 平成 23年 10 月 18 日午前９時から 

平成 23年 10 月 26 日午前 11 時まで 

応札期間   平成 23年 11 月２日午前９時から 

平成 23年 11 月４日午後３時まで  

開札日    平成 23年 11 月 7日午前 9 時 45分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  15,772,050 円 

予定価格 13,860,000 円 

契約金額 13,860,000 円（当初） 

          13,925,100 円（変更後） 

落札率  100.0％（１回目での落札） 

野白新田地内道路改良工事の第２期工事。 

入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                    （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

丸謹建設（株） 13,200,000 落札 

（株）中日本ランドケープ 13,600,000  

（株）森ブロック 13,300,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 13,500,000  

（株）広江組 13,380,000  

（有）丸島工務店 13,500,000  

（有）伸栄産業 13,400,000  

（株）丸高建設 13,450,000  

（有）照喜 13,550,000  

（８）結果及び意見 

①紙入札参加承諾願について 

（問題点） 

本入札は電子入札であったが、契約者１社のみが紙入札での参加であった。 

この点、契約者は、平成 23 年 10 月 21 日付け紙入札参加承諾願において、代表者変更手続

き中のため、紙入札で参加すると記載している。 

また、当該紙入札参加承諾願においては、「都管工第 70 号 市内道路修繕第２期工事」と

本件工事とは違うものが綴られていた。 

（結果１） 

入札公告によれば電子入札の際、紙入札をすることができるのは、電子入札システムによ
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りがたい理由があるときに市長の承諾を得た場合のみである。 

本件においては代表者変更手続中という理由であるが、電子入札システム上、変更が間に

合わず、かかる理由は正当であると思われる。 

しかし、この記載のみでは、電子入札システムによりがたい理由の有無を判断することは

容易ではない。市長において判断可能な分かりやすい理由を記載させるべきである。具体的

には代表者変更手続をいつ行い、いつ終わる見込みであるかなどの記載が考えられる。 

（結果２） 

紙入札方式参加承諾願には同時期に提出された都管工第 70 号契約におけるものと間違え

て綴られていたものである。 

決裁の際には綴られていたはずであるが、そうであるとすれば決裁において誰一人誤りを

発見できなかったこととなる。これでは、決裁の意味をなしていない。 

かような誤りが起きないように決裁システムを実質的に機能させるべきである。 

   

５－８ 別府市道３－１－２号線歩道整備工事   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（８社） 

（３）契約者 有限会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 21 日至平成 24年３月 27 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 21 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年 11 月 29 日 

入札参加申請 平成 23年 11 月 29 日午前 9 時から 

平成 23年 12 月６日午前 11 時まで 

応札期間   平成 23年 12 月 13 日午前９時から 

平成 23年 12 月 14 日午後３時まで 

開札日    平成 23年 12 月 15 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,949,900 円 

予定価格 13,440,000 円 

契約金額 13,020,000 円（当初） 

     11,709,600 円（変更後） 

落札率  96.9％ 

別府地内における市道の歩道整備工事。 

市が作成した都市再生整備計画の基幹事業の一事業である。防災環境づくりの推進という

方針のもと実施された工事である。 

（８）結果及び意見 

①入札参加資格要件の訂正について 

（問題点） 

平成 23 年 12 月５日、別府市道３－１－２号線歩道整備工事における入札参加資格要件の

訂正がなされている。配置技術者に関する条件について、訂正前は「本工事に従事する主任

技術者又は監理技術者は、次の基準を満たし、かつ、本工事に専任で配置できる者であるこ
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と。１級あるいは２級土木施工管理技士又は技術士の資格を有すること」とされていたのが、

訂正後は、「本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準を満たす者を配置する

こと。１級あるいは２級土木施工管理技士又は技術士の資格を有するものであること。」と要

件を緩和するものである。 

（結果） 

業者は入札参加資格要件を検討して入札をするか否か決定するものであるから入札参加資

格要件の訂正はない方が望ましいことは言うまでもない。 

しかるに本件では、配置技術者に関する要件が訂正され、当初のものより緩和されている。 

そもそも、このようなことになった原因を究明し、同じことにならないよう再検証する必

要がある。   

また、訂正時期についても、12 月５日は入札参加申請〆切の前日であり、かような直前期

の要件の訂正は避けるべきことは当然である。配置技術者の要件が緩和されれば参加を希望

する業者があるかもしれないのである。今後の課題とされたい。 

 

５－９ 穂積市道４－３－298 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（９社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 

（４）契約期間 自平成 24年１月 30 日至平成 24 年３月 27 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 30 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月５日 

入札参加申請  平成 24 年１月５日午前９時から 

        平成 24 年１月 13 日午前 11時まで 

応札期間    平成 24 年１月 19 日午前９時から 

        平成 24 年１月 20 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年１月 23 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,860,650 円 

予定価格 13,282,500 円 

契約金額 13,230,000 円（当初） 

     12,023,000 円（変更後） 

落札率  99.6％ 

穂積字高野地内道路の改良工事。施工延長 135 メートル。 

 

５－10 穂積東原道路拡幅工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 有限会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年９月 30 日至平成 24 年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23 年９月 30 日 



60 
 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年９月 12 日 

入（開）札日  平成 23 年９月 28 日午前 11時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,731,500 円 

予定価格 13,051,500 円 

契約金額 12,915,000 円（当初） 

     10,081,050 円（変更後） 

落札率  99.0％ 

穂積東原地内道路の拡幅工事。市街化区域であり、改良前は未舗装道であった。地元から

の要望により施工された工事であるとのことである。 

 

５－11 市道７-２-84 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 （当初）  自平成 24 年２月 20 日至平成 24 年３月 29 日 

（変更後）自平成 24 年２月 20 日至平成 24 年６月 29 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 20 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月 25 日 

入札参加申請  平成 24 年１月 25 日午前９時から 

        平成 24 年２月２日午後 10 時まで 

応札期間    平成 24 年２月９日午前９時から 

        平成 24 年２月 10 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年２月 13 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,505,750 円 

予定価格 12,915,000 円 

契約金額 12,915,000 円（当初） 

      9,725,100 円（変更後） 

落札率  100.0％（２回目） 

牛牧字五反田地内における市道改良工事。 

 

５－12 本田西之島公園トイレ設置工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 24年１月 30 日至平成 24 年３月 29 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 30 日 
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（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月５日 

入札参加申請  平成 24 年１月５日午前９時から 

        平成 24 年１月 13 日午前 11時まで 

応札期間    平成 24 年１月 19 日午前９時から 

        平成 24 年１月 20 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年１月 23 日午前９時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費   12,795,300 円 

予定価格 11,497,500 円 

契約金額  7,140,000 円（当初） 

      8,400,000 円（変更後） 

落札率  62.1％ 

本田地内にある本田西之島公園にトイレを設置する工事。市が作成した都市再生整備計画

の基幹事業の一事業である。河川とのふれあい、環境の改善という方針のもと実施された工

事である。 

（８）結果及び意見  

①入札執行一覧表の訂正について 

（問題点） 

入札執行一覧表の記載備考欄に「落札候補者」との記載があるが、後に、「候補者」とある

部分が二重線で消されている。 

（結果） 

市によれば、落札候補者と書いた上で落札者として確定した段階で候補者を消すというこ

とのようである。訂正という認識がないようであるが、訂正は誤り（事実とは異なること）

を正しく直すものであるという言葉の意味からすると、訂正に該当すると考える。そのよう

な判断であるとすれば、更に訂正者の訂正印を押印する必要が考えられる（瑞穂市文書規程

第 19 条第１項第５号）。一度判断を整理すべきである。 

なお，入札執行一覧表には落札者の備考欄には「落札」の旨を記載するとあり、落札候補

者という文言はそもそも入れないという扱いを検討すべきである。 

 

５－13 古橋市道 13－４号線外２路線道路舗装工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（８社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年８月１日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年８月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年７月 13日 

入（開）札日 平成 23年７月 28日午前 10 時 50 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  12,424,650 円 

予定価格 10,500,000 円 

契約金額 10,500,000 円（当初） 

     11,142,600 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

古橋地内市道３路線の舗装工事。入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                           （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額 第２回入札金額  

丸謹建設（株） 10,100,000 10,000,000 落札

（株）森ブロック 10,300,000 10,050,000  

（株）広江組 10,500,000 10,060,000  

（有）丸島工務店 10,470,000 10,040,000  

（有）馬渕興業 10,400,000 10,030,000  

（有）伸栄産業 10,450,000 入札書不着  

（株）丸高建設 10,350,000 10,020,000  

（有）照喜 10,530,000 10,050,000  

 

５－14 新堀川放水路橋梁整備第２期改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札 

（３）契約者 丸謹建設株式会社（６社） 

（４）契約期間 自平成 23年４月 19 日至平成 23 年７月 29 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 19 日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年４月１日 

入（開）札日 平成 23年４月 13日午前 10 時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  12,402,600 円 

予定価格 11,025,000 円 

契約金額 11,025,000 円（当初） 

     11,881,800 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

祖父江地内における新堀川放水路橋梁整備工事の２期目工事。 

市が作成した都市再生整備計画の関連事業である。治水対策の推進という方針のもと実施

された工事である。第１期工事は、一般競争入札により（８社参加）、株式会社松野組が落札

し、平成 22 年 12 月 27 日から平成 23 年３月 30日までの工期で行われた。第１期工事及び本

工事の入札参加者及び入札金額は表１、２のとおりである。 
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＜表１ 第１期工事＞                     （単位：円） 

入札参加者 第１回目入札金額 第２回目入札金額  

（株）松野組  34,100,000 33,700,000 落札

（株）丸平工業 瑞穂営業所  39,000,000 34,000,000  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所  39,000,000 33,950,000  

（株）堀組 瑞穂営業所  辞退  

（株）國井組 瑞穂営業所  38,200,000 33,850,000  

杉山建設（株） 瑞穂営業所  35,500,000 33,800,000  

上村建設（株） 瑞穂営業所  38,000,000 34,000,000  

高田建設（株） 瑞穂営業所  36,300,000 33,900,000  

 

＜表２ 第２期工事＞                  （単位：円） 

入札参加者 第１回目入札金額  

丸謹建設（株） 10,500,000 落札

（株）森ブロック 10,800,000  

（株）広江組 10,720,000  

（有）伸栄産業 35,900,000  

（株）丸高建設 38,760,000  

（有）照喜 36,650,000  

（８）共通結果及び意見 

①落札率が 100％である契約の存在について（５、７、13及び 14 の契約） 

（問題点 ５の契約）                                     

13 業者によって実施された入札においては、落札率は第１回目で 100％である。 

（問題点 ７の契約）                                     

９業者によって実施された入札においては、落札率は第１回目で 100％である。 

（問題点 13 の契約） 

８業者によって実施された入札においては、落札率は第２回目で 100％である。 

（問題点 14 の契約） 

６業者によって実施された入札においては、落札率は第１回目で 100％である。 

（意見） 

都市開発課における工事の予定価格と設計費は同一ではなく、その割合も必ずしも同じで

はない。 

請負工事においては、仕様書が存在し、工事積算基準が存在するという事情があるが、本

監査において、無作為で抽出した工事でも、上述のとおり、落札率 100％の工事が複数存在

する。 

予定価格の漏れといった不正な事態が存在していなかったか、かかる結果となった原因に

ついては検討していくことが望ましい。              
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②契約の変更について 

（問題点） 

都市開発課の工事には、変更契約が多くあるが、瑞穂市契約規則には、契約の変更規定が

ない。 

（結果） 

契約規則においては、契約の変更に関する一般的規定が存在しない。契約規則第 26条に契

約書作成事項が列挙されているがそこにも記載がない。 

契約規則取扱要領第 26条関係の１において契約書の様式が定められ、その中に変更の規定

が存在することと，同じく第 26 条関係２において、「契約の変更は、様式第 11 号により変更

の仕様書を受け取った日から５日以内に締結しなければならない。」との定めがあるのみであ

る。 

契約の条件は入札の前提となるものであることから、契約の変更は極力避けるべき事項で

ある。特に市にとって不利益となるものであれば尚更である。 

また、契約の変更に関する一般規定が存在しないことによる弊害も見受けられる。例えば、

契約金額の変更手続が都市開発課で処理され、管財情報課の関与はない。それゆえ、管財情

報課のファイルには当初契約書は綴じられていても、変更契約書は綴られておらず、管財情

報課には変更の情報が入ってこないものである。かかる処理が都市開発課で処理できる根拠

は不明である。変更処理権者は契約締結を処理する課の関与が必要なはずであり、かような

事態は許されるとは思われない。 

かような弊害が生じないようにする必要があることから、そもそも契約規則において、契

約の変更主体など、契約変更に関する条項の制定を検討すべきである。 

 

６ 管財情報課事務担当分（都市管理課） 

６－１ 犀川堤防除草工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 自平成 23年６月 24 日至平成 23年 10 月 21 日 

（５）契約日  平成 23 年６月 24 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,749,250 円 

予定価格 8,400,000 円 

契約金額 8,400,000 円（当初） 

     8,517,600 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：県河川工事用地取得に伴い、施工面積が増となった為。 
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６－２ 五六川堤防除草工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社丸高建設 

（４）契約期間 自平成 23年６月 23 日至平成 23年 10 月 21 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 23 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22 日午前 11時 55 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費   9,710,400 円 

予定価格 8,400,000 円 

契約金額 8,400,000 円（当初） 

     8,340,150 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：五六川左岸川裏(本田団地スパン)において、地元にて除草することにな

り、本工事の除草面積が減となった為。 

 

６－３ 通学路整備工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社協和安全 

（４）契約期間 自平成 24年２月８日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年２月８日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月 24 日 

入（開）札日   平成 24 年２月３日午前 10 時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,942,450 円 

予定価格 8,925,000 円 

契約金額 8,925,000 円（当初） 

     9,044,700 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：通学路の路線変更に伴い転落防止柵の不施工及びカラー舗装の施工面積

増と交差点改良に伴う公安委員会との協議に時間を要したことによる為。 

 

６－４ 七崎揚水機場ポンプ・電気設備整備補修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 朝日設備工業株式会社 

（４）契約期間 （当初）  自平成 23年 11 月 22 日至平成 24 年３月９日 

（変更後）自平成 23年 11 月 22 日至平成 24 年３月 23 日 
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（５）契約日 平成 23年 11 月 22 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月 15 日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 17 日午前 9時 15 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費   9,878,400 円 

予定価格  8,662,500 円 

契約金額  8,557,500 円（当初） 

     10,259,550 円（変更後） 

落札率  98.8％ 

工事請負変更事由：既設設備を撤去した際に、仕切弁等に腐食が多く見受けられたことによ

る、設備更新及び、新設ベースプレート(縞鋼板)と揚水管の接合に際し

井戸プレートを要したことによる為。 

 

６－５ 市内道路修繕第３期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 有限会社伸栄産業 

（４）契約期間 自平成 24年２月９日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 24 年２月９日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月 30 日 

入（開）札日   平成 24 年２月６日午前 9 時 00 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,826,950 円 

予定価格 8,820,000 円 

契約金額 8,820,000 円（当初） 

     9,265,200 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：工事着手に際し現地にて立会いを行い、各施工箇所において補修面積の

見直し及び、早急に補修が必要な箇所を本工事にて追加施工対応したこ

とによる為。 

 

６－６ 牛牧道路修繕工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 自平成 24年２月６日至平成 24 年３月９日 

（５）契約日 平成 24 年２月６日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月 24 日 

入（開）札日  平成 24 年２月３日午前 9 時 00 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,946,000 円 

予定価格 8,032,500 円 

契約金額 7,980,000 円（当初） 

     8,240,400 円（変更後） 

落札率  99.3％ 

工事請負変更事由：工事着手に際し、本工事取付箇所において、路面の補修を要する箇所を

追加舗装補修したことによる為。 

 

６－７ スライドゲート設置工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 有限会社照喜 

（４）契約期間 自平成 24年２月６日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 24 年２月６日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月 24 日 

入（開）札日  平成 24 年２月３日午前 9 時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,820,000 円 

予定価格 8,116,500 円 

契約金額  7,875,000 円 

落札率  97.0％ 

    

６－８ 市内道路修繕第２期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 有限会社伸栄産業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 11 日至平成 24年１月 31 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 11 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 10 月 18 日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 7 日午前 9 時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,769,600 円 

予定価格 7,719,000 円 

契約金額  7,612,500 円（当初） 

     8,800,050 円（変更後） 

落札率  98.6％ 

工事請負変更事由：工事着手に際し、各施工箇所について補修面積の見直しを行ったことや、

緊急に補修を要する４箇所について、本工事にて追加補修対応したことに

よる為。 
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（８）結果及び意見 

①指名競争入札について（１から８の契約） 

（問題点） 

瑞穂市では指名競争入札に参加する業者（以下「指名業者」という。）は、瑞穂市建設工事

等請負業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）の会議（以下「会議」という。）にて、

出席委員の半数以上の合意に基づき委員長により決定される。判断材料は所管担当課長が契

約案件の内容について説明をし、討議の中で工事種別・工事施工能力・経営状況などのチェ

ックもしながら 終的に委員長が決定することになっている。委員長が 終決定するという

ことは、通常はそこに主観的な判断が入ることは免れえない。経営審査評価点・地域要件等

といった客観的な要件を考慮しているが明確な決定基準はないとも言える。 

（意見） 

現在の指名業者の選定方法は、指名委員会の恣意性によって判断される余地があるといわ

ざるを得ない。客観的に第三者から見た場合、指名業者選定結果に対して公平性を持たせる

ためには現在の瑞穂市の組織体制では難しいと思われる。指名選考委員会そのものに対して

ガバナンスを働かせる組織が存在しないからである。 

今後は、選考委員会そのものの活動を統制するため、選考委員会を監視する第三者委員会

を立ち上げるなど検討することが望まれる。 

 

７ 管財情報課事務担当分（環境課） 

７－１ 美来の森ごみ処理施設解体撤去工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（２社） 

（３）契約者 株式会社安部日鋼工業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月９日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月９日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 13 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 13 日から 

        平成 23 年 10 月 20 日午前 11時まで 

応札期間    平成 23 年 10 月 28 日午前９時から 

平成 23年 10 月 31 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月１日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  78,037,575 円 

予定価格 60,900,000 円 

契約金額 59,850,000 円 

落札率  98.3％ 

（８）結果及び意見 

①一般競争入札について 

（問題点） 

この解体撤去工事に対する一般競争入札参加資格及び要件は、全部で７項目ある。これら



69 
 

すべての要件を満たし入札に参加した業者は、結局４社であった。 

（意見） 

４社しか入札要件に該当しなかった理由は、「とび・土工・コンクリート工事で経営事項審

査の総合評点が 800 点以上で岐阜、西濃圏域に本店を有する者。」また「平成 13 年度以降に

完成した国（公社、公団を含む）または地方公共団体が発注の１件が 15,000 千円以上の清掃

施設の解体工事を元請として施工した実績を有するものであること。」が大きな制約となって

いる。一般競争入札を行う本来的意義は公正かつ自由な競争の促進である。大規模工事の為、

入札要件に制約を加えて制限を設けることは必要である。担当者へのヒアリングから、地元

経済の活性化の意図も踏まえ対象業者を岐阜、西濃圏域に限定することも必要であることは

理解できる。しかし、結果的ではあるが入札を実施する前にすでに対象業者が制限されてし

まっては、一般競争入札を行う上での手続き上の要件は正確に踏んでいるとはいえ、公平か

つ自由な競争を阻害しかねない。 

当該契約であれば、例えば地域要件を岐阜、西濃圏域に限定せず岐阜県内とするなど、で

きる限り一般競争入札の本来の目的が達成されるような条件設定をしていくことが望まれる。 

 

７－２ 重機借上げ（廃棄物の搬出に伴う積込及び 終処分場整備） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 1日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午前９時 00 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  5,139,000 円 

予定価格 4,840,500 円 

契約金額 4,840,500 円 

落札率  100.0％ 

（８）結果及び意見 

①契約方法について 

（問題点） 

美来の森廃棄物の搬出に伴う積込及び 終処分場整備に必要な重機車両を指名競争入札に

より別途契約している。透明性・公平性が維持される一般競争入札ではなく指名競争入札に

なっている理由は、契約金額が一般競争入札を実施する金額に至らないためである。結局指

名された業者は５社であり落札率は 100％という結果になっている。瑞穂市は、岐阜、西濃

圏域の経済活性化に役立つためにできるだけ多くの業者に入札に参加してもらうという方針

がある。重機の借上げという業務が特殊な委託業務であるなら仕方がないが、建設業を営ん

でいれば入札に参加資格を有する業者はさらに多くなるはずである。 

（結果） 

環境課が管轄している契約は、環境省の政策に左右されその大半が随意契約となっている。
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本契約の様に政策の影響を受けないものについては、広く公平に参加者を求められる一般競

争入札への変更を考えるべきである。 

 

８ 管財情報課事務担当分（上水道課） 

８－１ 野白新田配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（４社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年 10 月 26 日至平成 24年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23年 10 月 26 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年９月 30 日 

入札参加申請  平成 23 年９月 30 日午前９時から 

  平成 23 年 10 月７日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 10 月 14 日午前９時から 

        平成 23 年 10 月 17 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 10 月 18 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  17,918,250 円 

予定価格 15,855,000 円 

契約金額 15,529,500 円 

落札率  97.9％ 

 

８－２ 横屋配水管改良工事（その２） 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 29 日至平成 24年３月 16 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 29 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 31 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 31 日午前９時から 

  平成 23 年 11 月９日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月 15 日午前９時から 

        平成 23 年 11 月 16 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月 17 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  11,682,300 円 

予定価格 10,290,000 円 

契約金額  9,922,500 円 

落札率  96.4％ 
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８－３ 下犀川橋取付道路配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 有限会社廣江ポンプ店 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 14 日至平成 24年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 14 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日午前９時から 

  平成 23 年 10 月 26 日午前 11時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

        平成 23 年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 35 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  11,450,250 円 

予定価格 10,185,000 円 

契約金額 10,080,000 円 

落札率  99.0％ 

 

８－４ 本田配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 16 日至平成 24年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 16 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日午前９時から 

        平成 23 年 10 月 26 日午前 11時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

        平成 23 年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 25 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  10,252,200 円 

予定価格  9,030,000 円 

契約金額  8,914,500 円 

落札率  98.7％ 

（８）結果及び意見 

①一般競争入札の参加資格及び条件（１から４の契約） 

（問題点） 

これまで水道施設工事については、一般競争入札の方法により締結された契約は存在しな

かった。しかし、平成 23 年 10 月１日より、設計費が 10,000 千円以上となる契約については

一般競争入札の方法に付することとされ、その参加資格及び条件が新設された。（平成 23 年
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度では１から４の契約が該当し、一般競争入札に付された。） 

参加資格及び条件には、経営事項審査に基づく評価点（以下「経審の点数」とする。）によ

る基準と瑞穂市、神戸町、本巣市、北方町及び岐阜市に本店を有する業者に限るという地域

要件が設定されている。特に、本巣市、北方町及び岐阜市に本店を有する業者については、

経審の点数による基準に 799 点までという上限が設定されている。 

（意見） 

このような参加資格及び条件を設定した理由について質問したところ、「参加可能業者の拡

大を図り、競争性を確保するためであり、市外圏域業者の経審の点数に上限を設定したのは

市内業者規模クラス範囲とするためである」という回答があった。 

公平性、透明性が確保される一般競争入札にもかかわらず、参加業者の数が少なく特定の

業者に固定化されれば、参加業者を簡単に推測することができるようになり、談合が行われ

る可能性が高くなるなど、本来の目的が維持できない可能性がある。 

平成 24 年６月５日より、一般競争入札の参加資格要件の見直しにより参加可能業者数が拡

大されているとのことであり、入札であれば指名競争入札よりも一般競争入札をできるだけ

採用し、また、一般競争入札の参加資格要件も見直すことで、公平性や透明性を確保できる

よう継続して検討することが望まれる。 

 

８－５ 美江寺、重里配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年５月 13 日 

入（開）札日  平成 23 年５月 30 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  19,209,750 円 

予定価格 16,905,000 円 

契約金額 16,485,000 円 

落札率  97.5％ 

 

８－６ 横屋配水管改良工事（その１） 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年７月 28 日至平成 23年 10 月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 28 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年７月 13 日 

入（開）札日  平成 23 年７月 28 日午前 10時 40 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  15,640,800 円 

予定価格 13,755,000 円 

契約金額 13,440,000 円 

落札率  97.7％ 

 

８－７ 十七条配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年９月９日至平成 23年 12 月 13 日 

（５）契約日 平成 23 年９月９日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年８月 18 日 

入（開）札日  平成 23 年９月５日午前９時 25 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  13,522,950 円 

予定価格 11,917,500 円 

契約金額 11,865,000 円 

落札率  99.6％ 

 

８－８ 美江寺字大門町ほか配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社三愛 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 30 日至平成 24年３月 16 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 30 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月９日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 24 日午前 10時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,896,250 円 

予定価格 8,820,000 円 

契約金額 7,581,000 円 

落札率  86.0％ 

 

８－９ 牛牧・穂積配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社三愛 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 18 日至平成 24年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 18 日 
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（６）入札の状況 

 

通知書     平成 23 年 10 月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 17 日午前９時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,592,150 円 

予定価格 7,560,000 円 

契約金額 7,549,500 円 

落札率  99.9％ 

 

８－10 森字天王・十八条字内町配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 20 日至平成 24年３月９日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 20 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年 12 月 15 日午前 11時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  6,250,650 円 

予定価格 5,617,500 円 

契約金額 5,449,500 円 

落札率  97.0％ 

 

８－11 野白新田字八石ほか配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社廣江ポンプ店 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 27 日至平成 24年３月 23 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 27 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 12 月７日 

入（開）札日  平成 23 年 12 月 22 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  5,213,250 円 

予定価格 4,635,750 円 

契約金額 4,620,000 円 

落札率  99.7％ 

（８）結果及び意見 

指名業者について（５から 11 の契約） 

（問題点） 

指名競争入札に参加する業者（以下「指名業者」という。）は、瑞穂市建設工事等請負業者

選考委員会の会議（以下「会議」という。）にて、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長

により決定される。 
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この会議で指名業者がどのような基準で決定されるのかを質問したところ、「所管担当課長

が提案案件の物件内容について説明をし、契約担当部局の指名業者選定案の提案によって各

出席委員の討議を重ねます。この討議の中で工事種別・工事施工能力・経営状況などの   

チェックもしながら委員の意見を加味し、 終的に委員長が決定しています。選定基準は経

営審査評価点・地域要件等を考慮していますが、固定化せず過去の実績にとどめ、委員会開

催都度に決定していくという委員会申し合わせがあります。また、規定の指名業者数を充た

すよう選定する中で、できるだけ業者が偏らないよう地域などを考慮して選定しています。」

という回答があった。 

（意見） 

専門的知識があり、業界に精通し、市の状況も把握しているのであれば、工事契約につい

て市の回答のような配慮が感じられるかもしれない。しかし、情報の少ない市民からすれば、

指名業者や入札結果から状況を判断せざるを得ず、同じ業者、または複数の業者が順番に落

札しているのではと疑念を抱きかねない。 

指名業者を選定するためにある一定の基準は存在するものの、それが本当に「固定化せず」

や「偏らないよう」といった目的を達成するための基準となっているのか、今一度客観的に

検討し直すことが望まれる。 

 

８－12 瑞穂市内漏水調査業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 東和コンサルタント株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年７月 14 日至平成 23年 12 月 15 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 14 日 

（６）入札の状況 

 

通知日      平成 23 年６月 28日 

入（開）札日   平成 23 年７月 13日午前 11 時 15 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 5,677,350 円 

予定価格   4,567,500 円 

契約金額   4,567,500 円 

落札率    100.0％ 

（８）結果及び意見 

①不落随意契約について（12 の契約） 

（問題点） 

指名競争入札を採用したにもかかわらず、 終的には随意契約となった。 

（結果） 

予算等金額と予定価格に差があることから、予定価格の決定方法が適正であったかを検証

するためにも、その決定方法に関する資料を残すべきである。 
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②一般競争入札と指名競争入札の区分（１から 12 の契約） 

（問題点） 

前述したとおり、水道施設工事については、平成 23 年 10 月１日より、設計費が 10,000 千

円以上となる契約の締結については一般競争入札の方法に付することとされるまでは、すべ

て指名競争入札の方法により契約が締結されていた。そのため、５から 12 の契約は指名競争

入札の方法によって契約が締結されているが、本来は地方自治施行令第 167 条に該当する場

合のみ指名競争入札とすることができるとされている。 

そこで、５から 12の契約で地方自治法施行令第 167 条に該当する契約の有無について質問

をしたところ、「地方自治法施行令第 167 条に該当する場合とは、１号工事又は製造の請負、

物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。２

号その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争に付する必要がないと認めら

れる程度に少数である契約をするとき。３号一般競争入札に付することが不利と認められる

とき。というように施行令では指名競争入札、一般競争入札を区分する具体的数字、金額規

模の線引きはされていません。したがって一般競争入札システムを導入していない自治体で

はすべて一般競争入札以外の方法で執行することになりますし、抵触するものとは考えませ

んが入札システムの公平性、透明性を発揮する方向として努めなくてはと思っています。質

問に対して「該当する」ということは「一般競争入札に適さない契約である」「一般競争に付

する必要がないと認められる程度に少数である契約をする」「一般競争入札に付することが不

利と認められる」に当てはまるかどうかですが総務省研修で３号は想定しにくい。２号は特

殊な案件に該当するケースがあり得る。ということで１号のケースが該当する事例が多いと

いう説明であったので付け加えておきます。」という回答があった。しかし、回答のとおりで

あれば矛盾が生じる工事がある。 

例えば、６の横屋配水管改良工事（その１）と２の横屋配水管改良工事（その２）である。

この２つの工事の規模や時期にそれほどの違いはないが、２の横屋配水管改良工事（その２）

は、平成 23 年 10 月１日以降の工事であったため、一般競争入札の方法により契約されてい

る。しかし、６の横屋配水管改良工事（その１）が地方自治法施行令第 167 条第１号に該当

するということであれば、２の横屋配水管改良工事（その２）も指名競争入札の方法により

契約されてもいいはずである。また逆に、地方自治法施行令第 167 条第１号に該当しないと

いうことであれば、６の横屋配水管改良工事（その１）が一般競争入札の方法によって契約

されてもいいはずである。 

しかし現実には、一般競争入札の方法により契約するのか指名競争入札の方法により契約

するのかを区分している基準は 10,000 千円という金額のみであり、地方自治法施行令第 167

条に該当する契約なのかといった内容については全く議論されていない。 

（結果） 

 一般競争入札の方法により契約するのか指名競争入札の方法により契約するのかを金額の

みで区分するのではなく、地方自治法施行令第 167 条に該当しない場合などは、積極的に一

般競争入札を採用し、公平性・競争性を確保するべきである。 
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９ 管財情報課事務担当分（下水道課） 

９－１ 別府（堤内二ノ町）下水道管布設工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 28 日至平成 24年３月 23 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 28 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 12 月７日 

入（開）札日  平成 23 年 12 月 22 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  3,011,400 円 

予定価格 2,698,500 円 

契約金額 2,614,500 円 

落札率  96.9％ 

 

９－２ 別府（堤内五之町）下水道管布設工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年９月 30 日至平成 23年 12 月 15 日 

（５）契約日 平成 23 年９月 30 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年９月 12 日 

入（開）札日  平成 23 年９月 28 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  1,806,000 円 

予定価格 1,585,500 円 

契約金額 1,575,000 円 

落札率  99.3％ 

（８）結果及び意見 

①指名業者について（１、２の契約） 

（問題点） 

指名競争入札に参加する業者（以下「指名業者」という。）は、瑞穂市建設工事等請負業者

選考委員会の会議（以下「会議」という。）にて、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長

により決定される。 

この会議で指名業者がどのような基準で決定されるのかを質問したところ、「所管担当課長

が提案案件の物件内容について説明をし、契約担当部局の指名業者選定案の提案によって各

出席委員の討議を重ねます。この討議の中で工事種別・工事施工能力・経営状況などの   

チェックもしながら委員の意見を加味し、 終的に委員長が決定しています。選定基準は経

営審査評価点・地域要件等を考慮していますが、固定化せず過去の実績にとどめ、委員会開

催都度に決定していくという委員会申し合わせがあります。また、規定の指名業者数を充た

すよう選定する中で、できるだけ業者が偏らないよう地域などを考慮して選定しています。」
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という回答があった。 

（意見） 

専門的知識があり、業界に精通し、市の状況も把握しているのであれば、工事契約につい

て市の回答のような配慮が感じられるかもしれない。しかし、情報の少ない市民からすれば、

指名業者や入札結果から状況を判断せざるを得ず、同じ業者、または複数の業者が順番に落

札しているのではと疑念を抱きかねない。 

指名業者を選定するためにある一定の基準は存在するものの、それが本当に「固定化せず」

や「偏らないよう」といった目的を達成するための基準となっているのか、今一度客観的に

検討し直すことが望まれる。 

 

②一般競争入札と指名競争入札の区分（１、２の契約） 

（問題点） 

土木一式工事については、平成 23 年 10 月 1日より、設計費が 10,000 千円以上となる契約

の締結については一般競争入札の方法に付することとされるまでは、すべて指名競争入札の

方法により契約が締結されていた。また、平成 23 年 10 月１日以降も設計費が 10,000 千円を

下回る契約については引き続き指名競争入札の方法に付することとされているが、本来は地

方自治法施行令第 167 条に該当する場合のみ指名競争入札とできるとされている。 

そこで、１と２の契約で地方自治法施行令第 167 条に該当する契約の有無について質問を

したところ、「地方自治法施行令第 167 条に該当する場合とは、１号工事又は製造の請負、物

件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。２号

その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争に付する必要がないと認められ

る程度に少数である契約をするとき。３号一般競争入札に付することが不利と認められると

き。というように施行令では指名競争入札、一般競争入札を区分する具体的数字、金額規模

の線引きはされていません。したがって一般競争入札システムを導入していない自治体では

すべて一般競争入札以外の方法で執行することになりますし、抵触するものとは考えません

が入札システムの公平性、透明性を発揮する方向として努めなくてはと思っています。質問

に対して「該当する」ということは「一般競争入札に適さない契約である」「一般競争に付す

る必要がないと認められる程度に少数である契約をする」「一般競争入札に付することが不利

と認められる」に当てはまるかどうかですが総務省研修で３号は想定しにくい。２号は特殊

な案件に該当するケースがあり得る。ということで１号のケースが該当する事例が多いとい

う説明であったので付け加えておきます。」という回答があった。 

しかし現実には、一般競争入札の方法により契約するのか指名競争入札の方法により契約

するのかを区分している基準は 10,000 千円という金額のみであり、地方自治法施行令第 167

条に該当する契約なのかといった内容については全く議論されていない。 

（結果） 

 一般競争入札の方法により契約するのか指名競争入札の方法により契約するのかを金額の

みで区分するのではなく、地方自治法施行令第 167 条に該当しない場合などは、積極的に一

般競争入札を採用し、公平性・競争性を確保するべきである。 
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10 管財情報課事務担当分（市民窓口課） 

10－１ 巣南庁舎施設清掃業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（13 社）、のちに随意契約 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月 1 至平成 25 年９月 30日（長期） 

（４）契約日 平成 22 年９月 27 日 

（５）入札の状況 

 

通知日     平成 22 年８月 31 日 

入（開）札日  平成 22 年９月 14 日午前 10時 40 分 

（６）結果及び意見 

指名競争入札について 

（問題点） 

13 社による指名競争入札である。再度入札の結果１社辞退含み落札者がなかったため、随

意契約に至っている。 

当初予算を作成する段階で見積りを依頼したのは契約者１社であり、見積り依頼会社を含

め 13 社という多くの業者が、２回の入札においていずれも不落である。 

平成 22 年度からコスト削減の一環として、清掃回数を減らしたり、部分的な清掃にするな

ど、清掃の仕様書の全面的な見直しを実施したが、仕様書をしっかり確認しないで各社入札

をしたものと思われるとのことである。 

（意見） 

仕様書を確認しない業者に責任の大部分があるのは明らかであるが、一方で入札による公

正な取引を実現させる責任は市が負うべきであるため、入札制度が機能しないような場合に

は、適切な指導をすることが望まれる。 

 

11 管財情報課事務担当分（会計課） 

11－１ 平成 21年度保存保管資料アーカイブ業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年９月６日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年９月６日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 契約業者は 100％市の出資会社で、瑞穂市が行う業務の効

率化及び低コスト化をめざし、市勢の進展と市民の福祉増進

を図るため、市の業務請負を目的として設立した会社であ

り、かつ、市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した会社

であるため当業務を発注するもの。 

（６）結果及び意見 

①指名業者選定委員会の出席者について 

（問題点） 

指名（見積）業者選定調書において、選定委員会の参加者として副市長の名が列挙されて
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いる。しかし、副市長は、同時に契約業者の代表取締役である。 

（結果） 

現在、瑞穂市においては、副市長等が役員である事業者が契約者となる場合の契約の手続

に関する規程が設けられていない。特に契約業者の代表取締役は一方で副市長であることか

ら通常、契約に関する一連の手続に関与することとなる。副市長等が役員である事業者が契

約者となる可能性がある場合の瑞穂市における契約手続に関して早急に規程を設け、疑念を

もたれることがない仕組みを構築する必要がある。 

 

12 管財情報課事務担当分（教育総務課） 

12－１ 瑞穂市立巣南中学校本校舎改修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 上村建設株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年６月３日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月３日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年５月 10 日 

入札参加申請  平成 23 年５月 10 日午前９時から 

平成 23 年５月 17 日午後１時まで 

応札期間    平成 23 年５月 24 日午前９時から 

        平成 23 年５月 25 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年５月 26 日午前 11時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  177,477,300 円 

予定価格 155,925,000 円 

契約金額 147,000,000 円 

落札率  94.3% 

（８）結果及び意見 

①一般競争入札参加資格審査結果の調査について 

（問題点） 

一般競争入札参加資格審査結果の調査について、決裁者の市長の押印（平成 23 年５月 27

日）よりも、副市長の押印（平成 23 年５月 28日）の方が後日となっている。 

（結果） 

決裁の流れと文書の流れを見直すべきである。 

 

12－２ 小中学校等施設維持管理計画策定業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（８社） 

（３）契約者 大建都市開発株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年８月 10 日至平成 24 年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23 年８月 10 日 
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（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年７月 27 日 

入（開）札日  平成 23 年８月９日午前 10 時 45 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 25,935,000 円 

予定価格   22,575,000 円 

契約金額   22,050,000 円 

落札率    97.7% 

（８）結果及び意見 

①質疑書について 

（問題点） 

質疑書に日付がないものがある。 

（結果） 

平成 23 年７月 27 日付け入札執行通知書によれば、質疑書は、入札執行日前にＦＡＸで提

出することが義務づけられている。それは、質問の有無にかかわらない。しかしながら、提

出業者中には質疑書の日付がないものがある。その他ＦＡＸ受信レポートが存在するわけで

もない。日付は必ず明記させることは 低限必要である。 

 

②指名競争入札の理由について 

（問題点） 

指名競争入札について理由書がないため、なぜ一般競争入札に適しないのか不明である。 

（意見） 

平成 23 年７月 26 日付け契約方法伺書においては、地方自治法施行令第 167 条第１号の欄

に丸印がある。同号は、「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的

が一般競争入札に適しないものをするとき」とあるが、理由書がないため、なぜ一般競争入

札に適しないのか不明である。地方自治法上は、一般競争入札が原則形態であることから、

随意契約と同様理由書の作成をすることが望ましい。 

 

12－３ 学校・保育所樹木剪定等管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 18 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 18 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

100％市の出資会社。市の行う業務の効率化及び低コスト

化を目指し市勢の発展と市民の福祉増進を図るため、市の業

務請負を目的として設立した会社であり、かつ、市内の老齢

者等の雇用対策の目的も考慮した会社であるため。 
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（６）結果及び意見 

①質疑書について 

（問題点） 

質疑書に日付の記載がない。 

（結果） 

平成 23 年４月１日付け入札執行通知書によれば、質疑書は、入札執行日前にＦＡＸで提出

することが義務づけられている。それは、質問の有無にかかわらない。しかしながら、契約

者の質疑書には日付の記載がない。日付は必ず明記させることは 低限必要である。 

 

12－４ 本田小学校校舎トイレ改修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（４社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年７月５日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月５日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日    平成 23年６月 14日 

入札参加申請 平成 23年６月 14日から 

       平成 23 年６月 20日午後１時まで 

応札期間   平成 23年６月 27日午前９時から 

平成 23 年６月 28 日午後３時まで 

開札日    平成 23年６月 29日午前 10 時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  25,469,850 円 

予定価格 22,050,000 円 

契約金額 21,840,000 円 

落札率  99.0％ 

（８）結果及び意見 

①書類作成について 

（問題点） 

入札執行一覧表の備考欄が落札候補者のままになっている。また契約保証金に有の○印が

漏れていた。担当者の備忘とのことであった。 

（結果） 

管財情報課の担当者が書類を作成しているが、備忘することがないようしっかりと確認を

すべきである。したがって１人の担当者に任せるのではなく、決裁印を押印する側も書類に

不備がないか確認し、その後、上司もしっかりチェックをするべきである。 

 

12－５ プールろ過装置修繕工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 
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（４）契約期間 自平成 24年１月 27 日至平成 24 年３月 23 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 27 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月４日 

入（開）札日  平成 24 年１月 23 日午前９時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  4,735,500 円 

予定価格 4,200,000 円 

契約金額 4,095,000 円 

落札率  97.5％ 

（８）結果及び意見 

①指名競争入札について 

（問題点） 

保守点検で問題のあった箇所を修繕しているが、平成 16 年度、平成 19年度と過去２回の

入札においても同じ業者が落札している。 

（意見） 

指名競争入札で行われているが、過去２回の落札業者が同じ業者となっていた。したがっ

て、実質的に随意契約となっているのが現状である。 小限の支出で 大の効果を生むよう

に、指名業者の見直し等の検討が望まれる。 

 

12－６ 学校施設備品等購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（８社） 

（３）契約者 株式会社小見山家具製作所 

（４）契約期間 自平成 23年７月 14 日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 14 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年７月 13 日午後２時 15 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 7,203,374 円 

予定価格  7,140,000 円 

契約金額  6,976,200 円 

落札率   97.7％ 

（８）結果及び意見 

①契約方法伺書について 

（問題点） 

指名業者選定調書において決裁印と出席職員の数が合わない。 

（結果） 

副市長が欠席であったためとのことであるが、書類を作成する時はもとより、決裁印を押

す時点でしっかり確認しなければならない。 
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②契約書について 

（問題点） 

契約の様式で空欄箇所がある。 

（結果） 

契約書は、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。その

ため、記載内容を当事者が確認し、署名又は記名押印されるのである。したがって、記載内

容については瑞穂市及び事業者が十分確認し、不必要な箇所は二重線を引くなどして修正し、

今後そういった事がないようにチェック体制を見直すべきである。 

 

12－７ 瑞穂市立巣南中学校本校舎改修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 上村建設株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年６月３日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月３日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年５月 10 日 

入札参加申請  平成 23 年５月 10 日午前９時から 

平成 23 年５月 17 日午後１時まで 

応札期間    平成 23 年５月 24 日午前９時から 

        平成 23 年５月 25 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年５月 26 日午前 11時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  177,477,300 円 

予定価格 155,925,000 円 

契約金額 147,000,000 円 

落札率  94.3% 

 

12－８ 穂積小学校他２校耐震補強工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社鷲見建設工業 瑞穂支店 

（４）契約期間 自平成 23年７月１日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月 13 日 

入（開）札日  平成 23 年６月 29 日午後１時 45 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,936,150 円 

予定価格 8,452,500 円 

契約金額 8,379,000 円 

落札率  99.1% 
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12－９ 穂積小学校グランド暗渠排水２期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年７月４日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月４日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月 14 日 

入（開）札日  平成 23 年６月 29 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,558,550 円 

予定価格 7,350,000 円 

契約金額 7,245,000 円 

落札率  98.6% 

 

12－10 保育所空調機器取替工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 ロイヤル電気産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年６月 22 日至平成 23年 10 月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 22 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日  平成 23 年６月 22 日午後２時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,536,500 円 

予定価格 7,245,000 円 

契約金額 4,809,000 円 

落札率  66.4% 

 

12－11 保育士派遣委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社サン・テンポラリー 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午前 10 時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額  14,212,380 円 

予定価格     1,438.5 円 

契約金額       1,333 円 

落札率     92.7% 
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12－12 小中学校防犯設備保守管理委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 22年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者により機器等が施工済みであり、他社との契約が困

難である。 

（６）結果及び意見（７から 12 の契約） 

①入札の承認について 

（問題点） 

入札の結果を報告し、承認を得る文書である入札執行一覧表を入手したところ、決裁権限

を有する市長の押印よりも後に担当課の長が押印していた。 

具体的な例を１つあげると瑞穂市立巣南中学校本校舎改修工事については、市長の押印は

平成 23 年５月 30 日で平成 23 年６月１日に担当課の長が押印していた。 

（結果） 

実際は入札に関する業務を担当課ではなく管財情報課が行っているため、入札終了後は管

財情報課から副市長、市長と渡り、 後に担当課に回ってくる状況にある。つまり、決裁の

流れと文書の流れが異なっている。 

瑞穂市事務決裁規程（平成 15 年５月１日 訓令第３号）第３条第１項においては、決裁に至

るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長補佐から順次所属上

司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けるものとするとの記載があるため、現状では

規定違反となっており、決裁の流れと文書の流れを見直すべきである。 

 

13 管財情報課事務担当分（給食センター） 

13－１ 配送管理業務委託契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（６社） 

（３）契約期間 自平成 22年４月１日至平成 24 年７月 31 日 

（４）契約日 平成 22 年４月１日 

（５）随意契約の理由 総務省の公式見解として、入札公告手続等、経過に至る事

前準備は「予算執行」の範囲に含めるもの、とあり、このこ

とから、平成 22 年４月当初を始期とする契約については、

前年度に入札手続を行うことができないため、随意契約とし

て行わざるを得ない。 

しかし自治法の規定の問題、また年度開始前に契約締結行

為のうちどこまで許されるか、その解釈には諸説ある。なお、

平成 23 年度契約からは、競争入札として行っている。 
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（６）結果及び意見 

①指名業者選定調書について 

（問題点） 

契約者の理事長である副市長の決裁印がある。 

（結果） 

瑞穂市事務決裁規程第２条第３号の「その他の理由により決裁することができない場合」

に当たり、改善すべきである。 

 

13－２ 瑞穂市給食センター空調機・換気扇点検及びフィルター交換・取付委託業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午前９時 10 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,995,000 円 

予定価格  1,942,500 円 

契約金額  1,890,000 円 

落札率   97.3％ 

（８）結果及び意見 

①指名委員会の審議記録について 

（問題点） 

書類の中に何故か随意契約理由書があった。これは「担当課が１社随意契約を考えており、

随意契約理由書を作成していたが、指名委員会で指名競争入札と判断された経緯から、担当

課作成の随意契約理由書がそのまま残っていると思われる。」とのことであったが、その審議

内容を記した書類は無い。 

（結果） 

指名委員会での審議により、指名競争入札となったが、その経緯については、なんら記さ

れてなかった。指名業者の選考や契約方法の決定に関すること等の審議内容について口頭で

はなく書類で変更したことを記すべきである。 

 

14 管財情報課事務担当分（幼児支援課） 

14－１ 牛乳購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（２社） 

（３）契約者 美濃酪農農業協同組合連合会 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 
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（６）入札の状況 通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午後１時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 13,282,000 円 

予定価格     43.57 円 

契約金額     43.57 円 

落札率   100.0％ 

（８）結果及び意見 

①契約書について 

イ．記述の洩れについて 

（問題点） 

物品売買単価契約書第５条（納入物品の補償）において「乙は、第３条第１項の検査に合

格したもので納入後「 」ケ月間の正常な管理の下において製品の不良変質等によって生じ

たと認められる故障又は発見された隠れた瑕疵については、甲の請求により直ちに自己の負

担において修理し、又は取替えて納入するものとする。」と記載されている。しかし当該補償

の期間について明記されていない。 

（結果） 

物品納入後、正常な管理下における補償の期間が明記されていないことは、契約書として

不備である。仕様書において、納入時における検収での品質の安全性が万全でないものの補

償については記載されているが、納入後の補償については記載されていない。そもそも物品

の性質上、納入後の補償をしないのかも含め、契約書において明記すべきである。 

ロ．修正について 

（問題点） 

物品売買単価契約書第２条において契約期間が明記されているが、当初の記載は、平成  

23 年３月１日から平成 24 年３月 31 日までとされており、その後二重線により契約期間が平

成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31日へ修正が行われた。 

（結果） 

契約書とは、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。そ

のため、一度記載された事項を修正するに当たっては慎重に行わなければならない。 

瑞穂市文書規定第 19 条第５号において、訂正箇所について認印を押すことが規定されてい

る。当該規定に基づき、修正に当たっては、修正者の認印を押すように指導すべきである。  

 

②予定価格、契約金額及び落札業書について 

（問題点） 

 直近の予定価格及び契約金額並びに落札業者について調べたところ、いずれも同じ契約金

額であり同じ落札業者であった。 

（意見） 

 当該契約については、指名競争入札を実施しているが、いずれも同じ業者が落札をしてい

る。指名業者として同じ業者２社が指名業者として選定されている。この点については市に

確認したところ、「市内小中学校と同じ安全面、衛生管理基準を満たす製品を取り扱うことの
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できる入札参加資格者名簿に登載される業者は左記の２社のみであるため」との回答を受け

た。したがって、業者を２社とすることについて問題はない。 

 予定価格及び契約金額が固定化されている点については、検討する必要がある。牛乳の市

場単価は日々刻々と変動（デフレ傾向にある）している。そういった中で毎年同額の予定価

格を設定することは、経済状況を反映させたものとなっていないと考えられる。予定価格に

ついて検討が望まれる。 

 

14－２ 保育所遠足バス借り上げ 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

（３）契約者 名阪近鉄旅行株式会社 岐阜旅行センター 

（４）契約期間 自平成 23年６月 23 日至平成 23年 11 月 30 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 23 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日  平成 23 年６月 22 日午後３時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

 

予算等金額  3,045,000 円 

予定価格     2,268,000 円 

契約金額     2,035,530 円 

落札率    89.8％ 

（８）結果及び意見 

①入札辞退届出書について 

（問題点） 

指名業者が入札を辞退する場合には、入札辞退書が業者より提出されるが、当該契約につ

いて提出された入札辞退届出書が入った封筒について開封されず未開封のまま保管されてい

た。 

（結果） 

 指名業者より提出された封筒には入札辞退届出書在中と記載されているものの、封筒の開

封をして辞退書の内容について確認を行なわず、辞退として処理することは適切ではない。

封筒のみの確認では、当該指名業者が業者の意思決定として提出した辞退書であるか否か判

断することはできない。適切に処理をすべきである。 

 

②予定価格の設定について 

（問題点） 

予算等金額は 3,045 千円であるが、予定価格は 2,268 千円として決裁された。 

（結果） 

 予定価格は予算等金額の２割を超える減額となっている。しかし、予定価格がどの様に決

定されたか一切の議事録がない。それでは、予定価格の決定方法及び予算等金額の見積りが

適正であったのか検討することが現状はできない。したがって、予定価格の決定に係る議事

の経過について議事録を作成・保存すべきである。 
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14－３ 保育用文房具等消耗品費 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社堀勇商店 

（４）契約期間 自平成 23年６月 24 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 24 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日  平成 23 年６月 22 日午後３時 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額  1,632,608 円 

予定価格   物品ごとの単価 

契約金額   物品ごとの単価 

落札率    ―％ 

（８）結果及び意見 

①契約書の不備について 

（問題点） 

物品売買単価契約書の第５条（納入物品の補償）において「乙は、第３条第１項の検査に

合格したもので納入後「 」ケ月間の正常な管理の下において製品の不良変質等によって生

じたと認められる故障又は発見された隠れた瑕疵については、甲の請求により直ちに自己の

負担において修理し、又は取替えて納入するものとする。」と記載されている。 

（結果） 

契約書は、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。記載

内容については契約業者、瑞穂市双方が十分検討すべきである。当該契約において納入物品

の補償について保証すべき期間が記載されていないことは契約書として不備であると考えら

れる。物品の性質上、正常な管理の下では製品の不良変質等は起こり得ないとも考えられる

が、ただ契約書として当該事項について空欄のまま契約を締結すべきではない。契約書につ

いて瑞穂市のひな型をもとに作成しているようだが、契約が個々に異なることを踏まえ、契

約の実態に合わせてひな型を用いることが必要である。今後、契約書の記載事項に問題がな

いか一層の検討をすべきである。 

 

14－４ 保育所衛生管理用品 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

（３）契約者 物品ごとの単価契約 

・岐阜包装工業株式会社  

・有限会社カワサキ 

・岐阜アイホー調理機株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年６月 27 日至平成 24 年３月 31 日 他 

（５）契約日 平成 23 年６月 27 日 他 
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（６）入札の状況 通知日      平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22日午後３時 15 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額  812,405 円 

予定価格    物品ごとの単価 

契約金額    物品ごとの単価 

落札率     －％ 

（８）結果及び意見 

①契約書の不備について 

（問題点） 

物品売買単価契約書の第５条（納入物品の補償）において「乙は、第３条第１項の検査に

合格したもので納入後「 」ケ月間の正常な管理の下において製品の不良変質等によって生

じたと認められる故障又は発見された隠れた瑕疵については、甲の請求により直ちに自己の

負担において修理し、又は取替えて納入するものとする。」と記載されている。 

（結果） 

契約書は、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。した

がって、記載事項については契約業者、瑞穂市双方が十分検討すべきである。当該契約にお

いて納入物品の補償について保証すべき期間が空欄のまま記載がされていないことは契約書

として不備であると考えられる。購入物品により正常な管理の下において不良変質等するか

は異なることから、当該事項を契約書に盛り込む必要があるかは検討することが必要である

が、ただ、当該事項を記載しながら期間については空欄のまま契約を締結することは好まし

くない。 

契約の実態に合わせて契約書を作成することが必要である。同時に、契約書の記載事項に

問題がないか一層の検討をすべきである。 

 

15 管財情報課事務担当分（生涯学習課） 

15－１ 総合センターサンシャインホール音響設備改修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 教育産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年５月 20 日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年５月 20 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年４月 19日 

入札参加申請 平成 23年４月 19日から 

       平成 23 年４月 26日午後２時まで 

応札期間   平成 23年５月９日午前 10 時から 

平成 23 年５月 10 日午後３時まで 

開札日    平成 23年５月 11日午前 10 時 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  68,220,000 円 

予定価格 61,425,000 円 

契約金額 30,765,000 円 

落札率  50.１％ 

総合センター内サンシャインホールの音響設備の寿命に伴う設備改修工事である。 

総合センターは、本庁東部に隣接し、福祉センター、保健センター、生涯学習センター機

能を合わせ持つ総合施設である。平成６年４月に開館している。サンシャインホールの保守

点検業務は開館以来契約者が執り行っていた。 

本契約の入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                     （単位：円） 

入札参加者 入札金額  

山一電気（株） 57,000,000  

日本電話施設（株） 岐阜支店 46,500,000  

（株）川田電機工務店 瑞穂営業所 48,980,000  

アプロ通信（株） 34,400,000  

安田電機暖房（株） 45,100,000  

教育産業（株） 岐阜営業所 29,300,000 落札 

（８）結果及び意見 

①予定価格の設定について 

（問題点）  

本契約においては、設計費及び予定価格と入札金額の差が大きく、落札率は 50.1％となっ

ている。 

（意見） 

 予定価格の半分で契約できたことは入札の効果が出ていると言えるが、反面、なぜこのよ

うな差が生じることになったかの原因分析がなされていないようである。 

 今後入札においてより適切な予定価格を設定できるよう、契約者からのヒアリング等によ

り発生原因を分析するとともに事例を取りまとめ、担当課のみでなく市全体で情報を共有し

ていくことが望まれる。 

 

15－２ 総合センターあじさいホール音響設備改修工事契約 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 教育産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月９日至平成 24 年２月 18 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月９日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年 10 月 19 日 

入（開）札日 平成 23年 11 月 17 日午後１時 30 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  4,845,750 円 

予定価格 3,885,000 円 

契約金額 3,885,000 円 

落札率  100.0％ 

総合センター内あじさいホールの音響設備の寿命に伴う設備改修工事。総合センターは平

成６年４月に開館しているが、開館以来、あじさいホールの保守点検業務は契約者が執り  

行っていた。 

本契約の入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                     （単位：円） 

入札参加者 入札金額  

日本電話施設（株） 岐阜支店 6,345,000  

（株）日写 4,050,000  

アプロ通信（株） 3,980,000  

（株）中日ＡＶシステム 3,870,000  

安田電機暖房（株） 4,540,000  

教育産業（株） 岐阜営業所 3,700,000 落札 

（８）結果及び意見 

①落札率について 

（問題点） 

落札率は、入札１回目で 100％である。契約者は、同じ総合センター内のサンシャイン     

ホール音響設備改修工事（１の契約）の落札業者であるが、その際の落札率は 50.1％であり、

低入札価格調査が実施されていた。 

（結果） 

本契約は、同じ施設に存在するサンシャインホール音響改修工事の完了に引き続いて行わ

れた音響改修工事である。 

設計費と予定価格は同額ではないことからしても、落札率が１回目において、100％という

ことは、想定しにくい事態である。 

サンシャインホール音響設備改修工事との関係からしても、手続において不公正がなかっ

たかを検証すべきである。検証過程結果は客観的資料として残すべきである。 

 

15－３ 施設窓口業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 
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（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、市の土地の高度利用、公共施設の効率的な管理

運営を目的として設立された財団法人であり、市行政の推進

に協力、市民の福祉増進に寄与している。 

総合センター、市民センター、巣南公民館の３施設の窓口業務の委託。 

（６）結果及び意見 

①契約条項について 

（問題点） 

契約書第６条において、事業計画書、収支予算書の承認が必要とされているが、契約者か

らそれらの書類が提出された形跡はない。 

（結果） 

契約書第６条違反であり、契約者に対しては、契約上定められた義務履行の遵守を要求す

べきである。 

 

15－４ 体育施設等管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、市が 100％出資している会社であり、市の業務

請負を目的として設立された。市内の老齢者等の雇用対策目

的も考慮した団体である。 

市の体育施設などの管理業務の委託。 

 

15－５ 総合センター清掃業務委託契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（13 社） 

（３）契約者 サンエス株式会社 

（４）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（５）契約日 平成 22年 10 月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 22年９月１日 

入（開）札日 平成 22年９月 14日午前 11 時 20 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 44,730,000 円 

予定価格  42,525,000 円 

契約金額  42,000,000 円 

落札率   98.8％ 

総合センターの清掃業務の委託。地方自治法第 234 条の３、地方自治法施行令第 167 条の

17及び瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第２項に基づく
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３年間の長期継続契約である。 

入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                            （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額 第２回入札金額  

サンエス（株） 42,600,000 40,000,000 落札 

岐阜コニックス（株） 42,960,000 42,460,000  

（株）技研サービス 43,100,000 41,840,000  

（株）アストロハウム 46,800,000 42,300,000  

三柏（株） 43,920,000 41,900,000  

（有）岐阜ビルクリーナー 43,950,000 42,190,000  

（株）土佐屋 42,900,000 42,000,000  

（株）三和サービス 44,100,000 42,300,000  

中部環境サービス（株） 岐阜営業所 43,470,000 42,590,000  

中日技研（株） 42,900,000 41,500,000  

（有）マルワビソー 43,239,000 41,390,000  

大和商事（株） 45,000,000 42,000,000  

（株）ドリームメンテナンス 43,280,000 42,330,000  

 

15－６ 市民センター施設清掃業務委託契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（13 社） 

（３）契約者 サンエス株式会社 

（４）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（５）契約日 平成 22年 10 月１日 

（６）入札の状況 通知日       平成 22 年８月 31日 

入（開）札日 平成 22年９月 14日午前 10 時 50 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 17,167,500 円 

予定価格  16,380,000 円 

契約金額  16,348,500 円 

落札率   99.8％ 

市民センターの清掃業務の委託。地方自治法第 234 条の３、地方自治法施行令第 167 条の

17、瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第２項に基づく３

年間の長期継続契約である。 
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入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                                （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額 第２回入札金額 随意契約額 

サンエス（株） 16,300,000 15,800,000 15,570,000

岐阜コニックス（株） 16,560,000 16,000,000  

（株）技研サービス 16,520,000 15,940,000  

（株）アストロハウム 17,140,000 16,000,000  

三柏（株） 16,740,000 16,140,000  

（有）岐阜ビルクリーナー 16,998,000 16,200,000  

（株）土佐屋 16,660,000 16,100,000  

（株）三和サービス 16,800,000 16,000,000  

中部環境サービス（株） 

岐阜営業所 
16,680,000 16,180,000

 

中日技研（株） 16,428,000 15,928,000  

（有）マルワビソー 16,542,000 16,280,000  

大和商事（株） 18,000,000 16,150,000  

（株）ドリームメンテナンス 16,940,000 16,100,000  

（８）結果及び意見 

①内訳書について 

（問題点） 

入札者のうち１社は、仕様書に従った４期分の内訳書が提出されていなかった。 

（結果） 

本契約は複数年度に及ぶ長期継続契約であり、合計金額のみならず、４期分の内訳書の提

出が必要とされていたものである。 

市によれば、内訳書の提出が無いことは、入札の失格要件に該当しないとのことであるが、

瑞穂市契約規則第 14 条第 10 項においては、「前各号に掲げるもののほか、契約担当者があら

かじめ指定した事項に違反したとき」は、その入札は無効としており、かかる規定は指名競

争入札の場合に準用される（瑞穂市契約規則第 23 条）。かかる規定からすれば、内訳書の提

出のない入札は無効な入札と解釈しうる。 

仮に有効な入札と解釈すれば、当該入札者が落札した場合、対処に困る状況に陥る可能性

は充分にある。  

例えば、業者が１期から４期の金額を均等に分けるのではなく、１期のみを極端に高額に

することを考えた場合である。 

入札前において、４期分の内訳書の提出が周知徹底されていれば、入札者の責任といえよ

うが、それが周知徹底できていたか、今後のためにも原因を再検証し、再発防止策を講じる

ことが必要である。 
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②指名業者選定調書について（５、６の契約） 

（問題点） 

いずれも指名業者選定委員会は、平成 22 年８月 26 日午後１時 30分から大会議室で開催さ

れている。出席者は 10名で記載されているが、決裁印は 11 名となっている。 

（結果） 

出席しなければ委員会の内容は判らず、決裁印を押しようがないはずである。 

決裁印を押す際には、出席の有無を確認して押印すべきである。 

 

③入札執行一覧表について（５、６の契約） 

（問題点） 

13 社の記載があるが、必ずしも資格者番号順となっていない。 

（結果） 

指名業者選定調書案の段階で選定されていた業者は資格者番号となっているが、指名業者

選定委員会で追加選定された業者が資格者番号にかかわらず後に記載されている。 

入札執行一覧表は公開が予定されている文書であり、一目見て業者の追加が分かることで

疑義が生じないように、形式的に資格者番号順とすべきである。 

 

④他施設の清掃業務委託との関係について（５、６の契約） 

（問題点） 

平成 22 年９月 14 日、施設ごとに清掃業務委託契約の指名競争入札が行われている。ア 本

庁、イ 総合センター、ウ 巣南庁舎、エ 市民センター、オ 市図書館、カ 西部複合セ

ンターの６施設である。指名競争業者は 13 社全て同一である。アからエの４施設は当該契約

者が、オ及びカの２施設は有限会社マルワビソーが契約している。 

（意見１） 

まず、６施設とも指名業者 13 社が同一である。 

瑞穂市建設工事以外の指名業者選定要綱（平成 15 年５月１日告示第 15 号）第６条では、

指名業者選定基準が規定されているが、清掃業務委託においては、同条第１項が適用される

ものである。しかるに、同項においては、「指名に際し、経営状態の悪化又は資産及び信用度

の低下の事実がなく、かつ、契約不履行のおそれがないと認められる者であること」との記

載がある。施設の規模や業務内容に応じて、指名業者を変えることはあり得ることと思われ

るが、全く同一である。 

このことは、要綱第６条第１項に違反するものではないが、指名業者の選定が適切に行わ

れているといえるか再検証することが望ましい。 

（意見２） 

指名業者 13 社は６施設全てにつき入札している。 

そもそも上述の指名業者選定要綱第６条第１項によれば、指名業者選定委員会においては、

13 社とも、６施設全ての契約を入札しても契約不履行のおそれがないと考えられたと評価し

うる。また、業者においても入札辞退をしておらず、仮に１業者が全て落札した場合であっ

ても業務を受託できることが前提での入札と評価しうる。 
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これを前提とすれば、手続きの合理化､経費削減の可能性という観点から、契約を一括ある

いはある程度まとめるなどすることも検討に値すると思われる。 

今後は、契約をある程度まとめられないかについても検討することが望ましい。 

 

⑤長期継続契約であること（５、６の契約） 

（問題点） 

いずれも、清掃業務の委託であるが長期継続契約とされている。 

（意見） 

長期継続契約は、長期にわたって契約を締結するのが能率的で合理的であることから，例

外的に認められる契約である。 

この点、瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第２項では、

清掃業務も長期継続契約を締結することができる対象とされているが、清掃業務については、

長期継続することが能率的で合理的な業務といえるかは疑問がないわけではない。 

長期継続契約締結の趣旨に遡って，真に長期継続契約とする業務であるか、あるとして３

年でよいのかを検証することが望ましい。  

 

15－７ 総合センター空調設備等保守管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

 （３）契約者 川崎設備工業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午前 10 時 10 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 8,190,000 円 

予定価格  7,665,000 円 

契約金額  7,560,000 円 

落札率   98.6％ 

（８）結果及び意見 

①入札執行一覧表について 

（問題点） 

決裁は、担当者が４月５日、市長印は３月 31 日となっている。 

（結果） 

瑞穂市事務決裁規程第３条第１項によれば、市長決裁印は 後のはずである。そうでなけ

れば決裁権者の意味をなさない。 

同規程違反であり、決裁の順序は遵守すべきである。 

 

 

   



99 
 

15－８ 総合センター舞台管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

（３）契約者 有限会社サウンドステージ 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午後３時 40分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 5,292,000 円 

予定価格  5,250,000 円 

契約金額  5,250,000 円 

落札率   100.0％ 

総合センターの舞台管理業務の委託。 

入札参加者及び入札金額は次表１のとおり、平成 24 年度の同契約は次表２のとおりである。 

 

＜表１ 平成 23年度＞            （単位：円） 

入札参加者 １回目入札金額  

（株）綜合舞台はぐるま   5,640,000  

（有）サウンドステージサービス 5,000,000 落札

（有）ハイ・ポジション 5,640,000  

 

＜表２ 平成 24年度＞                （単位：円） 

入札参加者 １回目入札金額  

（株）綜合舞台はぐるま 5,640,000  

（有）サウンドステージサービス 5,000,000 落札 

（有）ハイ・ポジション 5,640,000  

（株）日写  5,600,000  

（８）結果及び意見 

①落札率について 

（問題点） 

落札率は、１回目で 100％である。市は、平成 22 年 12 月 10 日に、契約者から見積りを徴

収しており、その金額を設計費としている。契約者以外の他２社は、いずれも 5,640 千円と

いう金額で入札している。 

（結果） 

本契約の落札率は 100％である。 

ところで､上記表２のとおり、平成 24 年度総合センター舞台操作保守管理委託契約も指名

競争入札で行われているが､予定価格は 5,292 千円と本契約の設計費と同金額であった。また、

指名業者は､本契約３社に１社加えて４社であったものの、本契約３社は､平成 23年度と全く
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同金額での入札である。すなわち､契約者は 5,000 千円（税抜）､その他２社は 5,640 千円（税

抜）での入札である。 

形式的に、２年の比較における事実を上記にて示したが､不自然である。 

例えば、平成 23 年度と平成 24 年度の仕様には変更がないと思われるが、真に落札を検討

するのであれば、平成 23 年度落札できなかった業者は、前年度よりも入札金額を下げること

が自然であるが、全く同一金額で入札している。 

以上より、手続きにおいて不公正がなかったか､そもそも本契約において、指名競争入札を

選択することが適切であったかなどを検証すべきである。そして、検証過程及び結果は客観

的資料として残すべきである。 

指名委員会での審議により、指名競争入札となったが、その経緯については、なんら記さ

れていなかった。指名業者の選考や契約方法の決定に関すること等の審議内容について口頭

ではなく書類で変更したことを記すべきである。 

 

16 管財情報課事務担当分（図書館） 

16－１ 第８号 瑞穂市西部複合センタ－清掃業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（13 社）、のちに随意契約 

（３）契約期間 （当初）自平成 22 年 11 月１日至平成 25年９月 30 日 

（長期） 

（４）契約日 平成 22年 10 月１日 

（５）入札の状況 

 

通知日     平成 22 年８月 31 日 

入（開）札日  平成 22 年９月 14 日 

（６）結果及び意見 

①指名競争入札について 

（問題点） 

13 社による指名競争入札である。再度入札の結果１社辞退含み落札者がなかったため、随

意契約に至っている。 

当初予算を作成する段階で見積りを依頼したのは契約者１社であり、見積り依頼会社を含

め 13 社という多くの業者が、２回の入札においていずれも不落である。 

平成 22 年からコスト削減の一環として、清掃回数を減らしたり、部分的な清掃にするなど、

清掃の仕様書の全面的な見直しを実施したが、仕様書をしっかり確認しないで各社入札をし

たものと思われるとのことである。 

（意見） 

仕様書を確認しない業者に責任の大部分があるのは明らかであるが、一方で入札による公

正な取引を実現させる責任は市が負うべきであるため、入札制度が機能しないような場合に

は、適切な指導をすることが望まれる。 
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17 秘書広報課事務担当分 

17－１ 秘書派遣業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 テンプスタッフピープル株式会社 岐阜オフィス 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日 至平成 24年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午前 10時 30 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 3,074,400 円 

予定価格    1,260 円 

契約金額    1,249.50 円 

落札率   99.2％ 

（８）結果 

①秘書の人材派遣の必要性について 

（問題点） 

市長の動静について担当する秘書課が市長室と違う階（現状市長室は２階で、秘書広報課

は３階）にあるのか疑問に思い尋ねてみたところ、過去の水害に遭遇した教訓から、各種住

民サービスについては２階で行うこととされ、平成 20 年２月の機構改革にて現在のフロアの

配置となった。 

秘書業務については平成 20 年度までは職員２名体制で行っていたが、行政改革の中秘書業

務に職員２名は不要、さらには平成 21 年度から秘書広報課の定員が１名減となる中で適正な

配置とコスト削減に対応するため、現在の職員プラス派遣という体制とした旨の経緯を把握

した。 

この内容から、はたして当該契約が必要なのか疑問に思わざるを得ない。平時は一人で行

ない、繁忙時は秘書課内部で対応できる人員配置体制を構築しておけば事足りると思われる。

あえて秘書派遣を受けて業務を担わせる必要性が本当にあるのか疑問である。 

（結果） 

見積等金額ベースで年間 2,000～3,000 千円の予算が、他の真に必要な案件に有効活用され

ると思われる。コスト削減と予算の有効活用の面から、秘書広報課の配置転換や職員による

秘書業務の対応等、積極的に代替案を検討すべきである。 

    

17－２ 瑞穂市サテライト型ＦＭ放送事業パーソナリティ業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日 至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号適用 

 この業者は、代表が市民として市内に活動の本拠地を持っ
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ており、ＦＭ放送「もくようみずほ」発足当時から番組制作

に関わっており、市の情報番組の制作に無くてはならない存

在であり、地域密着の情報番組を目指す市の方針と合致する

ため。 

 またこの業者は、代表を原点として一団で活動しており、

例えば急病等で出番が危うい場合でも、代役を出しやすく、

毎週生放送で行う上で、大変重要なポイントである。 

 さらに、代表は、ベテランアナウンサーとして地元の放送

局でも活躍しており、かつ市内の実情にも精通しており、こ

の業界における安定度、信頼度は申し分なく、レポーターな

どを行う上での市民への知名度、信頼度も申し分ありませ

ん。 

（６）結果及び意見 

①安易な予算積算方法について 

（問題点） 

前年度の実績（実績額 2,491 千円÷53 週＝47 千円）に 1 千円を上乗せした金額をベースに

積算を行っている。 

（意見） 

このような積算方法では、毎年金額が増加するばかりであり、適切な予算積算方法として

は疑問である。２人以上からの見積書の徴収による見積等金額の設定方法について、また前

年度実績に上乗せして積算を行うことの是非についても含め、検討することが望まれる。 

 

17－３ アルミ屋外掲示板（ブロンズ）購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 トーギ株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 28 日 至平成 23 年 12 月 28 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 28 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月９日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 24 日午前 11時 20 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額  4,830,000 円 

予定価格   4,672,500 円 

契約金額   4,672,500 円 

落札率    100.0％ 

（８）結果及び意見 

①不落随意契約について 

（問題点） 

１回目の入札は、５社の内１社が辞退し４社で行われたが、予定価格を上回っていたため、

２回目の入札が行われた。しかし、１回目の入札に応じた４社の内３社が辞退し、１社だけ
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が入札に応じた。そこで地方自治法第 167 条の２第１項第８号の規定「競争入札に付し入札

者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき」の規定に従い、２回目の入札に

応じた社に見積書を提出してもらい、その見積金額が予定価格以下となったため、いわゆる

不落随意契約にて契約を結ぶこととなった。 

（結果） 

このような結果となったのは、予算等金額が適切でなかったことが原因と考えられる。 

公平性や透明性の確保のため、競争入札制度を採用したのであるにもかかわらず、その目

的が達せられる前提である、適切な設計費の積算ができていなければ元も子もない。 

予算積算や設計段階において可能な限り情報を収集し、適切な設計費の積算を行う必要が

ある。 

 

17－４ Ｃ／Ｓ人事給与システム情報処理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 （当初）  自平成 23 年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（変更後）自平成 23 年４月１日至平成 23 年 12月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号適用 

 人事記録及び給与計算等については、この業者が開発した

システムを利用し、処理している。 

 またこの業者は、瑞穂市のほか岐阜県内の市町村の多種多

様なシステム開発と運用の実績もあり、公務員制度にも詳し

く、制度の変更などがあった場合に速やかに対応できる。 

 変更理由 

 現行人事給与システムから総合情報システムに切替にな

るため、契約期間の打ち切り及び契約額の減額 

 ・変更点 

 人事管理システム保守 一式 

 （当初） 320,000 →（変更後） 240,000 

 給与計算システム保守 一式 

 （当初） 640,000 →（変更後） 480,000 

（６）結果及び意見 

①見積等金額の妥当性について 

（問題点） 

個々の契約について、当該契約落札者から徴収した見積金額がそのまま予定価格となり、

そのまま契約金額となっている。 

（意見） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号該当のため契約者を決めるための見積徴収に

ついては１社からになるが、見積書に提示された金額が妥当であるかを、できる限り情報を
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集めて検証することが望まれる。 

 

18 企画財政課事務担当分 

18－１ 公会計財務書類作成支援業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年７月 15 日至平成 23年 11 月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年７月 15 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当該税理士法人は平成 20、21 年度分と財務諸表作成支援

委託を受託しており、勘定科目定義、資産データ変換ルール

及び過去からの引継ぎ処理等から考えると、平成 23 年度に

おいても引き続き財務諸表作成支援には、当該税理士法人し

かないため。 

（６）結果及び意見 

①見積書の形式について 

（問題点） 

瑞穂市契約規則第25条第２項では、見積書には内訳明細を付記させなければならないとさ

れている。しかし、本件の見積書には、別紙作業分担表との記載があるが別紙の添付がなか

った。 

（結果） 

別紙がなければ見積書として完結しない。 

当該別紙は、瑞穂市契約規則第25条第２項にいう内訳明細に該当しうるものであると思わ

れる。このままでは同項違反となるものであり、仮に別紙が同項にいう内訳明細とは別途の

ものであっても、当然に添付を確認すべき事項である。 

 

②随意契約の理由と見積書の徴収について 

（問題点） 

本件において、随意契約の理由は，第２号「契約の性質又は目的が競争入札に適しないと

き」である。そのため今回は見積書が１社しかなかった。 

（意見） 

競争入札に適さないとする理由は，平成20年度より「基準モデル」（総務省が平成18年５月

に公表した公会計のモデル）を採用した際に、契約者と契約し（隣接の本巣市との共同委託）、

これまでも契約を継続していることと公会計パッケージＰＰＰ（トリプルピー）を使用して

いることの２点であると思われる。 

この理由からすれば，今後システムの変更なき限り、継続して契約者と契約せざるを得な

くなるはずである。 

岐阜県内においては、各務原市において、基準モデルとＰＰＰシステムの使用がなされて

いるが、秋田県の税理士法人に業務を委託しているようである。 



105 
 

業務としては、岐阜県内の業者に限定されるべき事項とは思われない。競争入札に適しな

いということもできない。 

今後も随意契約でよいのかは、法令で定められた随意契約の理由と照らし合わせて、今後

再検討することが望ましい。 

なお、契約者が当初提出した見積書は予定価格よりも高いものであったが、その後の見積

書は予定価格と同一である。このような経過を経た理由は不明である。 

 

18－２ 瑞穂市第二次財政計画策定業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 名豊コンサルタント株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 15 日至平成 24年１月 31 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 15 日 

（６）入札の場合 

 

通知日      平成 23 年 10 月 18 日 

入（開）札日   平成 23 年 11 月７日 午後２時 00 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,470,000 円 

予定価格  1,155,000 円 

契約金額   974,400 円 

落札率   84.4％ 

（８）結果及び意見 

①指名業者の選定案作成時の業者確認について 

（問題点） 

担当課において指名業者の選定案の素案を作成する際、本来見積りを依頼した業者を選定

する予定であったが、類似の法人名を有する業者を選定した。 

（結果） 

担当課における素案作成にあたっては、社名のみならず、資格者番号、代表者、所在地等

複数の項目について確認しあうようにすべきである。 

 

18－３ 平成 24年度瑞穂市予算書  

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年２月 17 日至平成 24 年２月 21 日 

（４）契約日 平成 24 年２月 17 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第７号適用 

本件契約者は 100％出資の株式会社として、年間を通じて

簡易印刷業務を請け負っている実績があり、今回の印刷業務

においても、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結す

ることができる見込みがあるため。 
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18－４ 瑞穂市第１次総合計画後期基本計画印刷製本 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年３月 26 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 24 年３月 26 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本件契約者は100％市の出資会社で瑞穂市が行う業務の効

率化及び低コスト化をめざし、市勢の伸展と市民の福祉増進

を図るため、市の業務請負を目的として設立した会社であ

り、かつ、市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した会社

であるため。 

（６）結果及び意見（３と４の契約） 

①契約者について 

（問題点） 

瑞穂市が 100％出資する会社で随意契約となっている。 

（結果） 

本件契約者は瑞穂市が 100％出資する会社であり、瑞穂市の援助団体として業務を行って

いる。瑞穂市も施策として設立した会社であるため使い勝手も良いであろうが、市民が疑念

をもつ可能性がある。市の施策を明確に、他の企業から見積りをとるなどし、市民が疑念を

もたないように努める必要がある。 

 

19 総務課事務担当分 

19－１「つどいの泉」業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１、２号適用 

平成 14 年度当初からＡ社に委託しいるとともに、施設管

理に実績があり、施設に精通しているため。 

（６）結果及び意見 

①「つどいの泉」業務委託の随意契約理由書について 

（問題点） 

随意契約理由書の１と２に○印が付いている。 

（結果） 

当該契約の理由は、２号適用のはずが、理由書には１にも○印がついている。管理職の印

が押されているが確認していない証拠である。したがって、押印するすべての職員は間違い

がないようにしっかりとチェックすべきである。 
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19－２ 瑞穂市防災マップ(洪水・地震)修正業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年９月 13 日至平成 24 年３月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年９月 13 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

今回の瑞穂市ハザードマップ（洪水・地震）作成について

は、既存のものを修正し増刷することを目的とするものであ

り、前回、平成 19 年度に本件契約者と契約し調査・作成し

た経緯があるため、製作に関して熟知しており早急な対応が

可能であるため。 

（６）結果及び意見 

①仕様書と見積りについて 

（問題点） 

当初作成した業者に毎回追加修正の業務委託が行われる。 

（意見） 

元のデータが本件契約者にあるため、自然とこの業者に契約することになってしまう。し

たがって、仕様書で元のデータをもらうように記載するようにし、入札により他の会社が参

入し易い状況を作っていくことが 少の支出で 大の効果を生むのではないかと思われる。 

 

19－３ 例規集追録及び現行法令ＷＥＢシステム 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本契約により、対価として受ける例規集のデータ更新作成

及び入力、例規データＣＤ－ＲＯＭ原版及び現行法令ＷＥＢ

システムの更新は、選定業者において、開発及び導入したも

ので、本契約に伴う作業は、選定業者が も長けていること

は自明であり、 も有利かつ合理的な契約を結ぶことが可能

であるため。 

（６）結果及び意見 

①検査調書の作成について 

（問題点） 

検査調書の作成が行われていなかった。 

（結果） 

担当課が備忘していたとのことだか、契約事務処理要領にうたわれているため要件が該当

すれば作成しなければならず、備忘は許されない。また、支出の際も、検査調書を確認しな
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ければならない。再度、一連の契約の手続について確認すべきである。 

 

19－４ 防災ラジオ購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 18 日至平成 23 年８月 15 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 18 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

購入予定の防災ラジオは、一番の特徴は、市の同報系防災

無線の周波数をあらかじめラジオ内にセットし、スタンバイ

中又は他局のラジオ放送（ＦＭ又はＡＭ）を聴いている際に、

同報無線を受信すると自動に周波数が切り替わって、同報無

線を聞くことができるもので、戸別無線機と同様の効果がよ

り低コストで期待できるものである。このラジオは、購入予

定業者が直接に製造・販売を行っているため、技術的、価格

的に も有利な契約を結ぶことが可能と考え、一社の随意契

約にて契約を行いたいと考えていることを理由とする。 

（６）結果及び意見 

①随意理由書について 

(問題点) 

随意理由書において「購入予定の防災ラジオは、一番の特徴は、市の同報系防災無線の周

波数をあらかじめラジオ内にセットし、スタンバイ中又は他局のラジオ放送（ＦＭ又はＡＭ）

を聴いている際に、同報無線を受信すると自動に周波数が切り替わって、同報無線を聞くこ

とができるもので、戸別無線機と同様の効果がより低コストで期待できるものである。この

ラジオは、購入予定業者が直接に製造・販売を行っているため、技術的、価格的に も有利

な契約を結ぶことが可能と考え、一社の随意契約にて契約を行いたいと考えます。」と記載さ

れている。 

(結果) 

当該会社より購入することが低コストによることができると記載されている。当該低コス

トであることを客観的に示す書類として、他の企業からの見積りは不可避であると考えられ

るが、他の企業からの見積りを取得していない現状は低コストであることを随意とする理由

として十分ではない。また、現状は当該企業の見積りをもとに予算等金額及び予定価格を設

定していることから、企業の言い値となっている可能性は否めない。したがって、他の業者

からの見積書を徴収すべきである。 

 

②検査調書について 

（問題点） 

検査調書が修正液による修正が行われていた。 
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（結果） 

修正する際には、瑞穂市文書規程第 19 条第５号において訂正箇所について認印を押すこと

が規定されている。したがって、修正液による修正ではなく、二重線により修正し、認印を

押印の上、修正すべきである。 

 

③契約書の不備について 

（問題点） 

契約書第１条において供給する物件を記載する「 」が設けられているが、当該供給する

物件の名称が記載されていない。 

（結果） 

契約書は、合意内容の明確化や紛争の防止等のために作成される重要な書類である。その

ため、記載内容を当事者が確認し、署名又は記名押印されるのである。したがって、本来、

記載内容については瑞穂市及び事業者が十分チェックされるべきであり、そういった中で、

当該契約の根幹である供給物件が記載されていない契約書に署名又は記名押印されることは

あってはならない。今後そういった事がないようにチェック体制を見直すべきである。 

 

19－５ 岐阜県議会議員選挙 選挙事務委託（派遣） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 23 年４月 10 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当市の選挙において実績があり、選挙事務サポート業務、

期日前投票事務及び投票事務にかかる委託事務は、投票事務

と極めて特殊性の高い事務である。今回の選挙は、平成 22

年度より年度をまたいで、事務委託を継続的に行う必要があ

るため、人材の確保が困難であること、また当該事務に実績

があり、業務における高い効率性が期待できることから。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

 (問題点) 

現在の当該契約を随意契約とする理由は「当市の選挙において実績があり、選挙事務サ  

ポート業務、期日前投票事務及び投票事務にかかる委託事務は、投票事務と極めて特殊性の

高い事務である。今回の選挙は、平成 22 年度より年度をまたいで、事務委託を継続的に行う

必要があるため（平成 22 年度の選挙事務サポート事務を当該業務と契約予定である。）、人材

の確保が困難であること、また当該事務に実績があり、業務における高い効率性が期待でき

ることから、本件契約者と契約する。」と記載されている。 

（結果） 

当該契約内容は、特殊性の高い事務であることは理解できるものの、一方で他の市町村に
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おいては、人材派遣業者も利用しているとの市からの回答を受けた。したがって、本件契約

者でなければならない理由はなく、また他の業者の見積書を徴収することが金額の妥当性を

検討する上では必要不可欠ではないか。総合的に本件契約者と随意契約とすることについて

検討すべきである。 

 

19－６ 瑞穂市長選挙ポスター掲示板（設置（張替）・撤去）・選挙公報配布・開票所（設営・

撤去）請負委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 11 日至平成 23 年５月２日 

（４）契約日 平成 23 年４月４日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

選挙ポスター掲示場は瑞穂市長選挙用として市内 61 箇所

を予定しており、箇所数が多く、地域の状況を認知している

方が、適当である。さらに私有地も含まれ、その設置場所に

応じた対応が必要である。今回は、岐阜県議会議員選挙で使

用したポスター掲示場を利用し、表示を張り替えるため、岐

阜県議会議員選挙で掲示場を設置した当該業者と契約する

必要がある。選挙公報配布業務は、選挙告示後から投票日ま

でのスケジュール的に大変短い間に市内全戸に配布する必

要があるため、市内をよく認知している業者が適当である。

この点において、本件契約者は、当業務に実績があり、かつ、

地域に密着した業務を行っているため、市内を良く把握して

いる上に、設置箇所固有の事情もよく把握していることか

ら。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点) 

随意契約とする理由として地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用している。 

（結果） 

当該契約内容は、特殊性の高い事務であることは理解できるものの、一方で他の市町村に

おいては、人材派遣業者も利用しているとの市からの回答を受けた。したがって、本件契約

者でなければならない理由はなく、また他の業者の見積書を徴収することが金額の妥当性を

検討する上では必要不可欠ではないか。総合的に本件契約者と随意契約とすることについて

検討すべきである。 

 

②検査調書の作成について（５、６の契約） 

（問題点） 

契約履行後、検査を完了した際の検査調書の作成が省略され、請求書に履行済印を押印し
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て、支払が履行されている。 

（結果） 

瑞穂市契約規則第 38 条において、検査職員は請負契約又は物品の買入れその他の契約に係

る給付の完了の確認のための検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならないと

規定されている。なお、当該規則第 39 条において検査調書の作成の省略について規程はされ

ているが、その前提として契約金額が 500 千円未満であることが条件とされている。しかし

当該契約金額は 500 千円を超えているため、検査調書の作成を省略することはできない。し

たがって、検査調書の作成を行うべきである。 

 

20 管財情報課事務担当分 

20－１ Ｃ／Ｓ住民情報システム保守 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 不明 

Ｃ／Ｓ（クライアントサーバー）型の住民情報処理業務の委託。契約者が電算機を利用し

て入出力帳票等の作成を行い、市へ提供、引き渡すことを内容とする。電子計算組織による

情報処理（以下「電算処理」という）については、個人情報保護等の重要性の観点から、瑞

穂市電子計算組織の管理運営に関する規則（平成 15 年５月１日 規則 13 号）が定められて

いる。その第 15 条及び第 16 条において、外部委託に関する規定があるが、本契約は、かか

る規定に基づき、市と契約者との間で締結されている情報処理業務委託契約の１つである。 

（６）結果及び意見 

①契約手続について 

（問題点） 

本契約においては、平成 23 年３月 23 日付けで「基幹業務システムの保守について」と題

する書面が起案されているが、瑞穂市契約規則取扱要領第１条関係記載の様式第１号の１か

ら様式第１号の５の委託伺書及び契約方法伺書が存在しない。 

（結果） 

契約者との情報処理業務委託契約は、各課に跨るという特殊事情があるが、瑞穂市契約規

則取扱要領と異なる処理をすることが許される理由はない。 

契約手続は、契約事務の適正を期すために、瑞穂市契約規則取扱要領で定められた手続を

実行すべきである。 

 

②随意契約の理由不存在について 

（問題点） 

随意契約理由書が見当たらなかった。したがって、随意契約の理由は不明である。 

（結果） 

上述した平成 23 年３月 23 日付け「基幹業務システムの保守について」と題する書面中、
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「契約者は、県内市町村の電算処理業務を集約して委託することにより低価格で業務を行う

ことができるよう設立された団体であり当市も副市長を理事として、契約者の運営及び予算

に関与。よって引き続き契約を行う。」との記載があるが、これは、随意契約の理由として記

載されているものではない。 

随意契約は、地方自治法第 234 条第２項、同法施行令第 167 条の２第１項第１号から第９

号に定める場合のみに締結できるが、随意契約理由書がない限り、その適否を検証しようが

ない。 

かかる意味で、本契約は、地方自治法第 234 条第２項、同法施行令第 167 条の２違反と評

価せざるを得ない。 

他の契約と同様に，少なくとも、随意契約理由書において、随意契約の理由を明示すべき

である。 

 

③再委託について 

（問題点） 

本契約締結日と同日に契約者より、平成 23年４月１日付け再委託承認申請書が提出されて

いる。 

（意見） 

本契約の契約書によれば、再委託自体は必ずしも禁止されていない。 

しかし、瑞穂市電子計算組織の管理運営に関する規則第 16条第２項においては、委託契約

書に明記しなければいけない事項として「再委託の禁止又は制限に関する条項」とある。ま

た、委託契約書に添付されているエルタックスシステム（地方税における手続きを、イン  

ターネットを利用して電子的に行うシステム：地方税ポータルシステム）業務の「電気通信

回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び

信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」及び「登録委託先事業者等の登録等に関

する要綱」の改訂に関する特記事項では、「５（再委託等の禁止）」とある。 

本件で扱う情報は保護の重要性が高いものであり、再委託は特別な事情がない限り禁止さ

れるべきと思われる。 

この点、契約書で再委託自体が必ずしも禁止されていないことと上記規則、添付書類との

関係性が不明であるので、その点を明確にすることが望ましい。 

 

④検査調書について 

（問題点） 

検査調書が同じ仕様書番号で２つある。Ｃ／Ｓ財務会計システム保守業務と基幹業務シス

テム保守（住民記録）の２つである。 

前者については、契約者より実績報告書が添付されており，契約の履行状況は判断しうる。

しかし、後者は、それぞれ着手届と完了届が１枚ずつあるのみで契約の履行状況が不明であ

る。 

（結果） 

当然ではあるが、契約は、契約の履行が完了して初めてその目的を達成するものである。
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このため契約の検査は重要な行為である。 

そこで、地方自治法第 234 条の２第１項では、契約の履行の確保として必要な監督又は検

査をすることを義務づけ、地方自治法施行令第 167 条の 15第２項では、検査については、契

約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならないと規定されてい

るのである。 

しかしながら、１の契約における基幹業務システム保守（住民記録）の検査調書は着手届

と完了届のみの添付であり、添付資料上では，契約の履行状況を検査しようがないはずであ

る。市において、検査の実効性を確保するとともに、検査調書には、どのような検査をした

か判る資料を添付すべきである。 

 

20－２ 総合行政情報システム導入支援業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年７月 15 日至平成 24 年３月 26 日 

（４）契約日 平成 23 年７月 15 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

市においては、平成 15 年合併からＣ／Ｓ住民記録収納管

理やＣ／Ｓ財務会計など即時性の高い業務をクライアント

サーバー方式で処理し、税の賦課や納付書の作成など大量の

バッチ処理を契約者に委託するという機能分担方式による

電算事務を行ってきた。しかしながら、徐々に各システムの

拡張性・経費効率が低下し、他システムとの連携の困難さな

ど多くの課題を抱えるようになったこと及び平成 23 年度に

は機器更新を迎えようとしていたという状況であった。そこ

で、契約者においては、課題解決のため、基幹業務の電算業

務システム 適化（ＡＳＰ化）を検討し、平成 20 年度にシ

ステムの全面的な見直し総合行政システム（ＡＳＰ化）に移

行を開始したが、この開発過程で、市は、県内市町村で共同

使用の岐阜県標準仕様の策定に当初の立ち上げから参加し

た。かかる経過の中で、これまで契約者への既存Ｃ／Ｓシス

テムの共同利用の実績があり、諸問題を解決するには、契約

者の総合行政システム以外はないと考えて、契約締結するも

のである。 

既存の基幹業務（財務会計システム・住民記録システム）の更新に伴うＡＳＰ使用のシス

テム化への導入支援業務（インフラ及び共通基盤構築支援・業務仕様変更調整・データ移行・

システム研修・稼働支援）を行う。 
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（６）結果及び意見 

①検査調書について 

（問題点） 

平成 24 年３月 26 日付け検査調書が存在する。その記載においては、「契約どおり履行され

たと認めます」との記載があるが、どのような検査をしたのか資料上では判然としない。 

（結果） 

資料がなければ、どのような根拠に基づき、契約どおり履行されたと認めたのか不明であ

る。本契約は業務委託であり、内容も必ずしも明確とはいえないことから、どのような検査

をしたのか明確になる資料を添付すべきである。 

 

20－３ 総合行政情報システム賃貸借契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年１月１日至平成 28年 12 月 31 日（５年間） 

（４）契約日 平成 23年 12 月 28 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

総合行政情報システム導入のため、契約者と業務委託契約

を締結（瑞情委託 26）。システムを稼働する際に、データセ

ンターの機器（機器賃貸借）、ＡＳＰのデータセンターのセ

キュリティや運用機能（ＩＤＣ機能）、共通基盤機能が必要

となる。そのため、システムの提供業者である契約者と安定

的な使用を行うため、５年間の賃貸借契約、長期継続契約を

締結するもの。 

平成 23 年度、市で導入することが決定された「総合行政情報システム」稼働に必要とされ

る機器等の賃貸借契約である。地方自治法第 234 条の３、地方自治法施行令第 167 条の 17及

び瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第１項に基づく５年

間の長期継続契約である。 

（６）結果及び意見  

①検査調書について 

（問題点） 

平成 23 年度においては、平成 24 年３月 31日付けのものが１つだけ存在する。毎月作成さ

れていない。 

（意見） 

本契約においては、毎月、賃料の支払が発生するものである（契約書添付の総合行政情報

システム賃貸借契約（長期継続契約）仕様書参照）。 

ところで、瑞穂市契約規則第 38 条からは、検査調書作成の時期について必ずしも明確では

ないが、本契約は、契約者の毎月の債務行為（所有物を使用収益させる義務）に対して支払

が行われているものである。 

かかる支払の状況の場合、検査調書の作成を年度に 1 度とするのか、毎月作成するのか瑞
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穂市として統一された取扱いとなるように検討することが望ましい。 

 

20－４ 庁舎ＬＡＮシステム用複合機使用料   

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

ＬＡＮシステムの複合機機器製造業者と連携のとれる業

者でなければならない。よって、購入元及び借用元である契

約者と一社随意契約を行う。 

庁舎ＬＡＮシステム用複合機使用に関する契約。単価契約である。 

（６）結果及び意見 

①検査調書の作成について 

（問題点） 

検査調書は見当たらなかった。検査調書の作成を省略し、請求書に履行印を押していると

のことである。 

（結果） 

契約規則第 39 条においては、検査調書の作成を省略することができる場合は契約金額が

500 千円を超えない契約とされている。少額であるがゆえの手続きの省略化を認めている趣

旨と考えられる。 

この点、本件契約を単価で見た場合、500 千円を超えないとして検査調書の作成を省略で

きるという解釈は成り立つが、設計費は 8,000 千円を超えていることから、１年総額では優

に 500 千円を超えるものである。１ヶ月単位で考えても 500 千円を超える。 

かかる金額からは、重要な契約であると評価することができるのであり、形式的な解釈の

みから、検査調書の作成を省略してよいと考えるべきではない。検査調書の作成について検

討すべきである。 

 

②他契約との関連性について（１、２、３の契約） 

（問題点） 

上記１から３の契約は、いずれも同一業者が契約相手である。 

そして、「総合行政情報システム」を導入するための支援委託業務が２の契約であり、シ

ステム導入に必要な機器の賃借が３の契約という関係にある。 

２の契約と３の契約では、契約の種類（委託か賃貸借か）、契約開始時期、契約期間が異

なるが、システム導入のために必要な契約であることは同様である。 

両契約は一部契約期間が重複する（平成 24 年１月１日から同年３月 26日まで）。 

（意見） 

２の契約の履行の確保にとって３の契約が必要であれば、両契約期間が重複する期間（平

成 24 年１月１日から３月 26 日まで）は、３の契約の賃料の免除あるいは、減額を検討する
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ことができなかったか、あるいは、３の契約については、１契約及び２契約の契約終了後を

契約始期とすることができなかったかなど、費用削減可能性がなかったか再検証することが

今後のためにも望ましい。 

 

③物品等購入伺書について（３、４の契約） 

（問題点） 

３の契約においては、平成 23 年 11 月 22 日付けで、物品等購入伺書が起案され、同月 24

日市長決裁印が押されている。４の契約においては、平成 23 年２月７日付けで、物品等購入

伺書が起案され、同月８日市長決裁印が押されている。 

（結果） 

３及び４の契約は、いずれも、賃貸借契約であって、物品等の購入ではない。 

それにも関わらず、物品等購入伺書で起案されている。 

瑞穂市契約規則及び同規則取扱要領に様式がないための処理と考えられるが、契約形態と

合致しない。 

早急に様式を制定し、今後は、実態に合わせた伺書を作成することが必要である。 

 

20－５ クライアントパソコン機器等購入事業契約 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 一般競争入札（４社） 

（３）契約者 富士ゼロックス岐阜株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年７月 28 日至平成 23年 10 月 14 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 28 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年６月 29日 

入札参加申請 平成 23年６月 29日から 

       平成 23 年７月５日午後１時まで 

入札日    平成 23年７月 13日午後１時 30分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 36,540,000 円 

予定価格  34,965,000 円 

契約金額  18,992,625 円 

落札率   54.3％ 

本契約は、パソコン機器保守満了に伴う機器更新事業である。職員用パソコン 191 台の納

品、庁内ＬＡＮへの接続及びソフトウェア導入と設定を行い、指定する場所への据付動作確

認までを含む。 

 

（８）結果及び意見 

①物品等購入伺書について 

（問題点） 

平成 23 年６月９日付け物品等購入伺書に、ホチキスで書面（事業名、業務内容、調達機器、

設定、納品場所等の詳細が記載）が添付されている。伺書自体に「別紙のとおり」との記載
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がないので、かかる書面と伺書の関係性が不明である。 

（結果） 

伺書の欄はスペースに限りがあり、詳細が記載しきれないことはあり得ることである。そ

の場合は、別紙を利用することになろうが、別紙にて詳細を記載する場合は、伺書において

添付した書面の関係性が判るように、「別紙のとおり」などといった記載をすべきである。 

 

②設計費の算定について 

（問題点） 

本契約は、入札参加者４社であり、それぞれの入札金額は次の表のとおりである。 

＜表＞                       （単位：円） 

入札参加者 入札金額  

富士ゼロックス岐阜（株）営業本部  18,088,215 落札 

中央電子光学（株）  25,000,000  

トーテックアメニティ（株）岐阜事業所 19,490,000  

中部事務機（株） 26,800,000  

契約者の落札率は 54.3％である。４社中 高金額で入札した業者でも 26,800 千円（税込

みで 28,140 千円）であり、80.5％ほどである。 

本契約は、物品購入であり、建設工事ではないため、予定価格が 20,000 千円以上であって

も低入札制度はないが、落札率の低さは際立っていると評価される。 

（結果） 

設計費設定のために、参考見積りをとっていたようであるが、結果的には、契約金額との

間には相当の開きが生じた。 

ヒアリングによれば、安価であっても、契約者より提供された物品等に不都合はなく、結

果としては問題ないとのことであった。 

しかし、ここまで金額に開きがあるということは、設計費の算定自体に問題があった可能

性が高い。 

単に安価であったからよいと終えるのではなく、設計費と契約金額に相当の差が生じた原

因を究明し、今後、適切に設計費を算出できるような体制を整える必要がある。 

 

③検査調書について 

（問題点） 

平成 23 年 10 月 14 日付けで検査調書が作成されている。その書面においては、「仕様のと

おり良好」との記載がある。添付書類としては、パソコンの納品書しかない。 

（意見） 

本契約は、その内容として、パソコンの納品のみならず、指定場所の据付、動作確認も含

まれている。ヒアリングにおいては、具体的に設定関係を立ち上げて、動作確認していると

のことであったが、書面上、それは不明である。 

どのような検査をしたのか判る資料（例えば、検査状況の写真など）の作成をすることが

望ましい。 
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20－６ 電気設備保守管理業務委託契約 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

 （３）契約者 財団法人中部電気保安協会岐阜支部 

鈴木電気保安管理事務所 

藤吉電気保安管理事務所 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午前 11 時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,041,467 円 

予定価格と契約金額は、後記表のとおり。施設ごとに定めら

れている。落札率は各施設いずれも 100.0％ 

市内施設の電気設備保守管理業務の委託。平成 23 年度及び平成 24 年度の入札結果は、次

表のとおりである。 

 

＜平成 23年度＞                            （単位：円） 

番

号 
施設名 予定価格 

入札金額（税抜） 

契約金額 

（税込） 

財団法人中部

電気保安協会

岐阜支部 

鈴木電気保安

管理事務所

藤吉電気保安

管理事務所

１ 瑞穂市役所 311,220 296,400 311,220

２ 総合センター 642,978 769,200 612,360 642,978

３ 市民センター 278,460 344,400 265,200 278,460

４ 図書館 278,460 336,000 265,200 278,460

５ 生津小学校 128,520 122,400 128,520

６ 本田小学校 149,940 142,800 149,940

７ 穂積小学校 168,840 160,800 168,840

８ 牛牧小学校 128,520 122,400 128,520

９ 穂積中学校 263,340 250,800 263,340

10 穂積北中学校 128,520 122,400 128,520

11 穂積北中学校夜間照明 138,600 132,000 138,600

12 別府水源地 546,840 520,800 546,840

13 牛牧北部防災コミュニ

ティセンター 
297,765 384,000 283,500 297,765

14 美来の森 118,650 159,600 113,000 118,650

15 本田第１保育所 122,220 116,400 122,220
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16 別府保育所 292,320 357,600 278,400 292,320

17 火葬場 124,740 118,800 124,740

18 花塚排水機場 55,730 46,000 55,730

19 牛牧排水機場 61,215 58,300 61,215

20 別府排水機場 43,680 41,600 43,680

21 アクアパーク別府水処

理センター 
365,148 453,600 347,760 365,148

22 牛牧南部コミュニティ

センター 
139,755 159,600 133,100 139,755

23 巣南中学校 229,320 218,400 229,320

24 老人福祉センター 168,840 160,800 168,840

25 瑞穂市役所巣南庁舎 311,220 296,400 311,220

26 給食センター 504,000 480,000 504,000

27 南小学校 122,220 116,400 122,220

28 中小学校 153,720 146,400 153,720

29 西小学校 66,780 63,600 66,780

30 巣南公民館 68,040 64,800 68,040

31 南保育・教育センター 152,460 136,800 152,460

32 西保育・教育センター 141,120 134,400 141,120

33 中保育・教育センター 105,840 100,800 105,840

34 宮田水源地 196,560 187,200 196,560

35 アクアパークすなみ 226,800 267,600 216,000 226,800

36 呂久クリーンセンター 127,260 121,200 127,260

37 瑞穂市西部複合センター 124,740 118,800 124,740

38 古橋水源地 183,960 175,200 183,960

39 本田コミュニティセンター 248,220 236,400 248,220

40 教育支援センター 175,140 162,000 175,140

41 本田第２保育所 124,362 159,600 118,440 124,362

42 牛牧第２保育所 254,520 236,400 254,520

43 瑞穂市・神戸町水道組合

水源地 
137,999 130,800 137,999

44 ほづみ幼稚園 167,580 205,100 159,600 167,580

 合計 8,776,162 9,135,000 1,157,900 1,634,660 8,776,162
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＜平成 24年度＞                            （単位：円） 

番

号 
施設名 予定価格 

入札金額（税抜） 

契約金額 

（税込） 

財団法人中部

電気保安協会

岐阜支部 

鈴木電気保安

管理事務所

藤吉電気保安

管理事務所

１ 瑞穂市役所 444,150 296,400   311,220

２ 総合センター 651,000 566,400 612,360 594,720

３ 市民センター 278,460 247,200 265,200 259,560

４ 図書館 265,200 247,200 265,200 259,560

５ 生津小学校 199,080 122,400 128,520

６ 本田小学校 167,580 142,800 149,940

７ 穂積小学校 199,080 160,800 168,840

８ 牛牧小学校 199,080 122,400 128,520

９ 穂積中学校 299,880 250,800 263,340

10 穂積北中学校 199,080 122,400 128,520

11 穂積北中学校夜間照明 168,840 132,000 138,600

12 別府水源地 651,420 520,800 546,840

13 牛牧北部防災コミュニ

ティセンター 
298,000 274,800 283,500 288,540

14 美来の森 119,000 114,000 113,000 118,650

15 本田第１保育所 141,120 116,400 122,220

16 別府保育所 292,320 268,800 278,400 282,240

17 火葬場 124,740 118,800 124,740

18 花塚排水機場 138,180 131,600 138,180

19 牛牧排水機場 53,550 51,000 53,550

20 別府排水機場 38,220 36,400 38,220

21 アクアパーク別府水処

理センター 
365,148 333,600 347,760 350,280

22 牛牧南部コミュニティ

センター 

140,000 117,600 133,100 123,480

23 巣南中学校 260,820 218,400 229,320

24 老人福祉センター 187,000 160,800 168,840

25 瑞穂市役所巣南庁舎 311,220 296,400 311,220

26 給食センター 541,000 480,000 504,000

27 南小学校 133,560 116,400 122,220

28 中小学校 177,660 146,400 153,720

29 西小学校 73,080 63,600 66,780

30 巣南公民館 68,040 64,800 68,040
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31 南保育・教育センター 143,640 136,800 143,640

32 西保育・教育センター 141,120 134,400 141,120

33 中保育・教育センター 124,740 100,800 105,840

34 宮田水源地 234,360 187,200 196,560

35 アクアパークすなみ 226,800 201,600 216,000 211,680

36 呂久クリーンセンター 127,260 121,200 127,260

37 瑞穂市西部複合センター 125,000 118,800 124,740

38 古橋水源地 219,240 175,200 183,960

39 本田コミュニティセンター 249,000 236,400 248,220

40 教育支援センター 189,600 162,000 170,100

41 本田第２保育所 124,362 117,600 118,440 123,480

42 牛牧第２保育所 254,520 236,400 248,220

43 ほづみ幼稚園 167,580 159,600 159,600 167,580

 合計 9,512,730 8,129,400 1,157,900 1,634,660

（８）結果及び意見 

①委託業務伺書について 

（問題点） 

瑞穂市役所（１の施設）における平成 23 年２月９日付け委託業務伺書では、予算等金額

400 千円が鉛筆により二重線で消され、「デマンド監視含む 320,000 円」と鉛筆書きで記載

されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程第 19 条第１項第５号の規定からは、金額の訂正方法が必ずしも不明である

が、金額は書面上 も重要な記載の 1 つであり、その誤りを、鉛筆により訂正することは公

文書の訂正としては誤りである。今後このようなことがないように訂正方法を統一すべきで

ある。 

 

②検査調書の作成について 

（問題点） 

検査調書が見当たらなかった。 

（結果） 

契約規則第 39 条においては、検査調書の作成を省略することができる場合は契約金額が

500 千円を超えない契約とされている。本件契約を施設単体で見た場合、500 千円を超えない

として検査調書の作成を省略できるという考え方もありうるが、各契約業者との各契約は、

施設ごとの契約となっていない。   

契約業者ごとの契約金額総額ではいずれも 500 千円を超えるのであり、検査調書の作成が

必要と考えられる。現状は瑞穂市契約規則第 38条に則っていない。是正すべきである。 

また、契約業者より、平成 24 年３月 31日付け完了届が提出され、「瑞穂市役所 業務期間

１年 業務を完了しましたからお届けいたします。」との記載があるが、これのみでは業務遂
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行の内容が不明である。業務遂行内容が明確となるような完了届の提出を求めるべきである。 

 

20-７ 情報資産管理システム購入事業 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 トーテックアメニティ株式会社岐阜事務所 

（４）契約期間 自平成 23年７月 20 日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 20 日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年６月 28日 

入（開）札日 平成 23年７月 13日午後１時 45分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 8,261,000 円 

予定価格  7,035,000 円 

契約金額  6,289,500 円 

落札率   89.4％ 

情報資産管理システムの更新と同時に老朽化したサーバー機器の更新にあたり、 新の高

性能なハードウェアと仮想化技術を用いてサーバー統合を行い、情報システムの 適化及び

省電力化を図るもの。 

（８）結果及び意見 

①平成 23年６月９日付け物品等購入伺書について 

（問題点） 

平成 23 年６月９日付け物品等購入伺書の品名は修正テープが使用されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程第 19 条第１項第５号においては、「記載事項のうち重要な事項を訂正した

とき（金額の訂正を除く。）は、その箇所に認印を押すこととの記載がある。物品等購入にお

ける品名は契約の要素であって当然重要な事項である。 

したがって、訂正した上で認印を押すことが必要であり、修正テープの使用は、これに反

する扱いである。今後は避けるべきである。            

 

②他システム契約との関係について 

（問題点） 

管財情報課は、平成 23年度、契約者との間で、本契約の他、情報システム 適化設計業務

委託（瑞情委第 18号）、総合行政情報システムネットワーク設計及び設定委託（瑞情委第 25

号）についても契約を締結している。 

（意見）    

本契約は情報資産管理システム契約であるが、市が契約する他の管理システム契約との一

括契約により金額を抑えることができなかったかなど再検討することが望ましい。 
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③検査調書について 

（問題点） 

平成 23 年 10 月 31 日付け検査調書では、「仕様のとおり良好と認める。」との記載があり、

契約者からの業務完了報告書兼検収書が添付されているが、検収する立場のお客様ご記入欄

（すなわち、本来市が記入する箇所）には記載がなかった。 

（意見） 

検収書に記入欄が存在するのであれば、記入をすることが望ましい。また、「仕様のとおり

良好と認める。」とあるが、資料上では、どのような検査がなされたか不明であり、それが判

る資料を添付することが望ましい。 

 

21 市民課事務担当分 

21－１ 情報処理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年２月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 24 年２月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

住民の個人情報を扱うものであることからその改修を複

数の業者又は民間企業等に委託するのは不適当であると考

えられるため。 

 

21－２ 戸籍総合システムデータ保守管理委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

戸籍データの作成及び戸籍システムの導入を行った業者

であり、システムの互換性を確保するため、また価格的にも

契約を も有利に行うことができる見込みがあるため。 

（６）結果及び意見（１、２の契約） 

①見積書について 

（問題点） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号により、見積書が１社しかない。 

（結果） 

情報処理業務委託については、情報処理業務委託に係る予定価格書の省略及び１社見積理

由書によると「既存の住民記録システムをベースに法改正等に対応でき、コスト・時間・信

頼性を考慮すると、本件契約者に情報処理業務委託するほかはなく、本件契約者の評議員・

役員も岐阜県職員及び委託市長の職員でもあるため、適正な見積金額であるため予定価格の
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設定を省略するものである。」と記載されている。確かに県主体で運営されている本件契約者

は信頼しうる団体かもしれない。しかし同じ県内の各務原市や養老町は名古屋の業者に依頼

しており、本件契約者が法律により独占している業務ではない。 

また戸籍総合システムデータ保守管理委託については、情報処理業務委託に係る予定価格

書の省略及び１社見積理由書によると「①Ａ社製で構成されている。②同メーカーの製品と

システムを使用することにより、本件契約者に対しトラブル時の責任の所在を明らかにして

いる。③保守管理委託によりプログラム等の開発費が不要である。」とのことである。確かに

現状では他の会社に依頼することは困難であろう。しかし社会状況の変化や技術の向上を考

慮しなければならない。 

したがって、３年に一回は他の業者からの見積書を徴収し、予定価格を設定し、入札を行

うべきである。そして瑞穂市にとってどの業者が 少の支出で 大の効果を生むのかを判断

するべきである。 

 

22 税務課事務担当分 

22－１ 住民税申告受付支援システム（保守）業務 

（１）分類 業務委託  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日 至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 

22－２ 情報処理業務委託（住民税申告受付支援システム開発業務） 

（１）分類 業務委託  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年２月１日 至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 24 年１月 19 日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

（６）結果（１、２の契約） 

①契約書の内容について 

（問題点） 

業務委託契約書を確認したところ、システム及びソフトの変更について、第 13 条で次のよ

うに規定されている。 

「甲（瑞穂市）の申し出により、情報処理業務のシステム及びソフトの開発又は修正が生

ずる場合にあっては、乙（受託契約先）は甲と協議して当該業務に関する仕様書等の書面を

甲から受け、作業を行うものとする」 

２ 「前項に関わるシステム及びソフトの開発又は修正に要する費用は、甲乙別途協議の上

定めるものとする」という内容であった。 

つまり、業務委託者側からの当該情報処理業務システムに対する修正申し出があった場合、

業務受託者は当該システム及びソフトの修正に要する費用について、別途協議のうえ定める
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ものとする、という内容である。 

（結果） 

当該条項から、システムの使い手である市側からのシステム修正依頼を受けて、システム

の作成側は、修正費用について、別途支払いを求める、とも読めなくはない。修正依頼の度

に費用負担が発生するようでは、当初のシステム及びソフトの開発そのものに欠陥があった

と言わざるを得なくなる。 

どのような場合に費用負担が発生するのかを例示した形での条項作成に努めるべきである。 

 

22－３ コンビニ対応納付書システム開発 

（１）分類 業務委託  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 12 月 12 日 至平成 24 年３月 31日 

（４）契約日 平成 23年 12 月 12 日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 

22－４ 情報処理業務印刷単価契約（軽自動車税帳票） 

（１）分類 物品購入  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日 至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 

22－５ 情報処理業務印刷単価契約（住民税帳票 当初、随時分） 

（１）分類 物品購入  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日 至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 

22－６ 情報処理業務印刷単価契約（住民税帳票 特徴納付書分） 

（１）分類 物品購入  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年５月９日 至平成 23年６月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年５月９日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 
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22－７ 情報処理業務印刷単価契約（コンビニ対応納付書テスト用） 

（１）分類 物品購入  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 12 月 12 日 至平成 24 年３月 31日 

（４）契約日 平成 23年 12 月 12 日 

（５）随意契約理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 

22－８ 法人市民税申告書印刷製本 

（１）分類 物品購入  

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 11 月 22 日 至平成 24 年 12 月 26日 

（４）契約日 平成 23年 11 月 22 日 

（５）随意契約理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 契約者による法人市民税システムのための専用用紙であ

り、システムの保守及び修正とも関連があることから、他の

ものを使用することができないため。 

（６）結果及び意見 

①受託者側の当該契約者について（１から８の契約） 

（問題点） 

受託者である、当該契約者は、岐阜県内市町村における行政事務情報化の推進を目的に、

共同してシステムの開発及び提供並びに情報処理を行うべく、昭和 45 年に設立された財団法

人である。平成 18 年公益法人制度改革に伴い、平成 24 年４月に一般財団法人に移行したと

のことであるが、行政事務情報化の推進、まさに公益に資する財団法人であると考えられる

が、何故一般財団法人への移行なのか疑問が残るところである。 

当該契約者について、財務諸表の提出を求めたところ、平成 23 年度末現在で、1,907,614

千円もの繰越収支差額が存在している。また平成 23 年度の事業活動収支差額は、71,491 千

円である。 

（結果） 

県内各市町村が当該契約者のシステムを利用しているからということで、随意契約で業務

委託を行っているが、各種契約金額が果たして本当に妥当な額か否かを比較検討する機会を

早急に設けるべきである。 

 

②随意契約理由書未作成による契約締結について（１から７の契約） 

（問題点） 

いずれも、随意契約でありながらその随意契約理由書が見当たらず確認を求めたところ、

作成していないという回答を得た。何故作成していないかを再度確認したところ、特に理由

もなく前年通りの方法で起案し契約に至っている旨の回答があった。 
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（結果） 

契約に至る手順の中で、予定価格の多寡に関係なく全て委託業務伺書あるいは物品等購入

伺書にて当該契約を起案し、その後一般競争入札、指名競争入札、あるいは随意契約による

契約方法伺書に指名（見積）業者選定調書と共に随意契約理由書が添付されて執行伺いがな

されるという順序が示されている。 

にもかかわらず、随意契約理由が明示されないまま何故随意契約が行なわれたのか、その

プロセスが不明瞭と言わざるを得ない。特に理由もなく随意契約理由書を作成せず契約に至

っていることは、契約手続の逸脱行為であると考える。地方自治法第 234 条第１項及び同第

２項によれば、契約は一般競争入札が原則であり、政令で定める場合に該当するときに限り、

随意契約によることができるとされており、地方自治法施行令第 167 条の２の第何号に該当

し、どのような理由から随意契約を採用したのかを明示されていなければ随意契約は行えな

いのである。 

契約手続の基本に立ち返って、随意契約の場合には必ず随意契約理由書を作成すべきであ

る。 

 

22－９ 平成 23年度航空写真等共同整備業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札 （12 社） 

（３）契約者 アジア航測株式会社 岐阜支店 

（４）契約期間 自平成 23年６月 1 日 至平成 24年３月 20 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 1日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年４月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年５月 13 日 午後１時 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 61,937,400 円（瑞穂市 4,361,700 円） 

予定価格  61,937,400 円 

契約金額  58,800,000 円（瑞穂市 4,141,200 円） 

落札率   94.9％ 

（８）結果及び意見 

①受託者側の財団法人岐阜県建設研究センターについて 

（問題点） 

財団法人岐阜県建設研究センターについて、平成 25 年４月に公益財団法人に移行予定であ

るとの説明を受けた。財務諸表の提出を求め、平成 23 年度の財務諸表を確認したところ、平

成 23 年度末現在で、619,451,606 円もの繰越収支差額が存在している。また平成 23 年度の

事業活動収支差額は、113,655,929 円である。 

（結果） 

航空写真等撮影共同整備業務の発注代行者として、公共工事発注者支援機関である財団法

人岐阜県建設研究センターに、別途入札執行支援業務費用を支出しつつ利用することの妥当

性を検討すべきである。 
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②平成 23年度航空写真等共同整備業務参画意向についての伺い書面について 

（問題点） 

まず入札執行について「共同入札執行支援業務」として、財団法人岐阜県建設研究セン  

ターに委託し、決定した業者が各自治体と個々に契約を締結するとある。 

前回（平成 20 年）まで市単独で撮影委託（３年毎）していたものを、県内の他の自治体と

共同発注することにより、委託金額の縮減を目的とするもの。但し実際の契約金額について

は、入札によって価格決定がされるため未定である。予算については概算設計による見積り

金額及び共同入札執行支援業務の金額は確保してある状況であるため、予算不足となること

はありません。とある。また、本撮影業務を前回業者以外が受注した場合でも、他の委託業

務に影響はない、とも記されている。 

予算額は、4,830 千円と記載してあるがその根拠について問い合わせたところ、朝日航洋

（株）から取り寄せたものとの回答を得た。 

また、航空写真等共同整備業務に関する協定書にも、第 1 条目的に、スケールメリットを

活かした航空測量等の実施に関する費用縮減を図る、とあるが、平成 20 年度と比較すると、

縮減どころか 781,200 円（契約金額ベース）高くなっている。このような状況では、当該共

同整備業務に参画した当初の目的が果たされていないことになる。 

（結果） 

様々な住民サービスの基となる航空写真の撮影業務について、当該建設研究センター理事

長名で発せられた意向調査照会にあるように、複数自治体で一括発注することでスケールメ

リットを活かした投資の抑制やコスト縮減を図り、ひいては各自治体の経費削減が図られる

と期待されたが、結果的には前回委託金額より高額な契約となってしまった。次回は３年後

であるので、再びこの共同整備業務を利用するのか、以前のように市単独で行うのか、他の

市町村の情報も勘案しながら、充分に検討すべきである。 

 

22－10 瑞穂市正面路線番号検証図作成業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（４）契約期間 自平成 23年８月２日 至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年８月２日 

（６）随意契約理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 本業務は、土地課税マスター（平成 23 年１月１日時点）

及び地番現況図データ（平成 23 年 1 月 1 日時点）などを使

用して、土地課税マスターの路線番号データの検証資料を作

成する業務です。 

 このことから、当市の土地課税データ及び現況路線データ

の修正更新業務を受託している当該契約者がそのノウハウ

を持っており、また、本委託業務でも当該契約者のシステム

を使用するため。 

 



129 
 

（８）結果及び意見 

①安易な見積額設定根拠について 

（問題点） 

本年度初めて行う委託事業のため、過去の契約実績はない、とされる中で、見積額が 1,820

千円とある。この金額の算出根拠を確認したところ、路線価データ作成業者より徴収した見

積額であるとの回答を得た。 

（結果） 

初めて行う事業であるならば、前例がない分見積額算定の根拠をより明確に示すことが重

要と思われるが、比較検討を行うことなく、徴収した見積額をそのまま予定価格として設定

している。当初から契約者ありきでの予算設計であることが明白と考えられる。より慎重な

予定価格の設定を求める必要がある。 

 

23 医療保険課事務担当分 

23－１ 平成 23年度瑞穂市国保特定健康診査業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月 16 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月 16 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する健康

診査（特定健診）であり、受診者の安全を確保し、確実に業

務を遂行しかつ円滑に実施しなければならない。 

 また、専門的な知識及び技術を有すると認められる者であ

ること、市内医療機関であり、被保険者が受診するにあたり

利便性がよいことが必要である。 

 以上のことから、効率的に実施しその他詳細についてノウ

ハウを持っている当該選定委託先にて随意契約にて契約を

行う。 

 

23－２ 平成 23年度瑞穂市健康診査（すこやか健診）業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月 16 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月 16 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す条

例の規定に基づき、被保険者に対し健康診査（ぎふ・すこや

か健診）を実施するものであり、受診者の安全を確保し、確

実に業務を遂行し、かつ、円滑に実施しなければならない。



130 
 

 また、専門的な知識及び技術を有すると認められる者であ

ること、市内医療機関であり、被保険者が受診するにあたり

利便性がよいことが必要である。 

 以上のことから、効率的に実施しその他詳細についてのノ

ウハウを持っている当該選定委託先にて随意契約にて契約

を行う。 

（６）結果及び意見 

①契約方法伺書の記載事項の修正について（１、２の契約） 

（問題点） 

契約方法伺書において契約方法を随意契約とする法律の根拠について鉛筆による修正がさ

れていた。 

（意見) 

瑞穂市文書規程第 19 条第５号において、訂正箇所について認印を押すことが規定されてい

る。規程に基づき、修正に当たって修正者の認印を押すように指導すべきである。 

また、鉛筆による記載は、決裁後に記載内容を簡単に修正することができることから、鉛

筆による記載は行わないように統一することが望まれる。 

 

②随意契約について（１、２の契約） 

（問題点） 

当該契約については地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用することによって

随意契約としている。 

（意見） 

当該第２号は不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修

理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で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である。具体的には、特定の者でなければ契約を履行す

ることができない場合が該当することとなる。したがって、利便性がよいことをもって即時

に第２号を適用することは適当ではない。当該契約については、契約の性質上、当該契約業

者以外の業者によることが適切でないことは想定される。ただ、現状では契約業者以外の業

者に業務委託することによる瑞穂市民への影響等の記載が見られないことから、その点につ

いて随意契約書において、詳細に記載することが必要であると思われる。検討が望まれる。 

 

23－３ レセプト点検支援委託事業契約  

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、レセプト点検業務だけではなく点検後のレセプ

ト情報の入力まで行うことができる。また、レセプト管理シ
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ステム端末も完備してあるので、作業場所や作業機器を自庁

で準備する必要がない。 

（６）結果及び意見 

①契約に関する手続について（１、２、３の契約） 

（問題点） 

当該契約に係る委託業務伺書の市長の決裁日が当該契約に係る契約方法伺書の起案の日付

より後となっている。 

（結果） 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理において、選考委員会で選定し契約方法伺

書にて市長決裁と規定されている。したがって、選考委員会で業者を選定した業者選定調書

を添付して決裁を受けるべきである。しかし、契約方法伺書の起案日が指名業者選定調書の

決裁日前であることから、当該契約方法伺書の起案時には、業者選定調書は決裁されていな

いこととなる。これは契約の手続に問題がある。起案者及び決裁者は、再度契約の手続の手

順について確認をし、適正な手続が行われるようにすべきである。 

 

23－４ 医療保険課事務補助業務 派遣業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 医療保険課の一部業務を派遣業務委託することにより、行

政効率をよくするのが、ねらいであり、この目的のために設

立された契約業者に契約することは、適当である。 

（６）結果及び意見 

①随意契約について 

（問題点） 

随意契約とすることの理由について随意契約理由書において「医療保険課の一部業務を派

遣業務委託することにより、行政効率をよくするのが、ねらいであり、この目的のために設

立された契約業者に契約することは、適当であると考えます。」と記載されている。 

（結果） 

 随意契約とする法律の根拠を地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号としている。当

該第２号は、不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、

加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で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である。随意契約理由書においては、契約業者の設立目的及

び当該業務を委託することによる行政の効率化が記載されているのみである。いずれをもっ

ても「特定の者でなければならないこと及び特別な事情がある。」と判断することはできない

と考えられる。市が 100％の出資により設立した法人であることから業務委託にあたっては

優先的に当該業者を利用する意図が見受けられるが、契約の財源が基本的に市民ないし国民



132 
 

からの税収のものであり、契約を有する能力を有するものには平等に契約の締結する機会が

与えられるべきものである（公平性、機会の均等性）ことを考えれば、当該理由による業者

の選定は見直すべきではないか。 

 現状の随意契約理由書の記載内容では随意契約とすることが妥当と判断するためには不十

分である。当該契約については、指名競争入札の導入も考慮しながら、随意契約の理由につ

いて再度検討することが必要である。 

 

②契約書について 

（問題点） 

派遣労働者が扱う情報は個人情報であり、相当な守秘義務が発生するはずであるが、その

条項が契約書に盛り込まれていなかった。受託者の就業規則では守秘義務の条項が明記され

ていた。 

（結果） 

受託者の就業規則において守秘義務の条項は明記されてはいるものの、それは、契約業者

とその雇用者との間での規則である。瑞穂市として市民の個人情報の保護を行う責務がある

ことから、契約書において、「受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしては

ならない。」とする秘密の保持に関する規程を契約書に盛り込むべきである。 

 

③契約に関する手続について 

（問題点） 

予算金額は 500 千円を超えていることから、委託業務伺書及び契約方法伺書決裁は副市長

の決裁が必要であるが、副市長は専決となっており、また、市長についても専決となってい

た。 

（意見） 

 瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理の要綱によれば、予定価格が 500 千円以上

2,000 千円未満の契約については、委託業務伺書及び契約方法伺書は副市長決裁と記載され

ている。したがって、当該契約については、副市長の決裁が必要なる。ただこの契約事業者

の代表取締役が瑞穂市の副市長であることから決裁を行っていない。瑞穂市事務決裁規程第

10条(代決)において副市長が不在により決裁することができない場合に代決ができる者とし

て当該事項を所掌する部長が第１順位者と規定されている。この規程によれば、担当課の部

長が決裁しても問題はない。ただし、同規程第 11 条（代決権の留保）において代決すること

ができない場合が列挙されている。具体的には、事案の内容が特に重要であると認められる

とき、事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき、

その他代決することが適当でないと認められるとき等が規定されている。 

当該事案について、代決することが適切であったのか検討することが望まれる。 

 

④検査調書の作成について（１から４の契約） 

 (問題点) 

当該契約は単価契約となっており、単価が 500 千円を超えないため、検査調書の作成が行
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われなかった。 

(結果) 

当該契約については単価契約であるため、契約金額となる単位当たりの金額は少額である

ことを理由に検査調書の作成が行われなかった。現状、単位契約においては何を基準として

検査調書を作成するのか必ずしも明確ではない。しかし、当初の当該年度間に発注を予定す

る総額が 500 千円を超えていることを考えれば、当該契約にかかる金額は単価契約に係る単

価若しくはその都度支払う金額で判断をするのではなく、当該予定総額で判断することが合

理的であると考えられる。検査調書の作成について検討すべきである。 

 

23－５ Ｃ／Ｓ住民情報システム（開発）委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月３日至平成 23年 10 月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年９月 28 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 国保給付システムは契約者が開発しておりシステム修正

に係る作業は他の業者を含めても機器連携が困難なため、契

約業者と１社随意契約を行う。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

当該契約を随意契約とする理由として、「国保給付システムは契約業者が開発しておりシス

テム修正に係る作業は他の業者を含めても機器連携が困難なため、契約業者と１社随意契約

を行う。」であることが記載されている。 

（結果） 

システム修正に係る作業が本当に他の業者において不可能であることについて業者に確認

がとられていない。それでは、地方自治法施行令に定める特定の者でなければ供することが

できないこと及び競争入札には適さない特別な事情であることを判断することができないの

ではないか。随意契約理由書において、詳細に地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号に

該当する旨を記載し、場合によっては、客観的な資料の添付も必要であると考えられる。検

討すべきである。 

 

②検査調書の作成について 

(問題点) 

当該契約は契約金額が 500 千円を超えていたが、検査調書の作成が行われなかった。 

(結果) 

 当該契約金額が、500 千円以上であることから、瑞穂市契約規則第 38条（検査調書の作成）

の規定に基づき、検査調書を作成しなければならない。現状は当該規則に則っていないこと

から是正すべきである。 
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24 福祉生活課事務担当分 

24－１ 瑞穂市介護保険事業委託契約（居宅介護・訪問介護・通所介護） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

随意契約理由書なし 

（６）結果及び意見 

①委託業務の順序について 

（問題点） 

 業務委託伺書、随意契約見積一覧表、予定価格書、見積書並びに随意契約理由書の作成が

行われていなかった。 

（結果） 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理の流れを遵守していない。 

委託業務伺書は存在せず、平成 23 年３月 15 日起案の瑞穂市介護保険事業委託契約につい

てと題する書類がある。同月 30 日付け瑞穂市介護保険事業委託契約に基づく高齢者介護事業

に係る委託料の協議についてと題する書類があるが、随意契約見積一覧表がなく、予定価格、

見積書、随意契約理由書もない。 

本件については、瑞穂市介護保険居宅サービス事業等に関する実施条例、瑞穂市介護保険

指定居宅介護支援事業実施規則、瑞穂市介護保険指定通所介護事業実施規則、瑞穂市介護保

険指定訪問介護事業実施規則という根拠規定があり、そのため、かような処理をしたのであ

ろうと推測される。 

しかしながら、このような業務の流れは、契約事務処理要領に則っていないため、是正す

べきである。 

 

②委託契約書及び協議書について 

（問題点） 

平成 23 年４月１日付けで、契約書と委託契約書及び協議書を締結している。当該契約にお

いては、４分割にわたる支払いが行われている。 

（結果） 

 契約書第４条第３項において「四半期に分けて支払う」と記載されている。しかし、支払

期日について定めがない。支払方法については、契約において重要な事項であり、契約書に

おいて明示すべきである。 

 

③検査調書について 

（問題点） 

委託業務完了日が平成 24 年３月 31 日で同日、完了届が提出され、検査調書が担当課にお
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いて作成されたものがある。当該検査調書の市長の決裁印は平成 24 年５月 23 日であった。 

（結果） 

検査調書が作成され市長の決裁を受けるまでに、約２ヶ月経ている。これは、契約者の評

議委員会が５月に開催されたことが理由であるとのことであるが、契約書第３条においては、

「ただちに」事業報告書及び決算書を提出することとなっており、時期として遅いと考えら

れる。契約書の変更も含め検討すべきである。 

 

24－２ 瑞穂市生活保護システム更新業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月 12 日至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月 12 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号適用 

 現行基本ソフトは、合併時岐阜地域振興局が使用していた

契約業者が開発・製造したソフトを平成 15 年３月に導入し

現在に至っている。導入以来８年が経過し、被保護世帯及び

被保護者が増加しています。こうした状況下で各種機能を備

えた新しいソフト更新も開発されるため、今回ソフトの更新

を行うものである。 

 この更新事業については、セーフティネット支援対策等事

業費国庫補助対象（生活保護適正実施推進事業・業務効率化

事業）を活用し補助率 10 割事業となっています。 

 岐阜県 21 市の生活保護システム状況を調査したところ、

Ａ社、Ｂ社、及び市独自の開発システム等で運用しているた

め２社によるシステムデモを実施し 16 項目による総合評価

をした結果、契約業者となりました。主な評価としては下記

のとおりです。 

≪システム機能≫ 

 要保護者からの相談記録、開始・変更・廃止決定、保護費

計算、調査結果等の記録入力などを評価し、記録入力、過去

履歴データの移行などについて、契約業者が優位を示してい

た。 

≪導入実績≫ 

 契約業者の生活保護システムは現在、岐阜県内において岐

阜県及び 15 市の導入実績があるため極めて信頼性が高く、

サポート面に関しても問題はない。 

 また、47 都道府県中 28 都道府県庁で導入、また、市区町

では 466 市区町で導入し、圧倒的シェアを確立している。 

 契約業者は、30 年近く生活保護システムの開発を行って
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おり、生活保護業務に精通しており、生活保護に関する業務

の効率化が可能である。 

≪データ移行≫ 

 現在生活保護システムで管理されているデータの抽出・分

析・移行プログラム開発・検証・移行作業内容確認が確実に

移行できる。 

（６）結果及び意見 

①委託業務伺書について 

（問題点） 

委託業務伺書の委託執行場所について二重線による修正がされていた。 

(結果) 

記載事項を修正する際には、瑞穂市文書規程第 19 条第５号において訂正箇所について認印

を押すことが規定されている。したがって、二重線により修正したのち、修正した職員は認

印を押印すべきである。 

 

24－３ 緊急通報体制支援事業委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 従来から業務委託している業者であり、既に多くの市民宅

へ機器設置をされているため、同社と締結するため。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

 随意契約理由書において「従来から業務委託している業者であり、既に多くの市民宅へ機

器設置をされているため、同社と締結するため。」と随意契約とする理由が記載されている。 

（結果） 

 当該契約を随意契約とする理由として地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号が適用

されている。しかし、随意とする理由には、従来からの委託先であること及びそれにとも  

なって既に多くの住宅に同機械が設置させていることが記述されているのみである。当該第

２号による場合には、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であ

るかどうかであって、業務内容を熟知しており信頼度が高いことや契約業務に関して精通し

ていること等の利便性をもって契約者を即時に決定することは適切ではない。瑞穂市生活保

護システム更新業務委託のように比較検討項目について総合評価をして業者を選定すること

が第２号の適用にあたっては必要であると考えられる。 

随意契約の適正かつ円滑な運用を確保するために、随意契約に関する標準的な指針等のガ

イドラインを市として作成し、随意契約理由書に地方自治法施行令各号に該当する旨を的確
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に記載し、当該理由書をもって随意契約とすることについて検討を行うべきである。 

 

②検査調書の作成について 

(問題点) 

当該契約は単価契約となっており、単価が 500 千円を超えないため、検査調書の作成が行

われなかった。 

(結果) 

当該契約については単価契約であることから、検査調書の作成が行われなかったが、当初

の当該年度間に発注を予定する総額が 500 千円を超えていることを考えれば、当該契約にか

かる金額は単価契約に係る単価若しくはその都度支払う金額で判断をするのではなく、当該

予定総額で判断することが合理的であると考えられる。検査調書の作成について検討すべき

である。 

 

24－４ 障がい者生活訓練場運営業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 昭和 62 年より障がい者支援施設を運営しており、平成４

年から岐阜県下初の自閉症専門療育施設として開設して知

的発達障がい以外の者に対する療育機能を広げているなど、

様々な利用者に対処できる実績があり、また障がい者生活訓

練事業に対して十分に職員を配置できる体制であることか

ら契約するものとする。 

（６）結果及び意見 

①委託業務の順序について 

（問題点） 

委託業務伺書、契約方法伺書、随意契約見積一覧表の決裁が担当部長までとなっていた。

また、予定価格について決裁が行われていない。 

（結果） 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理及び瑞穂市事務決裁規程において契約に関

する決裁について規定されている。当該規程等において予定価格が 2,000 千円以上のものに

ついては、市長が決裁することとなる。さらに、当該要領において契約方法伺書、随意契約

見積一覧表は管財情報課において起案することとなっている。当該契約において、起案はす

べて担当課となっており、担当部長の決裁となっていた。 

瑞穂市契約事務処理要領及び瑞穂市事務決裁規程に反するため是正すべきである。 
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②随意契約理由書について 

（問題点） 

 随意契約理由書において「昭和 62 年より障がい者支援施設を運営しており、平成４年から

岐阜県下初の自閉症専門療育施設として開設して知的発達障がい以外の者に対する療育機能

を広げているなど、様々な利用者に対処できる実績があり、また障がい者生活訓練事業に対

して十分に職員を配置できる体制であることから契約するものとする。」と随意契約とする理

由が記載されている。 

（結果） 

 支援員には、訓練対象者の日常生活訓練を適切に遂行する能力を有する者でなければなら

ないことから、ある程度、契約業者が限定されることが想定される。理由書においても契約

者事業者が契約目的を達成する上での信頼度が高いことが記載されている。しかし、地方自

治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用するに当たっては、まず、当該契約者以外の第

三者が履行できないかについて確認をすることが必要である。その上で、履行できる業者が

複数あるのであれば、プロポーザル方式により利便性、信頼度等を評価し業者を選定するこ

とが第２号の適用にあたっては必要であると考えられる。 

他の契約においても同様であるが、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号から第９

号を適用するにあたっては、厳格でなければならない。随意契約に関してガイドラインを設

け、瑞穂市として統一された判断がされるようにすべきである。現状の「随意契約に関する

規程の解釈について」では明確でない箇所もあることから十分ではない。ガイドラインを作

成し、当該契約についても再度第２号を適用することが適切であるのか、一層の検討を行う

べきである。 

 

③委託業務完了届及び検査調書について 

（問題点） 

 契約書第 10 条において「乙（業者）は委託業務を完了したときは、遅滞なく甲（瑞穂市）

に対して委託業務完了届を提出しなければならない。」と記載されている。しかし、委託業務

完了届の提出がされていなかった。また、当該契約は単価契約故に検査調書の作成が行われ

ていなかった。 

（結果） 

 瑞穂市は、契約書第 10 条に基づき、検査をするにあたって、まず当該完了届の提出の有無

について確認し、提出がされた後、業務の検査をすべきである。 

 また、当該契約金額が、500 千円以上であることから、瑞穂市契約規則第 38 条（検査調書

の作成）の規定に基づき、検査調書を作成しなければならない。現状は当該規則に則ってい

ないことから是正すべきである。 

 

④支援員の配置について 

（問題点） 

当該契約に係る実施状況一覧によると、支援員として、社会福祉士等有資格者を配置して

いる。支援員は基本２名で１名が泊まりとなっており、もう１名が日帰りとなっている。し



139 
 

かし、日によって、支援員が泊まりの１名となっていることがあった。 

（結果） 

 契約に関する書類を見たが、配置する人員について定めた事項はない。したがって、契約

書に反するものではないが、そもそも必要な支援員が何人であるかについては予め仕様書等

に記載しておくことが必要ではなかったのか。利用者数に応じて変わることではあるが、重

要なことであることから、詳細について事前に協議をしておくことが必要である。 

 

⑤見積書について 

（問題点） 

 業務委託費の内訳において諸費用として通信費等を毎月定額を支払うこととされている。

具体的には、電話、郵便、コピー、諸費等である。 

（結果） 

 契約において、一月に実施する回数が同じ場合、当該諸経費として支払う金額を月単価と

して設定することは合理的であるが、月によって全く実施しない時もあれば、５回実施する

ときもあることから、毎月定額支払うことは根拠に欠けていると考えられる。特に当該年度

においては当初計画した回数を実施できなかったことを考えると、見積書の金額は当初の実

施予定回数をもとに計算した金額であることから、当該金額について見直すことが必要と考

えられる。 

 見積書の内訳については検討してより合理的な方法により算定することが必要である。 

 

24－５ 介護事業者用システム機器 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年１月 25 日至平成 24 年３月 30 日 

（４）契約日 平成 24 年１月 25 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 これまでも介護事業に係る機器及びソフトの納入やネッ

トワークの設定は同社が今まで行っている。 

 今回の法改正に伴い、機器調達と併せ既存ソフトのバー

ジョンアップが必要となり、データ移入などが必要であり、

さらに社会福祉協議会のネットワークとの接続を設定する

ことが必要である。 

 こうしたことから、これらの業務を包括的に担ってきた同

社と契約することが必要と判断されるため。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

 随意契約理由書において「これまでも介護事業に係る機器及びソフトの納入やネットワー

クの設定は同社がいままで行っている。今回の法改正に伴い、機器調達と併せ既存ソフトの
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バージョンアップが必要となり、データ移入などが必要であり、さらに社会福祉協議会の  

ネットワークとの接続を設定することが必要である。こうしたことから、これらの業務を包

括的に担ってきた同社と契約することが必要と判断されるため。」と随意契約とする理由が記

載されている。 

（結果） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用して随意契約とする理由が記載されて

いる。当該２号については、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可

能であるかどうかであるかが重要である。現状、契約目的を達成するための履行の条件をみ

たす業者が、当該契約者のみであるかについて確認がされていない現状は、第２号を適用す

る上での理由書としては不十分であると考えられる。第２号の適用にあたっては、当該業者

のみしか履行できない場合を除き、プロポーザル方式により契約業者を選定することが契約

を履行できる事業者への公平性、機会の均等性からも必要であると考えられる。 

他の契約においても同様であるが、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号から第９

号を適用するにあたっては、厳格でなければならない。随意契約に関してガイドラインを設

け、瑞穂市として統一された判断がされるようにすべきである。現状の「随意契約に関する

規程の解釈について」では明確でない箇所もあることから十分ではない。ガイドラインを作

成し、当該契約についても再度第２号を適用することが適切であるのか、一層の検討を行う

べきである。 

 

24－６ 在宅介護支援センター委託料 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 記載なし。 

（６）結果及び意見 

①委託業務の順序について 

（問題点） 

 委託業務伺書、業者選定調書、契約方法伺書、随意契約見積一覧表、予定価格書、見積書

並びに随意契約理由書の作成が行われていなかった。 

（結果） 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理の流れを遵守していない。 

委託業務伺書等は存在せず、平成 23 年３月 15 日起案の「瑞穂市在宅介護支援事業事業委

託契約について」と題する書類があり、「別紙契約書により契約を締結してよろしいかお伺い

します。」と書かれ、契約相手、予算措置のみが記載した書類を市長が決裁していた。その他

の資料としては当該契約に係る「瑞穂市在宅介護支援事業業務委託契約書」が保管されてい

るのみであった。 

特に随意契約理由書が作成されずに、当該契約を随意契約とすることについて決裁すべき

ではない。現状については、随意契約とすることが妥当であるか、つまり地方自治法施行令
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第 167 条の２第１項各号に定める事項に該当するのか検討がされていないということになる。 

契約事務処理要領に従っていないことから、本来検討されるべき事項が検討されていない

現状は問題である。再度瑞穂市の職員は契約の手続について研修等を行い、統一された手続

が行われるようにし、同時に各種書類の記載事項について十分検討をすべきである。 

 

②契約単価について 

（問題点） 

 過去３年間の当該契約における単価はいずれも同額であった。 

（意見） 

 １社随意契約によった場合、契約金額が固定されてしまうことがある。事業内容は同じで

あっても、財政状況、物価変動等に応じて単価は変動することが通常想定される。他の市町

村の金額等を調査しながら、予定金額が適正であるかについて十分検討することが望まれる。 

 

24－７ 瑞穂市老人福祉計画策定業務委託  

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第７号適用 

 老人福祉法第 20 条の８に規定する市老人福祉計画を今年

度策定するに当たり、もとす広域連合で現在策定中の介護保

険法第 117 条に規定する介護保険事業計画と一体のものと

して作成されなければならない。（老人福祉法第 20 条の８第

６項） 

 そのため、もとす広域連合が現在策定委託（アンケート調

査を実施されたが、その中に共通の項目がある。）している

契約業者に委託するのが経費の節減及び時間の短縮となる

ため。 

（６）結果及び意見 

①随意契約と設計費について 

（問題点） 

 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第７号を適用した随意契約である。 

（結果） 

 もとす広域連合で現在策定中の介護保険法第 117 条に規定する介護保険事業計画と一体の

ものとして作成するために、もとす広域連合が契約した業者と契約することとした。である

とするならば、見積金額の多寡に関わらず同社と契約するのではないか。その場合、地方自

治法施行令第 167 条の２第１項第７号に該当するとした判断は適切ではないと考えられる。

仮に、契約業者以外の者が低い価格により見積書を提出した場合どうするのか。結果として、

有利な価格で契約を締結できたことをもって随意契約の理由とすることは望ましくない。な
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ぜ、契約業者と契約しなければならないかという点について該当する施行令を随意契約理由

書に記載すべきである。 

 

25 健康推進課事務担当分 

25－１ 個別予防接種業務（ワクチン接種緊急促進事業） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（17 社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用    

国が推し進めているワクチン接種緊急促進事業の予防接

種であり、被接種者の安全を確保し、確実に業務を遂行する

必要があるため。 

 

25－２ 個別予防接種委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（15 社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

予防接種法第２条・第３条第１項・第 16 条に基づき実施

する予防接種であり、被接種者の安全を確保し、確実に業務

を遂行する必要があるため。 

（６）結果及び意見（１、２の契約） 

①予算等金額について 

（問題点） 

各ワクチンの単価については、２から３社の見積りをとり算定し、診療報酬点数を加味し

て算定している。契約金額については、契約者との協議により決定される。 

（意見） 

契約金額の妥当性を確認するために、契約者に所属しない公立病院などの単価を調べるこ

とが望まれる。 

 

②随意契約理由書について 

（問題点） 

随意契約理由書における「被接種者の安全を確保し、確実に業務を遂行」できる機関は、

必ずしも、当該契約者に所属する医師に限るとはいいきれない。契約者を地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第１号に該当することを示す根拠が薄い。 

（意見） 
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契約者に所属しない公立病院等がかかりつけの病院になっている市民もいるであろうこと

をふまえ、随意契約の相手先となる医療機関の幅を広げることが望まれる。 

 

25－３ インフルエンザ予防接種業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（19 社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月１日至平成 24 年３月 31 日 

自平成 23年 10 月 15 日至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月１日、平成 23 年 10 月 15 日 

（５）随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

随意契約理由書なし 

 

25－４ 乳房検診委託（がん検診推進事業含む） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月１日 

（５）随意契約の理由 

 

地方自治法施行令 167 条の２第１項第１号適用 

随意契約理由書なし 

 

25－５ 胃検診委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 24 年１月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月１日 

（５）随意契約の理由 

 

平成 23 年３月 18 日選定委員会で協議済みの委託業務契約 

随意契約理由書なし 

 

25－６ 大腸検診委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（15 社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月１日至平成 24 年２月 29 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

随意契約理由書なし 

 

 

（６）結果及び意見 
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①契約方法伺書について 

（問題点） 

当初起案日８月 23 日が二重線で、課長の確認日欄だけ上から別紙で、それぞれ訂正されて

いた。 

（意見） 

訂正が必要な箇所については、いつ、誰が、いかなる理由で訂正をしたかが分かるように

することが望まれる。 

 

25－７ 結核検診委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 （当初）自平成 23 年 10 月１日至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

平成 23 年３月 18 日の選定委員会で協議 

随意契約理由書なし 

（６）結果及び意見（３から７の契約） 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

一連の書類の中で、「随意契約理由書」が確認できなかった。 

 第 29 号 インフルエンザ予防接種業務 

 第 17 号 乳房検診委託（がん検診推進事業含む） 

 第 16 号 胃検診委託 

 第 30 号 大腸検診委託 

 第 27 号 結核検診委託 

（結果） 

随意契約理由書は随意契約となる根拠を証明する重要な書類である。契約に関して保管を

要する書類であるので、作成から管理までを徹底しなければならない。 

 

25－８ 子宮検診委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（２社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月１日 

（５）随意契約の理由 

              

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

健康増進法に基づき実施する検診であり、受診者の安全を

確保し、確実に業務を遂行する必要があるため。 

 

25－９ 30 歳代健診・生活保護受給者健診委託 
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（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（14 社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年７月１日至平成 23年 10 月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年７月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

30 歳代健康診査は 40歳からの特定健康診査につないでい

くための健康診査として、また、生活保護受給者健康診査は

40 歳からの特定健康診査にかわる健康診査として重要で、

受診者の安全を確保し確実に業務を遂行する必要があるた

め、実績の当該契約者と契約する。 

（６）結果及び意見（８、９の契約） 

①契約方法伺書について 

（問題点） 

「子宮検診委託業務契約について」及び「30 歳代健診・生活保護受給者健診委託について」

の伺書を確認したところ、「５月 10 日選定委員会で協議済みの委託業務単価契約を締結して

よろしいか」の記載を確認したが、その根拠となる選定委員会の資料は添付されていなかっ

た。 

（意見） 

一括協議により別のファイルで管理されているとのことであるが、関連部分のコピ－も契

約関係書類とともに管理することが望まれる。 

 

25－10 妊婦健康診査委託業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日（６社とそれぞれ契約） 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

母子保健法に基づき行う妊婦健康診査であるため、健康診

査実施医療機関で確実に業務を遂行する必要があるため。 

 

25－11 基本チェックリストを使用した二次予防事業の対象者把握事業 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月 10 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年６月 10 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

もとす広域連合が平成 22･23 年度介護保険計画策定にあ

たり実施した「日常生活圏域ニーズ調査」を基に、二次予防
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事業の対象者把握事業を実施するため、もとす広域連合が委

託選定した業者とする。平成 23 年度の「基本チェックリス

ト」は、「日常生活圏域ニーズ調査」の内容を使用するため。

 

25－12 特定高齢者介護予防事業委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約 

（３）契約期間 自平成 23年９月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年９月１日 

（５）随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

もとす広域連合が平成 23 年度推薦した事業者である。 

（６）結果及び意見（１から 12 の契約） 

（問題点） 

随意契約理由が全体的に地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用になっているが、

第１号は少額随意契約の場合の適用であり、単価は少額でも契約全体で基準額を超えるので

あれば、本来は第２号の適用のはずである。 

（結果） 

これらは担当者の理解不足である。 

単価が少額であっても、予定している総額で判断すべきなので、随意契約理由書が無いの

は問題外であるが、随意契約理由の適用にあたっても、前年踏襲するのではなく、しっかり

と規則等を理解した上で業務を遂行しなければならない。 

早急に周知徹底が必要である。 

 

25－13 子宮検診委託（がん検診推進事業） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（８社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年７月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年７月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

平成 23 年度も国の助成事業として、がん検診推進事業（が

ん対策｢子宮頸がん｣無料検診）を実施するため、実績のある

当該契約者と契約する。 

（６）結果及び意見 

①契約方法伺書について 

（問題点） 

契約方法伺書を確認したところ、課長の確認印は認められたが、部長、副市長、市長の承

認印は押印がなかった。 

（結果） 
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本来、当該契約も総額から判断すれば、決裁権限者は市長であるため、契約方法伺書に市

長の承認印が必要である。 

しかし、担当者が単価で少額と判断したため、担当課の承認で済ませてしまっている。ま

た、課長も気付かなければならないのにもかかわらず、そのチェックも機能していない。こ

れでは、課内で契約に関する事務手続の不備が発見されない。 

今後は、担当者のみならず、課全体で契約事務に関する理解を徹底させ、適切な手続を実

施していく必要がある。 

 

②完了届及び請求書について 

（問題点） 

日付欄記載漏れの医療機関を確認した。 

（意見） 

検証可能性を担保するためにも、記載すべき箇所は必ず記載するよう徹底することが望ま

れる。 

 

25－14 地域支援ダイニングサポ－ト事業委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

この事業は、平成 16 年から 18 年に国のパイロット事業と

して行われたものであり、高齢者のニーズに適した配食サー

ビスを先進的なマニュアルを基に事業化している他の業者

が見当たらないため。 

（６）結果及び意見 

①事業概要ならびに契約金額について 

（問題点） 

事業概要については、ア．ボランティア育成、イ．ボランティア人員、ウ．配達業務管理

に分類される。毎期このボランティア育成に同程度の見積りがあがり、積算されている。 

同種の委託事業が毎期継続してゆくのであれば、業務の効率化やコスト削減の実現に向け

た検討がないことには問題がある。 

（意見） 

ボランティアの歴任等が可能であるならば、ノウハウも蓄積し、育成費用も抑制できると

考えられる。 

このように、随意契約は契約金額が硬直化するリスクがあるため、少しでも業務の効率化

やコスト削減が実現できるよう、継続して検討していくことが望まれる。 
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26 都市開発課事務担当分  

26－１ 野白新田都市下水路第５期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社松野組 

（４）契約期間 （当初）  自平成 24 年２月 21 日至平成 24 年６月 25 日 

（変更後）自平成 24 年２月 21 日至平成 25 年３月 20 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 21 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月 25 日 

入札参加申請  平成 24 年１月 25 日午前９時から 

        平成 24 年２月２日午後１時まで 

応札期間    平成 24 年２月９日午前９時から 

平成 24 年２月 10 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年２月 13 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  90,710,550 円 

予定価格 80,325,000 円 

契約金額 79,800,000 円 

落札率  99.3％ 

野白新田地内における下水路整備工事の５期目工事である。  

平成 19 年度、市は、都市再生特別措置法第 46 条第１項に基づき、都市再生整備計画を作

成し、国より、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金

（旧まちづくり交付金）の交付を受けて、同計画を実施している。本工事は、かかる計画の

提案事業である地域創造支援事業の一事業である。治水対策の推進という方針のもとで実施

されている工事である。 

平成 19 年度から工事が開始されているが、１期目、２期目は指名競争入札で契約者、３期

目は一般競争入札で高田建設株式会社、４期目は一般競争入札で契約者が契約者となってい

る。 

（８）結果及び意見 

①工事施工伺書について 

（問題点） 

工事場所の欄について、手書で「字宮上 八石」と挿入されている。書き込みに関し、何

らの注記はない。 

（結果） 

書面上からは、書き込み挿入が、いつの段階で、誰によってなされたものであるか不明で

ある。決裁後に書き込み挿入されたという可能性も否定できない。決裁後の書き込みである

とすると、この部分は決裁を受けていないと評価されることとなる。 

この点、市によれば、工事場所の表示については、工事場所が出来る限り特定できるよう

小字まで表示することが全庁的に統一されたこともあり、本書作成時期は、その変更がなさ

れた前後で十分徹底されていなかったため、決裁時に手書きにて加筆したようである。 
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事情は理解できなくもないが、決裁に疑義が生じることは否定できず、今後は、基本的に

は書き込み挿入は避けるべきである。書き込み挿入をせざるを得ない場合には決裁との関係

で疑義が生じない手当てをするべきである。 

 

②事故対応関連について 

（問題点） 

当初の契約期間中である平成 24 年５月７日、契約者の下請業者がダンプに吊荷を行おうと

したとき、吊荷のバランスを崩してアームが滑り落ち、左足首外傷性骨折の怪我をしたとい

う事故が発生した。 

瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱第９条に基づき、契約者に対し、警告措置

が執られた。負傷の程度が軽傷ということでの措置とのことである。 

（結果） 

本契約は、契約期間が当初から９ヶ月延長されている。この点、本契約の期間延長と本事

故との関連はないとのことであるが、関連があるとするならば、業者に契約の履行遅滞によ

る損害賠償という問題が発生する可能性がある。 

市の工事約款においては、業者側の責めに帰すべき事由により、期間内の完成ができない

場合契約解除の措置は規定があるが（第 47 条第２項），解除を選択せず、期間を延長した場

合の対処については必ずしも明記されていない。工期の延長については、第 21 条から第 23

条に規定があるが、市の責めに帰すべき事由による対応は請負金額の変更、損害の負担の規

定があるが、受注者の責めに帰すべき事由の場合の対応は規定がないのである。 

この点について、契約約款の見直しを検討すべきである。                    

 

③工期が５期にわたることについて 

（問題点） 

野白新田都市下水路工事は、本工事で５期目である。 

（意見） 

工事は５期にわたるが、例えば、１期目から４期目の水路整備のそれぞれの距離と５期目

の水路整備の距離を形式的に比較すると、５期に分ける必要性は見出しがたい。 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことなどからも（本件においては５期ある内３期目工事以外

の工事は同一契約者が落札している）、特段の理由なき限り、避けるべきである。 

この点、市によれば、工事箇所の水路は、灌がい期には用水、水稲の作付けがされて物理

的に工事に着手することが出来ないため工事期間には一定の制約があること、また、この工

事が都市再生計画事業の一であり、国の交付金事業（補助事業）として、５ヶ年計画で施工

することとされていることから、適切に実施されているとの認識であるが、実際にそうで  

あったかは検証することが望ましい。 
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26－２ 五六ふれあい橋整備付帯工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（10 社） 

（３）契約者 株式会社松野組 

（４）契約期間 自平成 23年８月 11 日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年８月 11 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年７月 14 日 

入札参加申請  平成 23 年７月 14 日から 

平成 23 年７月 21 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年７月 28 日午前９時から 

平成 23 年７月 29 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年８月１日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  67,155,900 円 

予定価格 59,850,000 円 

契約金額 58,275,000 円 

落札率  97.4％ 

牛牧・野白新田地区内を流れる五六川の五六ふれあい橋建設に伴う整備付帯工事である。

具体的には、橋梁下部工・上部工である。五六ふれあい橋自体は、牛牧小学校児童の通学路

としての利用が考えられている橋であり車の通行はできないようになっている。 

（８）結果及び意見 

①関連工事が４年度に跨ること   

（問題点）   

五六ふれあい橋関連の工事は、平成 20 年度より開始されている。 

平成 20 年度が五六川歩道橋下部工事（126,991,200 円）、平成 22年度が五六川歩道橋上部

工事（110,402,250 円）、平成 23年度が本契約となっている。 

（意見） 

五六ふれあい橋関連工事は、細分化され、工期も４年度と長期にわたっている。 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことなどからも（本件においては関連工事の落札者は全て契

約者である）特段の理由がない限り、避けることが望ましい。 

この点、市によれば、河川区域内の工事は出水期には着手できないことから、工事期間に

は一定の制約があること、また、この工事が国の交付金事業（補助事業）として、５ヶ年計

画で施工することとしており、適切に実施されているとの認識とのことであるが、実際にそ

うであったかは検証することが望ましい。 

 

26－３ 市道８－２－110 号線道路改良第１期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（11 社）、のちに随意契約 

（３）契約者 株式会社松野組 
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（４）契約期間 自平成 23年 11 月 15 日至平成 24年３月 27 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 15 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日      平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日から 

平成 23年 10 月 26 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

平成 23年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  58,670,850 円 

予定価格 50,505,000 円 

契約金額 49,875,000 円（当初） 

     52,466,400 円（変更後） 

落札率  98.8％（随意契約落札） 

宝江字村前・村東地内の市道改良工事。総合評価落札方式を採用した工事である。２期工

事は未発注である。 

 

26－４ 本田市道１－３－85 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（10 社） 

（３）契約者 株式会社堀部工務店 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年 10 月６日至平成 24 年３月 27 日 

（５）契約日 平成 23年 10 月 6 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年９月 13 日 

入札参加申請  平成 23 年９月 13 日から 

平成 23 年９月 21 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年９月 28 日午前９時から 

平成 23 年９月 29 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年９月 30 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  55,260,450 円 

予定価格 49,192,500 円 

契約金額 47,775,000 円（当初） 

     49,315,350 円（変更後） 

落札率  97.1％ 
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26－５ 本田市道１－３－86 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（９社） 

（３）契約者 株式会社丸高建設 

（４）契約期間 自平成 23年 10 月５日至平成 24 年３月 27 日 

（５）契約日 平成 23年 10 月５日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年９月 13 日 

入札参加申請  平成 23 年９月 13 日から 

平成 23 年９月 21 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年９月 28 日午前９時から 

平成 23 年９月 29 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年９月 30 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  34,260,000 円 

予定価格 30,660,000 円 

契約金額 29,400,000 円（当初） 

     27,247,800 円（変更後）  

落札率  95.9％ 

本田地内の市道１－３－85、86 号線の改良工事。 

市が作成した都市再生整備計画の基幹事業である。防災環境づくりの推進という方針のも

と実施された工事である。本田地内においては、１－３－85、86 の他に１－３－82号線工事

も本事業の対象とされている。 

１－３－85、86 号線工事は同日に開札されている。１-３-85 号線は施行延長が 240.7 メー

トル、１－３－86 号線は施行延長が 167.7 メートルである。 

４の契約における入札参加者及び入札金額は表１のとおりであり、５の契約における入札参

加者及び入札金額は表２のとおりである。 

 

＜表１ １－３－85 号線＞           （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）松野組 45,700,000  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 辞退  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 45,500,000 落札 

（株）國井組 瑞穂営業所 51,800,000  

杉山建設（株）瑞穂営業所 50,000,000  

（有）黒川産業 50,000,000  

上村建設（株）瑞穂営業所 50,000,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 辞退  

井納建設（株） 52,000,000  

（株）丸高建設 49,000,000  
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＜表２ １－３－86 号線＞                      （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 辞退  

丸謹建設（株） 28,800,000  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 29,200,000  

（株）森ブロック 29,000,000  

（株）堀組 瑞穂営業所 辞退  

（株）國井組 瑞穂営業所 29,300,000  

上村建設（株）瑞穂営業所 30,000,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 29,500,000  

（株）丸高建設 28,000,000 落札 

（８）結果及び意見（４、５の契約） 

①契約の細分化について 

（問題点） 

４と５の契約は、近接する場所において、同様の工事が、同時期に発注されている。契約

終期も平成 24 年３月 27 日と同時期である。いずれも一般競争入札とされている。契約者は

別業者となっている。 

（結果） 

地理的条件及び工事内容・工事期間で考えれば、両工事は１つの契約にまとめることがで

きたのではないかと考える。また、上記表１及び２から、両契約ともに入札に参加した業者

は４業者存在し、４と５の契約業者はいずれの契約においても入札をしていることから、業

務量的にも１契約にすることは可能であったはずである。 

工事を１つにまとめることで、手続きを合理化し、契約金額を抑えることができなかった

のかを検証すべきである。 

 

26－６ 瑞穂市環状道路第２期改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（12 社） 

（３）契約者 株式会社丸平工業 瑞穂営業所 

（４）契約期間 （当初）自平成 24 年３月 28 日至平成 24 年６月 29 日 

（変更）自平成 24 年３月 28 日至平成 24 年 11 月 30 日 

（５）契約日 平成 24 年３月 28 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 24 年３月６日 

入札参加申請  平成 24 年３月６日午前８時から 

        平成 24 年３月 13 日午後１時まで 

応札期間    平成 24 年３月 16 日午前８時から 

平成 24 年３月 19 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年３月 21 日午前９時 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  29,784,300 円 

予定価格 26,460,000 円 

契約金額 26,250,000 円 

落札率  99.2％ 

古橋字外浦、神田地内における環状道路歩道設置工事。交通量の多い道路において、道路

幅が狭く歩道がなかったために、両側に歩道を設ける工事の２期目である。 

なお第１期工事は、同じく一般競争入札で株式会社松野組が契約者であった。平成 23 年 

２月 10 日入札日、履行期間は、平成 23年２月 22 日から同年６月 30日までであった。 

第１期工事及び本工事の入札参加者及び入札金額は次表１、２のとおりである。 

 

＜表１ 第１期工事＞             （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）松野組 44,000,000 落札 

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 47,000,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 45,800,000  

井納建設（株） 49,700,000  

内藤建設（株） 48,600,000  

寺嶋建設（株） 50,000.000  

 

＜表２ 第２期工事＞                         （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）松野組 25,300,000  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 25,000,000 落札 

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 25,500,000  

（株）森ブロック 26,000,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 辞退  

（株）堀組 瑞穂営業所 26,500,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 26,000,000  

（有）丸島工務店 26,200,000  

上村建設（株）瑞穂営業所 26,900,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 26,800.000  

（有）伸栄産業 26,500,000  

（株）丸高建設 25,700,000  

（８）結果及び意見 

①工期が複数にわたること 

（問題点） 

第１期工事は、平成 23 年２月 22 日から平成 23 年７月 29 日の工期（期間は当初より１ヶ

月ほど延長されている）である。 



155 
 

第２期工事である本契約は、当初は平成 24年３月 28 日から６月 29 日の工期で施工される

予定であった。 

（意見） 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことからも、特段の理由なき限り、避けるべきである。 

第１期工事も第２期工事も本来３、４ヶ月ほどの工期である。工期を複数とすることが適

切であったかを検証することが望ましい。 

 

26－７ 瑞穂市道４－３－250 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（13 社） 

（３）契約者 丸文産業株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年６月３日至平成 24 年２月 27 日 

（５）契約日 平成 23 年６月３日 

（６）入札の状況 

 

 

 

公告日     平成 23 年５月 16 日 

入札参加申請  平成 23 年５月 16 日から 

平成 23 年５月 23 日午後１時まで 

応札期間    平成 23 年５月 26 日午前９時から 

平成 23 年５月 27 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年５月 30 日午後 10時 30 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  23,354,100 円 

予定価格 20,475,000 円 

契約金額 20,475,000 円（当初） 

    20,764,800 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

穂積地内における道路工事。平成 24 年度に開催される岐阜清流国体にあわせ、道路を改修

するとともに、かねてより、市民から要望があった道路の拡張工事をするものである。入札

参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                    （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額  

（株）丸平工業 瑞穂営業所 21,000,000  

丸謹建設（株） 19,800,000  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所 20,000,000  

（株）森ブロック 20,700,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 19,500,000 落札 

（株）堀組 瑞穂営業所 21,300,000  

（株）國井組 瑞穂営業所 20,500,000  
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上村建設（株）瑞穂営業所 22,000,000  

高田建設（株）瑞穂営業所 21,500,000  

（株）國井秋建設 瑞穂営業所 21,000,000  

（有）伸栄産業 21,400,000  

（株）丸高建設 20,800,000  

（有）照喜 21,500,000  

 

26－８ （仮称）犀川遊水地公園整備第 5 期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（10 社） 

（３）契約者 高田建設株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 24年２月 16 日至平成 24 年３月 30 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 16 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

入札公告日  平成 24年１月 25日 

入札参加申請 平成 24年１月 25日午前 9 時から 

       平成 24 年２月２日午後１時まで 

応札期間   平成 24年２月９日午前９時から  

       平成 24 年２月 10日午後３時あで 

開札日    平成 24年２月 13日午前 11 時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  21,652,050 円 

予定価格 19,215,000 円 

契約金額 19,110,000 円（当初） 

     16,299,150 円（変更後） 

落札率  99.5％ 

犀川遊水地における高水敷を利用した親水公園として整備する工事の５期目。 

市が作成した都市再生整備計画の基幹事業の一事業である。河川とのふれあい、環境の整

備という方針のもと実施された工事である。 

１期目より５期目の工事名、工事概要、設計費、契約金額、契約種別、契約者の一覧は次

表のとおり。１期目は、指名競争入札で契約者松野組（設計費 44,014,950 円 請負金額

38,167,500 円）、２期目は、一般競争入札で株式会社丸高建設（設計費 43,884,750 円 請負

金額 37,800,000 円）、３期目は、指名競争入札で株式会社松野組（設計費 42,942,900 円 請

負金額 36,225,000 円）、４期目は、指名競争入札で株式会社森ブロック（設計費 18,995,550

円 請負金額 16,117,500 円）であった。 
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＜表＞ 

年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

工事名 （仮称）犀川遊

水地公園整備 

第１期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第２期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第３期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第４期工事 

（仮称）犀川遊

水地公園整備 

第５期工事 

工事概要 ・堤防除草工 

A=46,200㎡ 

・伐木除根工 

A=2,200㎡ 

・法面工    

A=1,340㎡ 

・小川工 

水辺散歩道 

一式 

・自然石マット

ブロック工 

A=1,146㎡ 

・仮設工 

汚濁防止フェン

ス 

L=200m 

・土工 一式 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=3,260㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=3,120㎡ 

・防草シート工

A=3,831㎡ 

・附帯工 

 除草工

A=3,600㎡ 

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

 路盤工

A=2,726㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=1,522㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=1,462㎡ 

・防草シート工

A=1,763㎡ 

・給水管敷設工

一式 

・高水堤防ブロ

ック工 

一式 

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

 舗装工

A=2,780㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=1,180㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=620㎡ 

・敷地造成工 

一式 

・広場工 

 舗装工

A=2,760㎡ 

・遊歩道工 

 路盤工 

A=300㎡ 

・脱色アスファ

ルト舗装工 

A=590㎡ 

・施設工  

 ベンチ、スツ

ール他 一式 

・植栽工 一式

・附帯工 一式

設計費 44,014,950円 43,884,750円 42,942,900円 18,995,550円 21,652,050円

契約金額 38,167,500円 37,800,000円 36,225,000円 16,117,500円 19,110,000円

契約種別 指名 一般 一般 指名 一般 

契約者 （株）松野組 （株）丸高建設 （株）松野組 （株）森ブロック
高田建設（株）

瑞穂営業所 

（８）結果及び意見 

①工期の細分化 

（問題点） 

仮称犀川遊水池公園整備工事は、本工事で５期目である。 

（意見） 

上記一覧において、１期目から５期目の工事概要を比較検討すると、特に４期と５期を分

ける必要性が感じられない。 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことなどからも、特段の理由なき限り、避けるべきである。 

この点、市によれば、河川区域内の工事は出水期には着手できないことから、工事期間に

は一定の制約があること、また、本工事が市の都市再生整備計画の一であり、国の交付金事
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業（補助事業）として５年計画で施工されていることから適切に実施されているとの認識で

ある。 

しかし、本件において、工期は５期に分けることが必須であったが、あったとしてそれは

適切といえるかを検討することで今後に活かすことが望ましい。 

 

26－９ 野白新田道路改良第２期工事   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（９社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 

（４）契約期間 (当初)自平成 23年 11 月 14 日至平成 24 年３月 23 日 

(変更後) 自平成 23 年 11 月 14 日至平成 24 年３月 30 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 14 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年 10 月 18 日 

入札参加申請 平成 23年 10 月 18 日午前９時から 

平成 23年 10 月 26 日午前 11 時まで 

応札期間   平成 23年 11 月２日午前９時から 

平成 23年 11 月４日午後３時まで 

開札日    平成 23年 11 月 7日午前 9 時 45分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  15,772,050 円 

予定価格 13,860,000 円 

契約金額 13,860,000 円（当初） 

          13,925,100 円（変更後） 

落札率  100.0％（１回目での落札） 

野白新田地内道路改良工事の第２期工事。 

入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                    （単位：円）  

入札参加者 第１回入札金額  

丸謹建設（株） 13,200,000 落札 

（株）中日本ランドケープ 13,600,000  

（株）森ブロック 13,300,000  

丸文産業（株） 瑞穂営業所 13,500,000  

（株）広江組 13,380,000  

（有）丸島工務店 13,500,000  

（有）伸栄産業 13,400,000  

（株）丸高建設 13,450,000  

（有）照喜 13,550,000  

 

 



159 
 

 

（８）結果及び意見 

①工期が複数にわたることについて 

（問題点） 

野白新田地内道路改良工事は、本工事で２期目である。 

（意見） 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことなどからも（本件においては１期、２期は同一契約者が

落札）、特段の理由なき限り、避けるべきである。 

第１期工期は２ヶ月間ほど（平成 23 年１月 25 日から同年３月 30 日まで）、本工期自体は

４ヶ月ほどであった。 

工期の細分化を回避できなかったか、実際にそうであったかは再検証されることが望まし

い。 

  

26－10 別府市道３－１－２号線歩道整備工事   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（８社） 

（３）契約者 有限会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 21 日至平成 24年３月 27 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 21 日 

（６）入札の状況 公告日       平成 23 年 11 月 29 日 

入札参加申請 平成 23年 11 月 29 日午前 9 時から 

平成 23年 12 月６日午前 11 時まで 

応札期間     平成 23 年 12 月 13 日午前９時から 

平成 23年 12 月 14 日午後３時まで 

開札日       平成 23 年 12 月 15 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,949,900 円 

予定価格 13,440,000 円 

契約金額 13,020,000 円（当初） 

     11,709,600 円（変更後） 

落札率  96.9％ 

別府地内における市道の歩道整備工事。 

市が作成した都市再生整備計画の基幹事業の一事業である。防災環境づくりの推進という

方針のもと実施された工事である。 

 

26－11 穂積市道４－３－298 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（９社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 



160 
 

（４）契約期間 自平成 24年１月 30 日至平成 24 年３月 27 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 30 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

 

公告日         平成 24 年１月５日 

入札参加申請  平成 24 年１月５日午前 9 時から 

        平成 24 年１月 13 日午前 11時まで 

応札期間    平成 24 年１月 19 日午前 9 時から 

        平成 24 年１月 20 日午後 3 時まで 

開札日     平成 24 年１月 23 日午前 9 時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,860,650 円 

予定価格 13,282,500 円 

契約金額 13,230,000 円（当初） 

     12,023,000 円（変更後） 

落札率  99.6％ 

穂積字高野地内道路の改良工事。施工延長 135 メートル。 

 

26－12 穂積東原道路拡幅工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 有限会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年９月 30 日至平成 24 年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23 年９月 30 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年９月 12 日 

入（開）札日  平成 23 年９月 28 日午前 11時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,731,500 円 

予定価格 13,051,500 円 

契約金額 12,915,000 円（当初） 

     10,081,050 円（変更後） 

落札率  99.0％ 

穂積東原地内道路の拡幅工事。市街化区域であり、改良前は未舗装道であった。地元から

の要望により施工された工事であるとのことである。 

 

26－13 市道７－２－84 号線道路改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 （当初）自平成 24 年２月 20 日至平成 24 年３月 29 日 

（変更後）自平成 24 年２月 20 日至平成 24 年６月 29 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 20 日 
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（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月 25 日 

入札参加申請  平成 24 年１月 25 日午前９時から 

        平成 24 年２月２日午後 10 時まで 

応札期間    平成 24 年２月９日午前９時から 

        平成 24 年２月 10 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年２月 13 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  14,505,750 円 

予定価格 12,915,000 円 

契約金額 12,915,000 円（当初） 

      9,725,100 円（変更後） 

落札率  100.0％（２回目） 

牛牧字五反田地内における市道改良工事。 

 

26－14 本田西之島公園トイレ設置工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 24年１月 30 日至平成 24 年３月 29 日 

（５）契約日 平成 24 年１月 30 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

 

公告日     平成 24 年１月５日 

入札参加申請  平成 24 年１月５日午前９時から 

        平成 24 年１月 13 日午前 11時まで 

応札期間    平成 24 年１月 19 日午前９時から 

        平成 24 年１月 20 日午後３時まで 

開札日     平成 24 年１月 23 日午前９時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  12,795,300 円 

予定価格 11,497,500 円 

契約金額  7,140,000 円（当初） 

      8,400,000 円（変更後） 

落札率  62.1％ 

本田地内にある本田西之島公園にトイレを設置する工事。市が作成した都市再生整備計画

の基幹事業の一事業である。河川とのふれあい、環境の改善という方針のもと実施された工

事である。 

 

26－15 古橋市道 13－４号線外２路線道路舗装工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（８社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 
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（４）契約期間 自平成 23年８月１日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年８月１日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年７月 13日 

入（開）札日 平成 23年７月 28日午前 10 時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  12,424,650 円 

予定価格 10,500,000 円 

契約金額 10,500,000 円（当初） 

     11,142,600 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

古橋地内市道３路線の舗装工事。入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                           （単位：円） 

入札参加者 第１回入札金額 第２回入札金額  

丸謹建設（株） 10,100,000 10,000,000 落札 

（株）森ブロック 10,300,000 10,050,000  

（株）広江組 10,500,000 10,060,000  

（有）丸島工務店 10,470,000 10,040,000  

（有）馬渕興業 10,400,000 10,030,000  

（有）伸栄産業 10,450,000 入札書不着  

（株）丸高建設 10,350,000 10,020,000  

（有）照喜 10,530,000 10,050,000  

 

26－16 新堀川放水路橋梁整備第２期改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札 

（３）契約者 丸謹建設株式会社（６社） 

（４）契約期間 自平成 23年４月 19 日至平成 23 年７月 29 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 19 日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年４月 11日 

入（開）札日 平成 23年４月 13日午前 10 時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  12,402,600 円 

予定価格 11,025,000 円 

契約金額 11,025,000 円（当初） 

     11,881,800 円（変更後） 

落札率   100.0％ 

祖父江地内における新堀川放水路橋梁整備工事の２期目工事。 

市が作成した都市再生整備計画の関連事業である。治水対策の推進という方針のもと実施

された工事である。第１期工事は、一般競争入札により（８社参加）、株式会社松野組が落札
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し、平成 22 年 12 月 27 日から平成 23 年３月 30日までの工期で行われた。第１期工事及び本

工事の入札参加者及び入札金額は表１、２のとおりである。 

 

＜表１ 第１期工事＞                     （単位：円） 

入札参加者 第１回目入札金額 第２回目入札金額  

（株）松野組  34,100,000 33,700,000 落札 

（株）丸平工業 瑞穂営業所  39,000,000 34,000,000  

（株）堀部工務店 瑞穂営業所  39,000,000 33,950,000  

（株）堀組 瑞穂営業所  辞退   

（株）國井組 瑞穂営業所  38,200,000 33,850,000  

杉山建設（株） 瑞穂営業所  35,500,000 33,800,000  

上村建設（株） 瑞穂営業所  38,000,000 34,000,000  

高田建設（株） 瑞穂営業所  36,300,000 33,900,000  

 

＜表２ 第２期工事＞                       （単位：円） 

入札参加者 第１回目入札金額  

丸謹建設（株） 10,500,000 落札 

（株）森ブロック 10,800,000  

（株）広江組 10,720,000  

（有）伸栄産業 35,900,000  

（株）丸高建設 38,760,000  

（有）照喜 36,650,000  

（８）結果及び意見 

①工期が複数にわたることについて 

（問題点） 

第１期工事は、平成 22年 12 月 27 日から平成 23 年３月 30 日の工期で、第２期工事である

本契約は、平成 23 年４月 19 日から７月 29 日の工期で施工されている。 

（意見） 

工期を細分化することは、効率性等の観点からも、そして入札の公正について無用な疑い

が生じる事態が発生しかねないことからも、特段の理由なき限り、避けるべきである。 

この点、市によれば、この工事が市で作成する都市再生計画事業の一であり、国の交付金

事業（補助事業）として、５年計画で施工することとされていることから、適切に実施され

ているとの認識であるが、実際にそうであったかは検証することが望ましい。 

 

②契約期間の大幅な延長について 

（問題点 １の契約） 

契約期間は当初平成 24 年６月 25 日までとされていたが、契約期間満了日の２週間前であ

る同年６月 11 日、期間が平成 25年３月 20 日まで延長された。 

理由は、作業ヤードを確保するための用地の利用交渉がうまくいかず６月下旬から 10 月末
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日まで休工せざるを得なくなったとのことである。 

（問題点 ６の契約） 

契約期間は当初平成24年６月29日までとされていたが、同年11月 30日まで延長された。 

理由は橋梁拡幅工の施工に際し、菱野川用水の近接施工協議が必要となるため、管理者で

ある菱野川土地改良区と協議を行ったところ、灌漑期（５月～９月）の施工同意が得られな

かった、このため、工期内に完成させることができなかったことによる。 

（問題点 13 の契約） 

契約期間は当初平成 24 年３月 29 日までとされていたが、平成 24 年６月 29 日までに延長

された。 

理由は、境が明確ではなく、事前の調査、地権者の交渉で延びたとのことである。 

（結果） 

契約規則第 45 条によれば、「契約担当者は、天災その他契約の相手方の責めに帰すことの

できない理由により、契約に定めた期間若しくは期限又は期日（以下「履行期限」という。）

に履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申請により履行期限の延長

を承認することができる。」と規定されている。 

ヒアリングによれば、契約期間の延長には、いずれも業者の責めに帰すことのできない事

情が存在したとのことである。また、大幅な期間延長による具体的な支障は発生していない

認識であるとのことである。 

確かに、理由によれば、契約規則第 45 条に基づき期間の延長は許されることとなる。 

しかしながら、契約期間は契約の重要な一要素であり、それに基づき入札参加者は入札金

額を算出するのであるから、契約期間の大幅な延長は極力避けるべき事である。１の契約に

至っては期間の延長は実に９ヶ月であるし、６の契約で期間の延長は５ヶ月、13 の契約期間

の延長は３ヶ月である。 

また、具体的な支障が発生していないということであるが、本来ある時期に完成している

はずの工事が完成していないという意味で当然に支障はあるはずである。 

大幅な期間の延長は当初の計画自体に問題がある可能性があることから、契約規則に違反

しないからであるとか、具体的な支障が生じなかったからそれでよいと考えるのではなく、

そのような事態を真に避けることができなかったかを検証すべきである。 

例えば、体制に問題があったのであれば、このようなことのない体制整備をすべきである。 

なお、履行遅滞の原因が業者に存在する場合には、契約規則第 45 条の問題ではなく、別途

損害賠償の問題が生じることには留意されたい。 

 

③契約金額の変更について 

（問題点 ４の契約） 

契約期間終了日に変更契約が締結され、1,540,350 円が増額されている。舗装工の面積が

増えたことによる。公安委員会の指示により工期終盤で舗装工の面積が変更になる場合があ

るとのことである。 

 

 



165 
 

（問題点 ５の契約） 

契約期間終了日に変更契約が締結され、2,152,200 円が減額されている。残土処理の受入

先で民地の受入先が見つかったことによる。 

（問題点 ７の契約） 

契約金額が 289,800 円増額されているが、家屋が水路に崩れないよう防護するための仮設工

がなされたことによる。設計時には判らなかった事情がであるとのことである。 

（問題点 ８の契約） 

平成 24 年３月 29 日、契約期間満了日の前日に、契約金額が変更になり、2,810,850 円減

少となった。計画路線一部取りやめによる。 

（問題点 ９の契約） 

平成 24 年３月 22 日に契約金額を 65,100 円増額する伺いがあり、翌日承諾されている。道

路付属物工の追加による。契約期間 終日の変更である。 

（問題点 10 の契約） 

平成 24 年３月 27 日、契約期間満了日に、契約金額が変更になっている。小型水路工の減

工によるものである。 

（問題点 12 の契約） 

平成 24 年１月 26 日、契約方法伺書 2,833,950 円減額する契約変更がある。 

道路計画高が変更となったためという理由である。 

（問題点 13 の契約） 

当初契約金額より、3,189,900 円減額する契約金額の変更がある。工事より上流部の用地

取得を考慮して計画をたてていたが、用地取得ができなかったため計画が変更になったとの

ことである。 

（問題点 14 の契約） 

契約期間満了日である平成 24 年３月 29 日に、契約変更伺い、変更契約書が締結されて、

契約金額が、契約期間満了日に 1,260,000 円増額されている。上水道布設の増工による。 

（問題点 15 の契約） 

平成23年10月31日、契約期間満了日に、工事請負変更契約が締結され、契約金額が642,600

円増額されている。変更事由は、呂久工区について、現場立会いの結果、擦り付けに伴う舗

装及び不陸整正を増工することとなったこと、また、安全対策としてガードパイプを増工す

ることとなったことによる。 

（問題点 16 の契約） 

契約期間満了日の２日前である平成 23 年 7 月 27 日に、変更契約書が締結され、工事完了

届出も提出されている。契約金額が 856,800 円増額されている。新堀川放水路事業の関連工

事として、前池内及び前池周辺部の修景整備を増工したことによる。 

（結果１ 変更契約の時期） 

市の工事契約約款第 19条によれば、必要があると認められるときは設計図書の変更が可能

であり、その場合は工期又は請負代金額を変更できるとある。 

そして、同じく第 24条によれば、請負代金額の変更については協議をした上で、変更契約

を締結できることとされている。 
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契約規則事務取扱要領第 26 条関係２において、変更契約の締結時期は変更仕様書を受領し

た日から５日以内という記載があるが変更仕様書自体の作成時期が必ずしも明確ではない。

市によれば、事務処理上の問題でその都度変更手続きをすることは煩雑であるという事情が

存在し、その結果、年度末にその変更設計が集中すること、また、人員の問題から工期末に

変更が集中してしまうことはやむをえないとのことである。 

しかしながら、契約期間満了日あるいは期間満了間近での変更契約の締結は事後的な確認

にすぎず、契約の締結と評価することはできない。契約の変更が必要と考えられる時点で、

速やかに変更手続きをとることは当然であり、今後は、担当課において、かような措置を採

ることのできる体制整備等の措置を講じるべきである。 

（結果２ 変更事由） 

工事契約約款第 19 条により、必要があれば設計変更は可能であるとしても、市において、

元々の計画に問題がなかったか、契約の変更が不可避的であったといえるかは検証し、対策

を講じるべきである。 

例えば、13の契約においては、地元の要望などから工事の必要性があったということ、平

成７年ころから用地取得交渉を継続していたとのことであり、地権者の感触からしても取得

可能性があると考えて発注した工事でるということではあるが、15 年以上もの間、用地取得

がかなわなかったという事情からすれば用地取得を前提とする計画は本来成り立たないと評

価できる。そのような実現可能性が極めて低い要素があるにも関わらず、実現する前提で工

事計画を立てることに問題はないか再検証すべきである。 

また、14 の契約においては、上水道布設工の増工があったものであるが、トイレ設置に際

し、上水道布設は必要であることは契約前の計画段階から判っていた。それにもかかわらず、

上水道課との調整がつかずに契約を締結し、その後調整の結果、都市開発課の本工事におい

て増工したことである。これも真にやむを得ない事情があったといえればよいが、計画段階

で他課との調整をつけることができなかったか再検証すべきである。 

（意見１ 変更事由） 

費用の問題はあろうが、計画当初段階から、コンサルタント（専門家）を介在させるなど

して、極力変更が生じないような対策を採ることも検討に値する。 

 

27 都市管理課事務担当分 

27－１ 穂積駅北駐車場整備工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社広江組 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月１日至平成 24 年３月 16 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月１日 
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（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 11 月 10 日 

入札参加申請  平成 23 年 11 月 10 日午前９時から 

平成 23年 11 月 16 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月 21 日午前９時から 

        平成 23 年 11 月 22 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月 24 日午前 10時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  10,464,300 円 

予定価格  9,660,000 円 

契約金額  9,660,000 円（当初） 

     10,483,200 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：現地詳細測量の結果、駐車場計画による掘削土量の増及び付帯(乗入工・

案内看板設置工)の追加施工による為。 

 

27－２ 五六川親水公園転落防止柵補修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（11 社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 26 日至平成 24年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 26 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 12 月６日 

入札参加申請  平成 23 年 12 月６日午前９時から 

平成 23年 12 月 12 日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 12 月 16 日午前９時から 

平成 23年 12 月 19 日午後３時まで 

開札日      平成 23 年 12 月 20 日午前９時 30 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  10,105,200 円 

予定価格  8,820,000 円 

契約金額  8,799,000 円（当初） 

      8,244,600 円（変更後） 

落札率   99.8％ 

工事請負変更事由：現地精査により、延長が減となった為。 

 

27－３ 犀川堤防除草工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 株式会社森ブロック 

（４）契約期間 自平成 23年６月 24 日至平成 23年 10 月 21 日 
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（５）契約日  平成 23 年６月 24 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,749,250 円 

予定価格 8,400,000 円 

契約金額 8,400,000 円（当初） 

     8,517,600 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：県河川工事用地取得に伴い、施工面積が増となった為。 

 

27－４ 五六川堤防除草工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社丸高建設 

（４）契約期間 自平成 23年６月 23 日至平成 23年 10 月 21 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 23 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22 日午前 11時 55 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,710,400 円 

予定価格 8,400,000 円 

契約金額 8,400,000 円（当初） 

     8,340,150 円（変更後） 

落札率  100.0％ 

工事請負変更事由：五六川左岸川裏(本田団地スパン)において、地元にて除草することにな

り、本工事の除草面積が減となった為。 

（８）結果及び意見（１から４の契約） 

①工事請負変更契約伺いの不備について 

（問題点） 

上記の４つの契約は、契約変更を行う際提出を求められている工事請負変更契約伺いの決

裁日欄に日付が明記していない。 

（結果） 

決裁日欄の記入が無く、いつ決裁されたか不明であるため記入すべきである。日付印を押

すようになり明確になるため、書かない習慣となっているが、それが記入もれの原因ならば、

様式を変更するなどの対応をすべきである。 

 

27－５ 自転車駐車場等運営業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 
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（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本業務は駅前周辺の道路交通の円滑化に寄与することを

目的に、市の管理する駐輪場・駐車場の運営及び、瑞穂駅周

辺を巡回し公共用地における放置自転車の点検・回収をおこ

なっており、保管場所を第３駐輪場と指定し、その為放置自

転車等整理業務と関連性のある駐輪場業務を兼ね一括契約

としている。当該契約者は、施設管理を目的として瑞穂市出

資により設立された公益法人であり、利益を追求していない

団体であることから競争入札に適さないものと判断した為。

 

27－６ 公園清掃等業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当該契約者は 100％市の出資会社で、瑞穂市が行う業務の

効率化及び低コスト化をめざし、市勢の伸展と市民の福祉増

進を図る為、市の業務請負を目的として設立した会社であ

り、且つ市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した会社で

ある為。 

（６）結果及び意見 

①随意契約（５、６の契約） 

（問題点） 

当該契約者Ａ社に自転車駐輪場の管理業務、Ｂ社には公園施設の管理業務を上記理由によ

り随意契約で委託している。委託料は施設管理に必要な人件費から割り出した金額で設定し

てある。一般的に随意契約の場合、契約金額が一般競争入札と違い、契約者の言いなりで硬

直化する傾向にあると言われている。この点は、過去において他の一般業者に同じ業務を委

託した場合の見積りを提出させた際にＡ社とＢ社の見積金額がかなり安価だったという経緯

がある。また瑞穂市内には旧巣南町の流れをくむＣ社がある。市としては過去においてＣ社

の活用を検討した経緯がある。しかし、構成メンバーの大半が、庭園業務等を行う個人事業

者が占めているため、施設管理業務や公園管理業務を一括して業務受託するということは実

際に不可能であると判断されたため断念したとのことである。 

(意見)  

現状経済性の観点から随意契約で委託していることは仕方がない。 

Ａ社とＢ社との委託契約書は、委託業務内容が細かく仕様書に記載されて添付されている。

その一方で報告書の内容は他の業務で使用されている報告書と一緒で細かい記載は見受けら

れない。現状では委託業務が必要かつ適切に遂行されているかを十分にチェックしている状
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況ではない。こうした点は随意契約をしている業者との間に起こりうる弊害である。今後は

こうした点も鑑みながら契約を継続させていくべきである。また経済性の追求も現在はしっ

かりとできているが、たえず他業者と比較をしながら一層のコスト削減を進めていくことが

望まれる。 

 

27－７ 街路灯新設・修繕（単価）工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札(６社) 

（３）契約者 株式会社川田電機工務店瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日      平成 23 年３月 18日 

入（開）札日    平成 23 年３月 29日午前 9時 00 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,640,000 円 

予定価格 単価 

契約金額  単価 

落札率  －％ 

（８）結果及び意見 

①契約方法の把握 

（問題点） 

指名委員会において選定された業者であるが、単価契約の１回当たりの金額が少額である

ことから担当課の見積徴収というかたちの随意契約として契約締結されている。見積徴収資

料の保管方法は様式９号（随意契約見積一覧表）になっているが、この場合必要となる随意

契約理由書が作成されていない。また、指名委員会で業者選定しているのであれば、指名競

争入札として契約すべきとも考えられる。 

（結果） 

契約金額を確認すると、それぞれの単価は 50 千円程度かそれ以下で少額であるが、年間の

契約金額は 8,640 千円になる。担当課での随意契約とするならば随意契約理由書が必要であ

り、また、指名委員会で担当課による執行となったというのであれば、通常の指名競争入札

手続きに 則ったかたちで実施するべきである。 

 

27－８ 別府排水機場改修詳細業務設計業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（９社） 

（３）契約者  大日コンサルタント株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年９月７日至平成 24 年３月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年９月７日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年８月 18 日 

入（開）札日   平成 23 年９月５日午前 10 時 40 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  18,461,100 円 

予定価格 13,440,000 円 

契約金額  9,240,000 円 

落札率  68.8％ 

 

27－９ 花塚排水機場改修工事監理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年５月 30 日至平成 24 年３月 28 日 

（４）契約日 平成 23 年５月 30 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

当該契約者は、花塚排水機場改修工事に伴う測量、基本・

詳細設計業務、関係機関との協議、建築確認審査報告書を作

成しており、設計図書及び現場に精通している為。 

（６）結果及び意見 

①随意契約（８、９の契約） 

（問題点） 

上記２契約については、一つの業者が初年度に詳細設計業務を指名競争入札で契約し、次

年度に監理業務を随意契約し、結果的同じ業者と契約している。 

（結果） 

随意契約を行った理由は「測量・基本・詳細設計業務機関との協議、建築確認審査報告書

を作成しており、設計図書及び現場に精通している為」となっている。しかし、詳細設計図

書があり監理業務は誰が行っても問題ないと思われるため、随意契約ではなく、入札を採用

できる。 

今後はこのような契約について、随意契約を行わず、競争入札に公平性・厳正性を保ち、

また競争の原理を働かせ経済性を追求すべきである。 

 

28 商工農政課事務担当分 

28－１ 農地地図情報システムソフトウェア年間保守委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 1日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

導入している農地地図情報システムは契約者のシステム

であり、他社ではサポート及びバージョンアップ等について

対処することができないため。 
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（６）結果及び意見 

①予定価格書について 

（問題点） 

契約に関する書類の中にある予定価格書に記載誤りがあった 

（結果） 

今回の記載誤りは、包括外部監査の事前準備段階で明らかになったとのことである。 

契約に関する一連の重要書類においては、記載誤りがあってはならない。予定価格書は、

契約者決定に関する重要な書類であることを今一度認識し、その作成にあたっては、書類を

作成する担当者のみならず２重、３重のチェック体制を整えるよう徹底する必要がある。 

 

28－２ 七崎揚水機場実施設計業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月３日至平成 24 年２月 29 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月３日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号に基づき、瑞

穂市契約規則第 24 条で定める金額以内であるため。 

 また、本業務は、土地改良施設維持管理適正化事業にて実

施する施設改良の実施設計であり、当該事業への加入や資金

交付の事務等を行っていることに加え、土地改良施設の診断

を定期的に実施している当該連合会が本業務の契約の相手

方として も適しているため。 

（６）結果及び意見 

①予算等金額について 

（問題点） 

予算等金額の設定にあたり、１社から見積りを徴収しているのみである。比較対照がない

ため金額の妥当性が検討できないのは問題がある。また、地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第１号の適用であるならば、複数から見積徴収しなければならないが、それが行われて

いない。 

（結果） 

瑞穂市契約規則第 25 条によると、「なるべく２以上の者から見積書を徴さなければならな

い」とあるので、不可能である理由がない場合には、他からも見積りをとり、設計費を算出

すべきである。 

 

29 環境課事務担当分 

29－１ 一般廃棄物処理委託業務（サーマルリサイクル） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 
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（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 1日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

自区内処理が困難であり大半を県外業者へ委託する為、そ

の業者の立地する自治体に対して搬入の承諾を得る必要が

あり、ごみの種別毎の処理方法や処理先を明記する他、搬入

する自治体及び処理先を明記しなければならず、業者の選定

に関して一方的な契約行為ではなく、搬入先自治体と協議し

承諾を得なければならない。 

このように、業者が既に大方決定している段階にある為、通

常の契約規則による委託業務伺いからの一連の流れによる

契約行為ではなく、決裁伺いにて毎年対応している。 

 

29－２ 空き容器回収機保守管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 1日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

現在設置してある空き容器回収機は、ポイント管理サー

バーに通信してポイント管理する機種で、一般汎用機器では

なくノルウェー製であり、当該機器の国内総代理店である業

者でないと機器及び通信の管理が出来ず、故障時の早急な対

応が不可能であり、その性質上、指名競争入札に適さないも

のであることから１社随意契約としている。 

 

29－３ 可燃物収集業務委託（瑞穂地区） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 1日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから 1社随意契約としている。 
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29－４ 資源物・不燃物収集業務委託（瑞穂地区） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから 1社随意契約としている。  

 

29－５ 美来の森施設管理及び空き容器回収業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月 1日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

廃棄物を適正に処分する上で適正なごみの分別を行う必

要があり、また空き容器の回収作業については毎日の容器破

砕物の回収及び回収機の清掃であり、市民からの通報などで

速やかな対応が必要となり、従来より業務を行っている施設

管理業者へ委託することで、適正且つ円滑に事業が遂行され

ると思われることから１社随意契約としている。 

 

29－６ 一般廃棄物処理委託業務（廃プラ・木くず・不燃物・堀起し） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

自区内処理が困難であり大半を県外業者へ委託する為、そ

の業者の立地する自治体に対して搬入の承諾を得る必要が

あり、ごみの種別毎の処理方法や処理先を明記する他、搬入

する自治体及び処理先を明記しなければならず、業者の選定
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に関して一方的な契約行為ではなく、搬入先自治体と協議し

承諾を得なければならない。 

このように、業者が既に大方決定している段階にある為、通

常の契約規則による委託業務伺いからの一連の流れによる

契約行為ではなく、決裁伺いにて毎年対応している。 

 

29－７ 可燃物収集業務委託（巣南地区） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから 1社随意契約としている。 

 

29－８ 廃棄物中間処理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから 1社随意契約としている。 

 

29－９ 巣南集積場管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 
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（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから１社随意契約としている。 

 

29－10 資源物収集業務委託（巣南地区） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

毎年定める一般廃棄物処理実施計画に従って、生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集を行う必要があり、法律施

行令第４条に規定する一般廃棄物の収集・運搬・処分等の委

託基準に基づき、従来より収集運搬を委託している業者に依

頼するのが適切であると考え、この業務は一定の経験とノウ

ハウが必要であり、一般競争入札には適さないと思われるこ

とから１社随意契約としている。 

 

29－11 一般廃棄物運搬委託業務（廃プラスチック・木くず）  

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

自区内処理が困難であり大半を県外業者へ委託する為、そ

の業者の立地する自治体に対して搬入の承諾を得る必要が

あり、ごみの種別毎の処理方法や処理先を明記する他、搬入

する自治体及び処理先を明記しなければならず、業者の選定

に関して一方的な契約行為ではなく、搬入先自治体と協議し

承諾を得なければならない。 

このように、業者が既に大方決定している段階にある為、通

常の契約規則による委託業務伺いからの一連の流れによる

契約行為ではなく、決裁伺いにて毎年対応している。 
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29－12 一般廃棄物処理委託業務（金属類） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

ごみステーション及び集積場の金属類などの中間処理を

行う業務であるが、この業務を行うには一般廃棄物の処分業

の許可を有している必要があり、従来から業務を行っている

業者へ発注した方が、円滑且つ適正に業務が遂行されると思

われることから１社随意契約としている。 

 

29－13 一般廃棄物処理委託業務（廃プラスチック・木くず） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

自区内処理が困難であり大半を県外業者へ委託する為、そ

の業者の立地する自治体に対して搬入の承諾を得る必要が

あり、ごみの種別毎の処理方法や処理先を明記する他、搬入

する自治体及び処理先を明記しなければならず、業者の選定

に関して一方的な契約行為ではなく、搬入先自治体と協議し

承諾を得なければならない。 

このように、業者が既に大方決定している段階にある為、通

常の契約規則による委託業務伺いからの一連の流れによる

契約行為ではなく、決裁伺いにて毎年対応している。 

（６）結果及び意見（１から 13 の契約） 

①随意契約について 

（問題点） 

業務の特殊性から、競争入札ではなく、随意契約が多くなっている。 

（意見） 

廃棄物の収集から運搬、処分・再生までの作業は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき、瑞穂市独自でその方法を計画し、実行している。 

その業務は市民の生活環境の保全に関係するため、委託する際にも経済的側面よりも業務

の確実な遂行という実質面が重視される。 

そのため、契約方法として、競争原理を働かせる入札を行い、業者を決定するのではなく、

業務遂行が確実で信頼のおける事業主体に委託する随意契約が多くなるのも理解できる。 
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しかし、一般的に随意契約は価格が硬直化するデメリットがあると言われている。価格が

適正に設定されるよう、職員が情報を収集して判断できればよいが、業務に精通し専門的知

識を豊富に持ち合わせることは現実には困難である。まして当該業務のような特殊性があり

より高度な専門知識が必要とされるものはなおさらである。 

市の財政も厳しい状況にあり、随意契約を継続させることは止むを得ないとしても、業務

内容や契約金額の適正性を確保し、市民に説明できる体制を整備することが望まれる。 

 

②作業確認について 

（問題点） 

契約により提出が義務付けられている業務着手届及び業務完了届を確認するとともに、各

自治会に日常的な管理を依頼し、間接的に作業の確認はしているが、現場に立会うといった

直接的な作業確認はほとんど行っていない。 

（意見） 

担当職員はほぼ毎日現場へ出向き、その際に収集時間の遅延確認や収集忘れと思われる事

案があれば、随時収集業者に連絡等し、委託業務に不履行がないようにしているとのことで

ある。また、業務自体の頻度も多いため、委託業者及び自治会との信頼関係のもと、直接作

業を確認することは現実的ではないとの考えである。  

しかし、これら業務は法律で市が 終管理者であると定められていることからすれば、責

任あるものとして十分な管理責任を果たしていると市民に説明するため、やはり直接作業の

状況を見ることも重要と思われる。直接確認することで、見えない問題も見えてくる場合も

ある。 

時間や人員に制約があることも考慮した上で、忠実に管理責任を果たせるよう、また、契

約者に緊張感を継続させるため、直接作業確認する機会を設けるよう検討していくことが望

まれる。  

 

29－14 瑞穂市指定「粗大ごみ処理袋」 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 丸硝株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年４月 15 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 15 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年２月 17 日 

入（開）札日  平成 24 年４月 13 日 13 時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 9,450,000 円 

予定価格  8,400,000 円 

契約金額  5,029,500 円 

落札率   59.9％ 
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29－15 瑞穂市指定ごみ袋（大）・（小） 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 丸硝株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年４月 15 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 15 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年２月 17 日 

入（開）札日  平成 24 年４月 13 日 13 時 30 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 8,825,250 円 

予定価格  6,835,500 円 

契約金額  6,579,300 円 

落札率   96.3％ 

（８）結果及び意見（14、15 の契約） 

（問題点） 

瑞穂市指定ごみ袋は、粗大ごみ・可燃ごみ（大）・可燃ごみ（小）と３種類あるがそれぞれ

別々に指名競争入札を行っている。粗大ごみ袋は有料化開始に伴い平成 23 年度から導入され

第一回目の入札であったがため、担当者の説明によると事業開始時の段階で他の２種類のご

み袋と同時入札を行うことは想定していない。また粗大ごみと可燃ごみの各ごみ袋はそれぞ

れ材質も全く違っているため業者間でそれぞれ得意不得意があると考え別々に入札を行って

いるとの経緯がある。 

（結果） 

実際に指名競争入札に参加している業者は全く一緒である。同じであれば一緒に入札が行

えないかという発想が至極当然の論理である。入札を実施する際には、人的コストをはじめ

様々なコストがかかる。経済性の観点、入札効率を考慮しても今後入札を一回にすることを

検討すべきである。 

 

30 上水道課事務担当分 

30－１ 野白新田配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（４社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年 10 月 26 日至平成 24年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23年 10 月 26 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年９月 30 日 

入札参加申請  平成 23 年９月 30 日午前９時から 

  平成 23 年 10 月７日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 10 月 14 日午前９時から 

        平成 23 年 10 月 17 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 10 月 18 日午前 10時 40 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  17,918,250 円 

予定価格 15,855,000 円 

契約金額 15,529,500 円 

落札率  97.9％ 

 

30－２ 横屋配水管改良工事（その２） 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 29 日至平成 24年３月 16 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 29 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 31 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 31 日午前９時から 

  平成 23 年 11 月９日午前 11 時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月 15 日午前９時から 

        平成 23 年 11 月 16 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月 17 日午前９時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  11,682,300 円 

予定価格 10,290,000 円 

契約金額  9,922,500 円 

落札率  96.4％ 

（８）結果及び意見 

①契約変更について 

（問題点） 

 当契約は、配水管改良工事をした後の舗装復旧について、当初予定していた仮復旧ではな

く本復旧をしなければならなくなったため、表１のとおり契約金額及び契約期間について変

更が行われている。ここで問題なのは、本復旧をしなければならなくなった理由である。当

初の計画では、配水管改良工事が完了した後、引き続き都市開発課が道路工事を行う予定で

あったため、舗装復旧については仮復旧とされていたわけであるが、都市開発課の道路工事

が延期されたために、本復旧をしなければならなくなったのである。また、用地を取得でき

ることが前提として計画されていた都市開発課の道路工事については、用地を取得するため

の交渉が予想以上に長引いたことが工事を延期する理由となっている。結局、現在も当該用

地は取得できていない。つまり、用地の取得という不確実な要素を計画に取り入れたことが

原因となって契約を変更しなければならなくなったのである。 

（結果） 

用地が取得できるであろうという不確実な要素を計画取り入れること自体に問題がある。

よって、より確実な計画のもとに契約内容を決定し、契約の変更については 小限に留める

ように努めるべきである。 
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30－３ 下犀川橋取付道路配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 有限会社廣江ポンプ店 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 14 日至平成 24年２月 29 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 14 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日午前９時から 

  平成 23 年 10 月 26 日午前 11時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

        平成 23 年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 35 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  11,450,250 円 

予定価格 10,185,000 円 

契約金額 10,080,000 円 

落札率  99.0％ 

 

30－４ 本田配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（３社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 16 日至平成 24年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 16 日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年 10 月 18 日 

入札参加申請  平成 23 年 10 月 18 日午前９時から 

        平成 23 年 10 月 26 日午前 11時まで 

応札期間    平成 23 年 11 月２日午前９時から 

        平成 23 年 11 月４日午後３時まで 

開札日     平成 23 年 11 月７日午前９時 25 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  10,252,200 円 

予定価格  9,030,000 円 

契約金額  8,914,500 円 

落札率  98.7％ 
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30－５ 美江寺、重里配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年５月 13 日 

入（開）札日  平成 23 年５月 30 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  19,209,750 円 

予定価格 16,905,000 円 

契約金額 16,485,000 円 

落札率  97.5％ 

 

30－６ 横屋配水管改良工事（その１） 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年７月 28 日至平成 23年 10 月 28 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 28 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年７月 13 日 

入（開）札日  平成 23 年７月 28 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  15,640,800 円 

予定価格 13,755,000 円 

契約金額 13,440,000 円 

落札率  97.7％ 

 

30－７ 十七条配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年９月９日至平成 23年 12 月 13 日 

（５）契約日 平成 23 年９月９日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年８月 18 日 

入（開）札日  平成 23 年９月５日午前９時 25 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  13,522,950 円 

予定価格 11,917,500 円 

契約金額 11,865,000 円 

落札率  99.6％ 
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30－８ 美江寺字大門町ほか配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社三愛 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 30 日至平成 24年３月 16 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 30 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月９日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 24 日午前 10時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  9,896,250 円 

予定価格 8,820,000 円 

契約金額 7,581,000 円 

落札率  86.0％ 

（８）結果及び意見 

①契約変更について 

（問題点） 

当契約は、当初予定していなかった交通誘導員を配置することとしたため、表１のとおり

契約金額及び契約期間について変更が行われている。ここで問題なのは、交通誘導員を配置

することとした理由である。当初の計画では、交通誘導員は１人とされていたが、市道１－

242 路線からの通り抜け車両が多く、地元住民の要望もあって、交通誘導員をもう１人追加

で配置しなければならなくなったのである。 

（結果） 

市道１－242 路線からの通り抜け車両が多いことは現地確認をすれば分かることであり、

また、地元住民の要望も事前に確認することは可能なはずである。よって、事前調査を徹底

させ、より確実な計画のもとに契約内容を決定し、契約の変更については 小限に留めるよ

うに努めるべきである。 

 

30－９ 牛牧・穂積配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社三愛 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月 18 日至平成 24年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月 18 日 

（６）入札の状況 

 

通知書     平成 23 年 10 月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年 11 月 17 日午前９時 10 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,592,150 円 

予定価格 7,560,000 円 

契約金額 7,549,500 円 

落札率  99.9％ 
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30－10 森字天王・十八条字内町配水管拡張工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社大山主計 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 20 日至平成 24年３月９日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 20 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 11 月 28 日 

入（開）札日  平成 23 年 12 月 15 日午前 11時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  6,250,650 円 

予定価格 5,617,500 円 

契約金額 5,449,500 円 

落札率  97.0％ 

 

30－11 野白新田字八石ほか配水管改良工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 有限会社廣江ポンプ店 

（４）契約期間 自平成 23年 12 月 27 日至平成 24年３月 23 日 

（５）契約日 平成 23年 12 月 27 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年 12 月７日 

入（開）札日  平成 23 年 12 月 22 日午前 10時 40 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  5,213,250 円 

予定価格 4,635,750 円 

契約金額 4,620,000 円 

落札率  99.7％ 

（８）結果及び意見 

①契約変更について（１から 11 の契約） 

（問題点） 

表１は、１から 11 の契約の工期及び金額の変更内容についてまとめたものである。また、

表２は、その変更理由についてまとめたものである。さらに、図３は、その施工箇所につい

て示したものである。 

例えば、１（第 15 号）の配水管改良工事については、当初は、図３の第 15 号から矢印で

示された先の丸で囲まれた部分が施行箇所であった。しかし、表２の変更理由によって、図

３の第 15号から矢印（増工）で示された部分の施工箇所が契約の変更により増工されている。

しかし、図３からも明らかなように、当初の施工箇所と増工された施工箇所は全く別の箇所

であり、なんの関連性もない。ただ単に、早急に対応する必要があるという理由だけで、た

またま同じ時期に施工されていた工事の増工扱いにしたのである。同様の事例が、３（第 17

号）、４（第 16号）、７（第 13 号）、10（第 22号）、11（第 23号）の契約で見られる。 
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表１                                  （単位：円） 

  
工期 請負金額 

着工 完成 変更 当初 変更 差額 

１ 第 15 号 10 月 26 日 ２月 29 日 ３月 26 日 15,529,500 17,799,600 2,270,100 

２ 第 20 号 11 月 29 日 ３月 16 日 ３月 23 日 9,922,500 11,247,600 1,325,100 

３ 第 17 号 11 月 14 日 ３月 29 日   10,080,000 10,800,300 720,300 

４ 第 16 号 11 月 16 日 ３月 19 日   8,914,500 10,248,000 1,333,500 

５ 第 4 号 ６月１日 ８月 31 日   16,485,000 17,209,500 724,500 

６ 第 11 号 ７月 28 日 10 月 28 日 11 月 21 日 13,440,000 14,480,550 1,040,550 

７ 第 13 号 ９月９日 12 月 13 日   11,865,000 14,642,250 2,777,250 

８ 第 21 号 11 月 30 日 ３月 16 日   7,581,000 7,927,500 346,500 

９ 第 19 号 11 月 18 日 ３月 19 日   7,549,500 8,035,650 486,150 

10 第 22 号 12 月 20 日 ３月９日 ３月 26 日 5,449,500 7,260,750 1,811,250 

11  第 23 号 12 月 27 日 ３月 23 日   4,620,000 5,028,450 408,450 

 

表２ 

  変更理由 

１  第 15 号 
十九条地内において、負担金工事の申し込みがあり、早急に対応する必要が生じ

たため変更するものです。 

２  第 20 号 
市道 13－13 路線の舗装復旧について開発課と打ち合わせをしたところ、本復旧で

との指示があり、舗装工を増工するとともに、工期を延長するものです。 

３  第 17 号 
総務課を通じ自治会より消火栓の移設依頼があり、早急に対応する必要があるた

め増工するものです。 

４  第 16 号 地下式消火栓設置工及び土工の増工による増額。 

５  第４号 

 重里地内において試掘調査の結果、既設管 VPφ50 と VPφ75が近接していたの

で、接続箇所を VPφ50 から VPφ75 へ変更するため、施工延長及び舗装工を増工

するものです。 

６  第 11 号 
犀川（牛牧地内）の河川改修（県施工）で、水道管が支障になり早急に移設する

必要が生じたため、増工するものです。 

７  第 13 号 
本田地内において、井戸の不調に伴う配水管布設負担金工事の申込みがあり、早

急に対応する必要が生じたため増工するものです。 

８  第 21 号 
本工事施工にあたり、市道１－242 路線からの通り抜け車両が多く、地元住民の

要望もあり交通誘導員を増工するものです。 

９  第 19 号  現地精査に伴う、施工延長の増工による増額。 

10  第 22 号 
七崎地内における上水道負担金工事の申し込みによる施工延長の増工に伴う増

額。 

11  第 23 号 
 総務課を通じ生津自治会より消火栓移設（地上式→地下式）の依頼があり、早

急に対応する必要があるため増工するものです。 
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図３ 
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（結果） 

透明性・公平性を確保するためにも、何の関連性もない工事については増工扱いで対応す

るのではなく、新たな工事として入札を行うべきである。 

 

②契約変更における契約書について（１から 11の契約） 

（問題点） 

契約を変更した場合の契約書についてであるが、瑞穂市契約規則取扱要領第 26 条の２では、

「契約の変更は、様式第 11 号により変更の仕様書を受け取った日から５日以内に締結しなけ

ればならない」と規定されており、様式 11 号には請負代金額を記載する欄も設けられている。

しかし、契約期間だけを延長して請負代金額についての記載がない契約書が数多く存在した。

なお、工事が完了した後に請負代金額を記載した契約書を再作成している。 

（結果） 

なんらかの事情により請負代金額を記載できない契約があるかもしれないが、契約者双方

にとって問題が起こらないようにするためにも、契約を変更する時点で請負代金額を記載し

た契約書を作成するべきである。 

 

③契約の区分について（１から 11の契約） 

（問題点） 

図３からも明らかなように工事の施工箇所が、１つの契約の中でバラバラのものもあれば、

違う契約に近いものもある。 
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（結果） 

図３の施工箇所は１年以内のものであり、事業計画の段階である程度把握しているはずで

ある。よって、単価を下げ効率的に工事を施工するためにも、なるべく近い施工箇所の工事

はまとめて発注するべきである。 

 

30－12 瑞穂市水道メーター検針業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、100%瑞穂市の出資会社で市の行政事務請負を目

的として設立した団体であり、かつ、市内の老齢者等の雇用

対策の目的も考慮した団体である。また、同社は、前年度も

この委託業務を受け、着実にその業務を遂行し成果をあげて

きているため当業務を発注するもの。 

（６）結果及び意見 

①契約者について 

（問題点） 

当契約は、「契約者は、100%瑞穂市の出資会社で市の行政事務請負を目的として設立した団

体であり、かつ、市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した団体である。また、同社は、

前年度もこの委託業務を受け、着実にその業務を遂行し成果をあげてきているため当業務を

発注するもの。」という理由で随意契約されているが、地方自治法施行令第 167 条の２第１項

第２号に該当すると言い切るには少し説明不足だと思われる。 

（意見） 

副市長が契約者の代表取締役社長を務めていることから、より一層の透明性が求められる

契約であり、随意契約としたことについて納得のいく説明が望まれる。少なくとも、利害関

係者となる副市長は決裁には関わるべきでないと思われる。 

 

31 下水道課事務担当分 

31－１ 別府（堤内五之町）下水道管布設工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社照喜 

（４）契約期間 自平成 23年９月 30 日至平成 23年 12 月 15 日 

（５）契約日 平成 23 年９月 30 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年９月 12 日 

入（開）札日  平成 23 年９月 28 日午前 10時 40 分 
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（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  1,806,000 円 

予定価格 1,585,500 円 

契約金額 1,575,000 円 

落札率  99.3％ 

（８）結果及び意見 

①契約変更について 

（問題点） 

当契約は、交通誘導員を増やすためという理由で契約の変更が行われている。これは、当

初予定していた工事車両の通り道の住民から苦情が出て工事車両の通り道を変更せざるを得

なくなり、変更した通り道が通学路ということもあり、交通誘導員を配置する必要が出てき

たため、契約の変更が行われた。 

（結果） 

工事車両が通る道は当初の計画で分かっていることであり、現地確認の時点で地元住民に

は確認・了解をとることには安易にできるはずである。よって、現地確認を徹底させ、より

確実な計画のもとに契約内容を決定し、契約の変更については 小限に留めるように努める

べきである。 

 

31－２ アクアパークすなみ施設維持管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 

 

31－３ アクアパークすなみ産業廃棄物（下水道汚泥）収集・運搬業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 
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31－４ 西マンホールポンプ維持管理業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 22年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 

 

31－５ 呂久クリーンセンター施設維持管理業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 22年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関

する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務とす

るため。 

 

31－６ 呂久クリーンセンター汚泥引抜き運搬業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 （当初）自平成 23 年４月１日至平成 24年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 

 

31－７ アクアパーク別府水処理センター施設維持管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 
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31－８ アクアパーク別府水処理センター一般廃棄物（汚泥）収集・運搬業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 

 

31－９ 別府マンホールポンプ維持管理業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 22年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法」によるし尿処理業者への事業転換業務と

するため。 

（６）結果及び意見 

①協定に基づく業務転換について（２から９の契約） 

（問題点） 

２から９の業務委託については、平成８年８月 30 日付で締結された「巣南町における合理

化に関する協定」及び「穂積町における合理化に関する協定」に基づき、事業転換を支援す

る目的でＡ社及びＢ社と随意契約を締結している。その内訳は、表１のとおりである。この

協定に基づき提供される転換業務は、一合理化事業計画期間中の業務減少量（売上額）に見

合うものとされており、10 年毎に見直しが行われる。 

業務減少量（売上高）については、下水道直結件数を両者が作成した下水道等繋ぎ込み実

績一覧表を突合することにより確認が行われるが、金額については業者から提示されるのみ

でありチェックは行われてない。 
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表１ 

  委託名 区域 契約者 

２ 
アクアパークすなみ施設維持管理

業務委託 

特定環境保全公共下水道 

（西処理区） 

Ａ社 

３ 
アクアパークすなみ産業廃棄物

(下水道汚泥）収集・運搬業務委託

４ 
西マンホールポンプ維持管理業務

委託（平成 22 年度契約） 

５ 
呂久クリーンセンター施設維持管

理業務委託（平成 22 年度契約） 農業集落排水処理施設 

（呂久処理区） 
６ 

呂久クリーンセンター汚泥引抜き

運搬業務委託 

７ 
アクアパーク別府水処理センター

施設維持管理業務委託 

コミュニティープラント 

（別府処理区） 
Ｂ社 ８ 

アクアパーク別府水処理センター

一般廃棄物（汚泥）収集・運搬業

務委託 

９ 
別府マンホールポンプ維持管理業

務委託（平成 22年度契約） 

（結果） 

協定に基づき提供される業務であるならば、その協定が締結された趣旨に添うように極力

努力すべきである。よって、少なくとも業者の帳簿書類等を定期的にチェックし、業務減少

量（売上額）を正確に把握するべきである。 

また、新築で増えた浄化槽が下水に直結した場合も転換業務の対象となっているため、完

全に浄化槽がなくなるまではこの協定は終わることがない。 終的な帰着点を検討するべき

である。 

 

31－10 瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）全体計画修正業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 24年１月 17 日至平成 24 年３月 28 日 

（４）契約日 平成 24 年１月 17 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本業務は、平成 21 年度に作成した瑞穂市公共下水道（瑞

穂処理区）全体計画の一部を修正する業務であり、業務の効

率性や終末処理場位置の機密性など競争入札には適さない

業務であるため。 
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（６）結果及び意見 

①随意契約とした理由について 

（問題点） 

当契約は、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号「競争入札に付することが不利と

認められるとき。」（以下、「６号」という。）に該当するとして随意契約されている。また、

契約方法伺書に添付された書類には当契約が６号に該当する理由について、「本業務は、平成

21 年度に作成した瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）全体計画の一部を修正する業務であるた

め、同計画を策定した者以外では、業務の遂行上不利となるため。」と記載されていた。 

しかしながら、「何が業務の遂行上不利となるのか？」など文章の内容が分かりにくかった

ため、担当課に対して詳しい説明を求めたところ、上記適用条文及び該当理由は誤りであり、

正しくは、「本業務は、平成 21 年度に作成した瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）全体計画の

一部を修正する業務であり、業務の効率性や終末処理場位置の機密性など競争入札には適さ

ない業務であるため。」という理由で、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号「不動産

の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用さ

せるため必要な物品の売払いその他契約でその性質又は目的が入札に適しないものをすると

き。」に該当する契約でしたとの回答があった。 

そもそも契約方法については、一般競争入札を基本として、指名競争入札、随意契約など、

その契約に も適した契約方法を選択するべきであり、その判断はより慎重に行うべきであ

る。それにもかかわらず、契約方法を選択するための根拠となるべき適用条文及び該当理由

に誤りがあったということは、契約方法の選択という手続きそのものを市が軽視していると

言わざるを得ない。こうしたことは、担当課長から市長までが適用条文及び該当理由に何の

疑問も感じることなく契約方法伺書に確認印を押している事実からもよく分かる。 

（結果） 

今後、こうした問題を起こさないためにも、ただ決裁印を押すといった形骸化した手続き

をするのではなく、決裁印を押す全ての者が責任をもって契約方法の選択について判断する

ように個々の意識を変えていく必要がある。 

 

31－11 瑞穂市下水道遠方監視システム再構築業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年 12 月 21 日至平成 24年３月 29 日 

（４）契約日 平成 23年 12 月 21 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

施設監視を行うシステム開発業務で、プロポーザル（総合

評価型）方式により業者特定を行うため競争入札に適さない

ため。 
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（６）結果及び意見 

①設計費と予定価格のかい離について 

（問題点） 

当初予算作成時には、落札者となったＣ社の１者からしか見積りを徴収しておらず、その

見積りをもとにして設計費が決定されている。しかし、プロポーザル（総合評価型）方式に

より落札された金額はその半額程度となっている。 

（結果） 

予算の場合においても少なくとも２以上の者から見積りを徴収し、妥当な設計費を算定で

きるように努めるべきである。 

 

32 市民窓口課事務担当分 

32－１ 巣南庁舎周辺花木管理業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 23年 11 月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は100％市の出資会社で市の請負業務を目的として

設立した団体であり、かつ、市内の高齢者等の雇用対策の目

的も考慮した団体であるため。また平成 22 年度も当該業務

を委託しており、業務内容に精通しているため。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由について 

（問題点） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号は、「特定の者でなければ供給することができ

ないものを調達するとき」あるいは「契約の性質または目的が競争入札に適しない特別な事

情があるとき」のいずれかに該当するときに、随意契約することができると規定している。 

花木管理という業務は、たとえば園芸業者やシルバ－人材センタ－においても遂行できる

業務であるから、「特定の者でなければ供給することができない」とはいえない。また、たと

え契約者が市の 100％出資会社であり、その請負業務を目的とした会社であるとしても、そ

れは当該会社の都合に過ぎず、市が随意契約とするべき「特別な事情」に該当するとは言い

切れない。 

また、設計費についても、契約者１社からの見積りにより設定されており、契約金額の妥

当性についても疑問が残る。 

（意見） 

契約の性質上、数社からの見積りをとった上で設計費を設定し、競争入札とすることが望

まれる。 
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32－２ エレベーター保守管理業務委託（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約 

（３）契約期間 自平成 22年 10 月１日至平成 25 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 22 年９月 16 日 

（５）随意契約の理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

本設備の構造、機能等を熟知している製造会社であるた

め。 

（６）結果及び意見 

①契約者の選定について 

（問題点） 

庁舎に設置してあるエレベ－タ－に関する保守管理業務委託である。エレベ－タの製造会

社と契約したことについては、ある程度の合理性はあると感じるが、１社のみしか検討しな

いのは問題がある。 

エレベ－タ保守を専門に取り扱う業者もあるであろうし、有事の場合、保守管理業者の拠

点と庁舎の距離も、復旧までの時間に直結する大きな問題となりうる。 

（意見） 

製造会社以外にも、見積り依頼をし、保守管理内容や有事の場合の対応も慎重に検討した

うえで、委託業者を選定すべきである。 

 

32－３ 巣南庁舎窓口停電対策発電機回路工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 トーテックアメニティ株式会社 岐阜事業所 

（４）契約期間 自平成 23年７月 20 日至平成 23 年９月 30 日 

（５）契約日 平成 23 年７月 20 日 

（６）入札の状況 

 

 

入札執行通知書発行 平成 23 年６月 28日 

見積期間  平成 23 年６月 28 日から平成 23年７月 13 日  

入札日   平成 23 年７月 13 日 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

第１位） 

設計費  2,257,000 円 

予定価格 1,806,000 円 

契約金額 1,260,000 円 

落札率  69.8％ 

（８）結果及び意見 

①設計費について 

（問題点） 

停電、台風等非常時に窓口業務など庁舎機能が停止しないように設備を改善する工事であ

る。予定価格と契約金額に大きな開きがある。設備改善において、発電器回路における切替

盤を設置することを前提に設計費が設定されたが、質疑書において、切替盤なしでも目的の
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工事が達成されるならば設置しなくてもよいという条件になったため、このような開きが生

まれた。 

（意見） 

工事の目的は、窓口停電対策である。設計段階において、複数社から見積りをとり仕様を

吟味することが望まれる。 

 

32－４ 巣南庁舎車庫・倉庫屋根腐食箇所補修塗装工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 随意契約（３社） 

（３）契約期間 自平成 23年 10 月 31 日至平成 23年 12 月 15 日 

（４）契約日 平成 23年 10 月 31 日 

（５）随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号  

随意契約理由書なし 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

指名（見積）業者選定調書にリストアップされた業者からそれぞれ見積書をとり、その中

で も安価な業者と契約に至っている。経済的合理性にかなっており、これが契約理由と  

なっていることは想像できるが、随意契約理由書が作成されていなかった。 

（結果） 

随意契約理由書は随意契約の理由を証明する大切な書類なので、必ず作成し保管しなけれ

ばならない。 

 

33 会計課事務担当分 

33－１ 平成 21年度保存保管資料アーカイブ業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年９月６日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年９月６日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 契約業者は 100%市の出資会社で、瑞穂市が行う業務の効

率化及び低コスト化をめざし、市勢の進展と市民の福祉増進

を図るため、市の業務請負を目的として設立した会社であ

り、かつ、市内の老齢者等の雇用対策の目的も考慮した会社

であるため当業務を発注するもの。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

随意契約とする理由について、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号を適用してい
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る。当該第２号は「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的

が競争入札に適しないものをするとき。」と規定されている。 

(結果) 

当該地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の適用は、当該契約者以外の第三者に履

行させることが不可能であるものかどうかにより判断すべきである。つまり、業務の内容を

熟知していることや業務の内容に精通していることをもって契約者を限定することは適切で

はない。当該随意契約理由書においては、当該事業者の設立の目的及び業務の効率化等を随

意契約とする理由としている。これでは、特定の者でなければ業務を行えないと判断しうる

十分な理由ではないのではないか。したがって、他の者が当該業務を執行できるかについて

見積書の徴収を行い、第２号の適用にあたっては、当該業者のみしか履行できない場合を除

き、プロポーザル方式、コンペ方式等により契約業者を選定すべきではないか。 

他の契約においても同様であるが、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号から第９

号を適用するにあたっては、厳格でなければならない。随意契約に関してガイドラインを設

け、市として統一された判断がされるようにすべきである。現状の「随意契約に関する規程

の解釈について」では明確でない箇所もあることから十分ではない。ガイドライン作成の上

で、当該契約についても、再度第２号を適用することが適切であるのか、一層の検討を行う

べきである。 

 

34 議会事務局事務担当分 

34－１ 議会だより 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（７社） 

（３）契約者 有限会社 もとすいんさつ 

（４）契約期間 自平成 23年４月 14 日至平成 24 年３月１日 

（５）契約日 平成 23 年４月 14 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年４月１日 

入（開）札日  平成 23 年４月 13 日 11 時 25分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,097,000 円 

予定価格      18,795 円 

契約金額      18,270 円 

落札率     97.2％ 

（８）結果及び意見 

①検査調書の作成について 

（問題点） 

 当該契約は単価契約であり、単価が 500 千円を超えていないことから、検査調書の作成が

行われなかった。 

（結果） 

当該契約については単価契約であることから、検査調書の作成が行われなかったが、当初
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の当該年度間に発注を予定する総額が 500 千円を超えていることを考えれば、当該契約にか

かる金額は単価契約に係る単価若しくはその都度支払う金額で判断をするのではなく、当該

予定総額で判断することが合理的であると考えられる。検査調書の作成について検討すべき

である。 

 

34－２ 会議録調製業務委託（平成 23 年第１回瑞穂市議会定例会） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 23 年６月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号適用 

 今回の業務委託は、平成 23 年第１回瑞穂市議会定例会（３

月）の会議録調整業務のための暫定的な委託であることか

ら、年度切替の時間的な関係上、従前の発注者で行った方が

有利と判断するため。 

（６）結果及び意見 

①単価契約に関する手続について 

(問題点) 

瑞穂市事務決裁規程別表第４において専決事項が記載されている。当該事項によると随意

契約見積一覧表の決裁は契約金額に応じて定められている。当該契約については、予算等金

額が 500 千円を超えるが副市長の決裁が行われていなかった。 

(結果) 

当該規程及び瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理によると契約金額の多寡によ

り専決する事項が記載されている。当該契約については単価契約であるため、副市長、部長、

課長等いずれの専決事項となるのかは、現在ある規程をもとに判断することはできないが、

想定される支払総額は予算等金額に類するものと考えられることから、副市長の専決事項と

することが合理的ではないか。 

 現状、当該規程及び要領等においては、市として統一された事務処理が行われていない状

態であることから、規程等の見直しを検討すべきである。 

 

②指名競争入札の導入ついて 

（問題点） 

 当該契約については、前年度の３月議会分の議事録が業務の対象で、議会だより等の編集

上、年度当初に指名競争入札等を行える十分な時間がないことから、前年度委託業者を契約

業者として、また、契約金額についても前年度と同単価により随意契約をしている。 

（意見） 

 当該契約については、年間の会議録調製業務委託事業のうち、３月議会に係るものについ

て、年度内に業務を完了することが困難なことは明らかであり、止むを得ず新年度にずれ込

む形で業務が行われている現状がある。したがって、前年度の契約業者と随意契約を締結し
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ているが、ヒアリングをしたところ、４月１日を入札日とする指名競争入札の実施は可能で

あるとの回答を受けた。つまり、現在随意契約で締結している契約日と同日に契約を締結す

ることは可能である。時間的制約がある中においても、４月１日を開札日及び契約日とする

指名競争入札ができることから、後は担当課が事前に十分な準備を行うのみではないのか。

契約を分割せず一括して指名競争入札とすることについて検討すべきである。 

 

34－３ 会議録調整業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

（３）契約者 名北ワード株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年４月 15 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月 15 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年４月１日 

入（開）札日  平成 23 年４月 13 日午後３時 10 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額  2,349,000 円 

予定価格        16,590 円 

契約金額        16,275 円 

落札率       98.1％ 

（８）結果及び意見 

①委託業務完了届及び検査調書について（２、３の契約） 

（問題点） 

 委託業務完了届及び検査調書の作成が行われなかった。 

（結果） 

 市は、契約書第 10条に基づき、検査をするにあたって、まず当該完了届の提出の有無につ

いて確認し、提出がされた後、業務の検査をすべきである。 

また、当該契約については単価契約であることから、検査調書の作成が行われなかったが、

当初の当該年度間に発注を予定する総額が 500 千円を超えていることを考えれば、当該契約

にかかる金額は単価契約に係る単価若しくはその都度支払う金額で判断をするのではなく、

当該予定総額で判断することが合理的であると考えられる。検査調書の作成について検討す

べきである。 

 

34－４ 議員研修バス借上げ 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（３社） 

（３）契約期間 自平成 23年８月２日至平成 23 年８月３日 

（４）契約日 省略 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号適用 

随意契約理由書の作成は省略 
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（６）結果及び意見 

①見積等金額について 

（問題点） 

見積等金額について、旅行会社の見積り等によらない金額で予算の積算が行われた。 

（結果） 

 厳しい財政状況下において、必要な事業に効率よく市民の税金を充てるためには予算の積

算はより正確なものでなくてはならい。予算の根拠として業者から見積りを取得することは

有用ではないか。現状の予算の積算についてはその金額に合理性がないことから、検討すべ

きである。 

 

35 教育総務課事務担当分 

35－１ 瑞穂市立巣南中学校本校舎改修工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 上村建設株式会社 瑞穂営業所 

（４）契約期間 自平成 23年６月３日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月３日 

（６）入札の状況 

 

 

 

 

公告日     平成 23 年５月 10 日 

入札参加申請  平成 23 年５月 10 日午前９時から 

平成 23 年５月 17 日午後１時まで 

応札期間    平成 23 年５月 24 日午前９時から 

        平成 23 年５月 25 日午後３時まで 

開札日     平成 23 年５月 26 日午前 11時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  177,477,300 円 

予定価格 155,925,000 円 

契約金額 147,000,000 円 

落札率  94.3% 

（８）結果及び意見 

①変更理由について 

（問題点） 

当該契約については、契約変更が行われているが、その理由が、「将来生徒数増加に伴い給

食室が狭隘となるため増床改築の追加施工による変更」となっている。 

（結果） 

この変更理由は、工事が進行していく中で発生したのではなく、当初から想定できたもの

と思われる。議会でも変更工事について問題として取り上げられ、事情説明を行ったとのこ

とであるが、今後同様なことが起こらないよう、計画段階では綿密な設計を立てる必要があ

る。 
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35－２ 穂積小学校グランド暗渠排水２期工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 丸謹建設株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年７月４日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年７月４日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月 14 日 

入（開）札日  平成 23 年６月 29 日午前 10時 50 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,558,550 円 

予定価格 7,350,000 円 

契約金額 7,245,000 円 

落札率  98.6% 

（８）結果及び意見 

①工事施工伺書について 

（問題点） 

工事の施行に関する一般的な事項を承認する工事施工伺書を入手したところ、 終決裁者

である市長の押印（平成 23 年６月６日）より後に担当課が押印（平成 23 年６月７日）して

いた。 

（結果） 

瑞穂市事務決裁規程第３条に決裁の順序が定められているため、現状では規定違反となっ

ており、決裁の流れと文書の流れを見直すべきである。  

  

②変更契約書の作成時期について 

（問題点） 

工事請負変更契約書の締結日が、業者からの完了届の日付の後になっている。 

（結果） 

工事請負変更契約に関する伺書の作成が８月 18 日起案、 終承認が８月 19 日、変更契約

書の作成が８月 24 日、工事完成届が８月 23 日、検査日が８月 26 日となっていた。如何なる

理由があろうとも、工事完了届の後に変更契約書の作成が行われることは矛盾する。これは

変更契約をまとめて締結するという実務の弊害と考えられるため、変更に関する業務を規則

等で定めるべきである。 

 

35－３ 保育所空調機器取替工事 

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 ロイヤル電気産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年６月 22 日至平成 23年 10 月 28 日 
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（５）契約日 平成 23 年６月 22 日 

  

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日  平成 23 年６月 22 日午後２時 20 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  8,536,500 円 

予定価格 7,245,000 円 

契約金額 4,809,000 円 

落札率  66.4% 

（８）結果及び意見 

①契約書の作成について 

（問題点） 

契約書の作成日は開札日当日の平成 23 年６月 22 日となっているが、入札結果の承認を受

ける入札執行一覧表における 終決裁者たる市長の決裁日は平成 23 年６月 24 日となってい

た。 

（結果） 

実務上の如何なる理由があれ、入札結果に対する承認がなければ契約書の作成は行えない。

規則等に沿った実務の徹底を図るべきである。 

 

②契約変更の業務について（１、２、３の契約） 

（問題点） 

契約締結後の変更については、規則、取扱要項及び事務処理要領には規定されていない。 

また、変更に関する伺書には、変更理由と落札率を維持しながら変更金額を記載する様式

になっているが、承認過程に予算を管理する本来の担当課が含まれていない。 

（結果） 

 契約変更についても、業務を明確にするため、規則等に規定すべきである。 

実際には、市の担当課及び都市管理課、工事監理者、工事請負者で協議する工事打合せ

記録や、作業指示書などの書類が整備されているので、具体的に変更契約の業務フローや

作成すべき資料の様式を明確にすべきである。 

 当契約については、予算執行上は教育総務課であるが、工事の詳細については都市管理

課の担当となっている。 

契約変更の際、当然のことながら予算に対する責任のある教育総務課も協議に参加して

いるとのことであるが、承認する際の伺書に教育総務課の承認印が無い。 

契約変更に関する権限、責任を明確にするため、担当課と都市管理課が異なる場合は双

方の承認印を採る伺書の様式にすべきである。 

 

③変更契約書の作成時期について（１、２、３の契約） 

（問題点） 

瑞穂市立巣南中学校本校舎改修工事では工事請負変更契約に関する伺書の作成が 10 月 13
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日起案、 終承認が 10 月 17 日、契約書の作成が 10 月 17 日、工事完成届が 10 月 18 日、検

査日が 10 月 20 日となっていた。また保育所空調機器取替工事では工事請負変更契約に関す

る伺書の作成が 10 月５日起案、 終承認が 10 月５日、契約書の作成が 10 月 12 日、工事完

成届が 10月 20 日、検査日が 10月 27 日となっていた。 

（結果） 

変更内容一覧から推察すると、工事は変更契約が締結される前から行われ、すべての変更

工事が終わった段階でまとめて変更契約書が作成されているように思われる。 

実際にヒアリングで確認しても、現実変更の都度契約書を作成しては事務が煩雑になり、

また、予算もあるため、ある程度まとまった段階でしか行わないとのことである。 

協議の上行われているため、工事完了後に問題になることはないと思われるが、現状では

事後承認と言わざるを得ないため、変更契約を締結することについては、市長又は副市長の

決裁とするが、詳細は担当課や都市管理課の決裁とするなど規則で定めるなど対応すべきで

ある。 

 

35－４ 小中学校等施設維持管理計画策定業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（８社） 

（３）契約者 大建都市開発株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年８月 10 日至平成 24 年３月 19 日 

（５）契約日 平成 23 年８月 10 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年７月 27 日 

入（開）札日  平成 23 年８月９日午前 10 時 45 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 25,935,000 円 

予定価格  22,575,000 円 

契約金額  22,050,000 円 

落札率   97.7% 

（８）結果及び意見 

①修正テープの使用について 

（問題） 

平成 23 年７月 19 日付け委託施行伺書の委託名について修正テープが使用されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程（平成 15 年５月１日 訓令第５号）第 19 条第１項第５号においては、「記

載事項のうち重要な事項を訂正したとき（金額の訂正を除く。）は、その箇所に認印を押すこ

と。」との記載がある。 

ところが、平成 23 年７月 19 日付け委託施行伺書の委託名について修正テープが使用され

ている。委託名は、まさに施行伺の対象となり、 も重要な記載のはずであるから、修正   

テープの使用は許されない。上記規定に則り訂正の認印を押すべきである。 

 

35－５ 保育士派遣委託 
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（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社サン・テンポラリー 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 28日午前 10 時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 14,212,380 円 

予定価格    1,438.5 円 

契約金額     1,333 円 

落札率    92.7% 

（８）結果及び意見 

①平成 20年 10月 31 日付け労働者派遣に関する基本契約の存在について 

（問題点） 

平成20年 10月 31日付け労働者派遣に関する基本契約に基づき労働者派遣契約を締結して

いる。 

（結果） 

本件契約は、指名競争入札によるもので、平成 23 年４月 1 日から平成 24 年３月 31 日まで

の１年契約である。 

ところが、市と契約者は、平成 20 年 10 月 31 日に労働者派遣に関する基本契約を締結し、

以降、平成 22 年度まで随意契約にて契約を継続してきた。 

本件契約においては、この平成 20年 10 月 31 日付け労働者派遣に関する基本契約に基づき

労働者派遣契約を締結しているが、指名競争入札であることと１年契約であることと明らか

に相容れないものである。したがって、平成 23年４月１日付け労働者派遣に関する基本契約

の締結が必要であった。 

 

②平成 20年 10月 31 日付け労働者派遣に関する基本契約の条項について 

（問題点） 

契約書の中に、継続更新することが可能であるという条項がある。 

（結果） 

契約第 26条で有効期間の定めがあるが、ただし書きにおいて「甲乙合意のうえこれを継続

更新することができる。」とある。市においては、長期継続契約を締結することができる契約

については、条例が制定されているが（平成 17年 12 月 26 日条例第 25号）、それ以外の契約

においては、年度単位であるべきである。当該契約は該当せず、本来は継続更新の条項は  

あってはならない。市で準備した契約書ではなく、業者で準備した契約書であると思われる

が、十分なチェックが必要である。 

 

③契約方法について 

（問題点） 
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 担当課の指名業者選定委員会審議案では、随意契約を考えていた。 

（結果） 

担当課の指名業者選定委員会審議案では、随意契約を考えており、地方自治法施行令第 167

条の２第１項第６号（競争入札に付することが不利と認められるとき）をその理由としてい

た。理由では、「平成 20 年度より受託、円滑に従事できる、８人の派遣保育士が勤務してい

るが、保育士という特定の資格を必須とする労働者を多人数派遣させることは他の派遣会社

では困難。」との記載があった。多数の保育士を派遣させられることと競争入札に付すること

が不利になることは関連性がなく、理由不合致である。結局、後の指名業者選定委員会にお

いて、随意契約ではなく、指名競争入札で行うこととなった。随意契約の理由は、根拠条文

に照らして、慎重に検討することが望まれる。 

 

35－６ 浄化槽清掃業務委託（穂積地区小中学校・ほづみ幼稚園） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

瑞穂市旧穂積町地域の浄化層の清掃許可を持っている業

者はＡ社しかいないため。 

（６）結果及び意見 

①設計費について 

（問題点） 

牛牧小学校の校舎 2 について見積額が予算額を超えた状態となっている。 

（結果） 

担当者による入力ミスが原因であるが、委託業務伺書に市長から担当者まで決裁印が押印

されている。より慎重なチェックを行う必要がある。 

 

②検査調書について 

（問題点） 

浄化槽清掃記録票には平成 23 年 10 月 15 日は穂積小学校北舎が 9：50～10：30 までとなっ

ているが、生津小学校は 10：25～11：15 となっており時間が重なっている。業者の担当者は

同じでありサインの字体も同じである。 

（結果） 

穂積小学校北舎と生津小学校の距離を考えると、矛盾が生じているにもかかわらず検査調

書には市長から担当者まで決裁印が押印されている。これでは決裁印をただ押すだけの書類

である。また検査調書により契約者に対して支払いがなされるため、本件のような事実があ

ると単なるミスであっても、いらぬ疑念を生じてしまう。したがって、担当者はもとより、

上司がミス等の不備がないかをしっかり確認するべきである。 
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③浄化槽清掃記録票の検印について 

（問題点） 

浄化槽清掃記録票の検印が学校によってバラバラである。 

（意見） 

浄化槽清掃記録票のコピーを見ると、本田小学校は学校の検印を押印しているが、その他

の学校では見当たらない。また検印もされていたりなかったりと学校によって処理がバラバ

ラのようである。したがって検印について標準化を定めることが望ましい。 

 

35－７ 浄化槽保守管理委託（穂積地区小中学校、幼稚園） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

浄化槽の清掃と保守点検には密接な関係があるため、緊急

時または異常時に素早く対応できる同一業者が望ましいと

考えられ、瑞穂市旧穂積町地域の浄化層の清掃許可を持って

いるＡ社の関連会社であるＢ社と随意契約を行うもの。 

（６）結果及び意見 

①予算等金額について 

（問題点） 

本田小学校の校舎が予算額と見積りの金額が異なっている。そのため見積額が契約金額に

なり支払われている。 

 （結果） 

担当者による入力ミスが原因であるが、委託業務伺書に市長から担当者まで決裁印が押印

されている。より慎重なチェックを行う必要がある。 

 

②浄化槽清掃記録票の検印について 

（問題点） 

浄化槽清掃記録票の検印が学校によってバラバラである。 

（意見） 

浄化槽清掃記録票のコピーを見ると、本田小学校は学校の検印を押印しているが、その他

の学校では見当たらない。また検印もされていたりなかったりと学校によって処理がバラバ

ラのようである。したがって検印について標準化を定めることが望ましい。また、旧巣南町

地域の浄化層の清掃許可を持っているＣ社でありその保守業務を行っているＤ社には浄化槽

保守点検記録票（Ⅰ）の法定検査実施日の日付に記載があったが、一方の旧穂積町地域の浄

化層の清掃許可を持っているＡ社の関連会社でありその保守業務を行っているＢ社（本件契

約会社）には日付の記載はなかった。記載の重要性を明らかにし、必要性があれば、記載す

ることを望まれる。 
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36 給食センター事務担当分 

36－１ 第１、２、４号 プロパンガス購入契約 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 １号 指名競争入札（６社） 

２号 ４号 随意契約（１社） 

（３）契約者 株式会社川甚 

（４）契約期間 １号 自平成 23年４月１日至平成 23 年６月 30日 

２号 自平成 23年７月１日至平成 23年 12 月 31 日 

４号 自平成 24年１月１日至平成 24 年３月 31日 

（５）契約日 １号 平成 23 年４月１日 

２号 平成 23 年７月１日 

４号 平成 23年 12 月 28 日 

（６）入札の状況と随意契約

の理由 

＜１号＞ 

通知日    平成 23年３月 10日 

入（開）札日 平成 23年３月 29日午後３時 50分 

＜２号＞ 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約期間を短縮したことによる残期間について再度価格

交渉を行うため現在の契約者と１社随意。 

＜４号＞ 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約期間を短縮したことによる残期間について再度価格

交渉を行うため現在の契約者と１社随意。 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

＜１号＞ 

予算等金額 38,585,000 円 

予定価格    330.75 円 

契約金額    299.25 円 

落札率   90.5％ 

（８）結果及び意見 

①随意契約について 

（問題点） 

平成 23 年２月９日付け物品等購入伺書及び同年３月３日付け契約方法伺書では、契約期間

は平成 23年４月 1 日から平成 24年３月 31 日までの１年間とされていた。しかし入札の直前

である平成 23 年３月 25日付けで仕様内容を変更し、契約期間を平成 23年４月１日から平成

23 年６月 30 日に短縮している。東北・関東大震災や中東情勢など国内外の諸事情により、

原油価格の変動は激しく、市場価格は高騰しているため、予算不足となる恐れが生じたこと
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を理由としている。このため、２号、４号の契約が必要となったものである。 

（意見） 

本件契約は社会情勢の変化により仕様の変更を余儀なくされた。しかし公正妥当な競争入

札をするためにも仕様内容の変更については慎重にすることが望ましい。 

 

36－２ 配送管理業務委託契約（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（６社） 

（３）契約期間 自平成 22年４月１日至平成 24 年７月 31 日 

（４）契約日 平成 22 年４月１日 

（５）随意契約の理由 総務省の公式見解として、入札公告手続等、経過に至る事

前準備は「予算執行」の範囲に含めるもの、とあり、このこ

とから、平成 22 年４月当初を始期とする契約については、

前年度に入札手続を行うことができないため、随意契約とし

て行わざるを得ない。 

しかし自治法の規定の問題、また年度開始前に契約締結行

為のうちどこまで許されるか、その解釈には諸説ある。なお、

平成 23 年度契約からは、競争入札として行っている。 

（６）結果及び意見 

①随意契約の理由について 

（問題点） 

平成 22 年３月 11 日付け契約方法伺書には、随意契約とあるが、何号の記載はない。 

（結果） 

地方自治法第 234 条第２項、同施行令第 167 条の２第１項第１号から第９号の理由がある

場合のみ随意契約ができるのであって、理由の記載は必要である。 

 

②修正テープの使用について 

（問題点） 

平成 22 年２月 日（日付欄未記入）付け委託業務伺書の委託期間について修正テープが使

用されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程（平成 15 年５月１日 訓令第５号）第 19 条第１項第５号においては、「記

載事項のうち重要な事項を訂正したとき（金額の訂正を除く。）は、その箇所に認印を押すこ

と。」との記載がある。 

ところが、平成 22 年２月 日（日付欄未記入）付け委託業務伺書の委託期間について修正

テープが使用されている。委託期間は、重要な記載のはずであるから、修正テープの使用は

許されない。上記規定に則り訂正の認印を押すべきである。 

 

③検査調書について 
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（問題点） 

検査調書が 1 つしかない。完了届けは四半期ごとにあるためそれぞれに検査調書が必要で

ある。 

（結果） 

平成 24 年３月 31 日付けのもの 1 つである。完了届は四半期ごとにある。瑞穂市契約規則

第 38 条によれば、検査を完了したときは検査調書を作成しなければならないとされており、

検査調書は四半期ごとの作成が必要である。 

 

36－３ 瑞穂市給食センター空調機・換気扇点検及びフィルター交換・取付委託業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社不二産業 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午前９時 10 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,995,000 円 

予定価格  1,942,500 円 

契約金額  1,890,000 円 

落札率   97.3％ 

（８）結果及び意見 

①修正テープの使用について 

（問題点） 

検査調書で決裁印に修正テープが使用されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程（平成 15 年５月１日 訓令第５号）第 19 条第１項第５号においては、「記

載事項のうち重要な事項を訂正したとき（金額の訂正を除く。）は、その箇所に認印を押すこ

と。」との記載がある。ところが、検査調書で決裁印について修正テープが使用されている。

上記規定に則り訂正の認印を押すべきである。 

 

36－４ 瑞穂市給食センター浄化槽保守管理委託業務 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

浄化槽の清掃と保守点検には密接な関係があるため、緊急

時又は異常時に素早く対応できる同一業者が望ましいと考

えられるので、瑞穂市旧巣南町地域の浄化層の清掃許可を
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 持っているＡの関連会社であるＢと随意契約を行うもの。 

 

 

（６）結果及び意見 

①随意契約について 

（問題点） 

契約者はＢで旧巣南町地域の浄化層の清掃許可を持っているＡの関連会社との理由から随

意契約となっている。 

（意見） 

市としては、本来清掃と点検は浄化槽の維持管理上密接な関係にあり、浄化槽に関する情

報共有が重要であることから、連携を密に取れるＢが 適であるとの意見である。 

実際の業務を円滑に遂行するため、随意契約としていることも止むを得ないと考えるが、

業務自体は許可制でなく、競争入札も可能であることから、随意契約の理由についてはより

合理性を持たせる必要がある。 

一般的に、長期に渡り清掃、点検と同じグループ会社で行っていると、価格が硬直化する

といった危険が考えられることから、今後はグループ会社全体に関する情報をできる限り入

手し、適正な価格で契約していくことが望まれる。 

 

②見積りについて 

（問題点） 

本件契約者の見積金額が予算等金額となっている。 

（意見） 

浄化槽の清掃業は法律により保護されているため仕方ないが、保守については別である。

したがって適正な価格を市が判断できるよう、できるだけ多くの業者から見積書を徴収する

など、適正な市場価格を調査し、予算等金額又は予定価格を算出することが望ましい。 

 

36－５ 職員被服（調理員作業着） 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（５社） 

（３）契約者 株式会社サンユニフォーム岐阜 

（４）契約期間 自平成 23年９月９日至平成 23年 10 月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年９月９日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年８月 18 日 

入（開）札日  平成 23 年９月５日午前 10 時 45 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 1,060,326 円 

予定価格   787,500 円 

契約金額   545,265 円 

落札率   69.2％ 

（８）結果及び意見 
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（問題点） 

予算等金額と契約金額との差額が大きすぎる。 

 

（結果） 

予算等金額は被服業者の定価の金額と過去の実績によって決めたとのことだが、予定価格

を決定するための参考となる額であるため、できるかぎり多くの業者から見積書を徴収する

など、適正な市場価格の調査、把握に努めるべきである。 

 

37 学校教育課事務担当分 

37－１ 穂積中学校・穂積北中学校指導書購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（４）契約期間 自 平成 24 年２月 15日 至平成 24 年３月 31日 

（５）契約日 平成 24 年２月 15 日 

（６）随意契約理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号適用 

岐阜県教販株式会社が取扱書店の選定を行っており、他か

ら購入できない。 

 

37－２ 巣南中学校指導書購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自 平成 24 年２月 14日 至平成 24 年３月 31日 

（４）契約日 平成 24 年２月 14 日 

（５）随意契約理由 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号適用 

岐阜県教販株式会社が取扱書店の選定を行っており、他か

ら購入できない。 

（６）結果及び意見 

①予算の節内流用について（１、２の契約） 

（問題点） 

購入予定の指導書の金額が公表されていない状態で予算積算しなければならないため、平

成 21 年度の単価に１.１倍乗じた金額で当初予算計上を行なったが、購入金額（契約金額）

が当初予算を上回ってしまう結果となり、補正予算を組まず節内流用で処理せざるを得な 

かった。 

（結果） 

瑞穂市予算事務規則第 16 条に、節以上（項・目・節）の予算流用の手続について規定され

ており、細節以下については運用上自由裁量の範疇で節内流用できるとされている。そのた

め、当該契約の処理自他は妥当であるが、そもそも予算等金額を積算する際に、時間的制約

があったとはいえ、問い合わせをするなどできるだけ正確な金額を把握すべきであったと考

える。 
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予算額よりも契約金額が上回る状況では原則契約できないことから、随意契約であっても、

適切な予算等金額の積算が必要である。 

 

37－３ 体力総合判定委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 指名競争入札（２社） 

（３）契約者 有限会社梅田文書堂 仲町店 

（４）契約期間 自平成 24年４月 1 日 至平成 24年３月 26 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午後３時 50 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 531,760 円 

予定価格   180.60 円 

契約金額    180.60 円 

落札率    100.0％ 

（８）結果及び意見 

①不明瞭な予算設計について 

（問題点） 

予算等金額の積算について確認したところ、単価の値上がりが考慮されるため昨年の契約

価格より８円多く見込んで予算化したとの予定価格資料を提示されたが、その根拠は明確で

はなかった。 

（結果） 

単価の値上がりが考慮されるという点や昨年度より８円多く見込んでいる点については、

根拠がなくあくまで一担当者の意見であって、思い込みや根拠のない金額をもって予算計上

することは、予算計上そのものが不明瞭である。 

予算設計段階で、各学校と連携を密にした上でより正確な金額を算出できるよう努めるべ

きである。 

 

②担当者の計算ミスについて 

（問題点） 

①の検証過程において、予算等金額の積算に誤りがあることが判明した。 

（結果） 

予算等金額の積算時に、用いる単価を誤ったために誤りが生じたとのことである。予算執

行上も問題がなかったが、担当以外の者が検算していれば見つかったはずである。 

担当課内での予算等金額の積算における統制手続を確立すべきである。 

 

37－４ 「みずほのくらし」印刷製本 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 
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（３）契約者 株式会社もとすいんさつ 

（４）納入期限 平成 24 年３月 23 日 

（５）契約日 平成 24 年２月 14 日 

（６）入札の状況 

 

通知日     平成 24 年１月 24 日 

入（開）札日  平成 24 年２月 13 日午後１時 30 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 715,000 円 

予定価格   472,500 円 

契約金額   462,735 円 

落札率    97.9％ 

（８）結果及び意見  

①予算等金額の積算根拠の不正確さについて 

（問題点） 

平成 23 年度は大幅な改訂を行う年度であったため、その見積単価を根拠のないまま 1,100

円（税込み）とし、必要数量部数を乗じて予算等金額を計上し、契約金額とに差が生じてい

る。 

（結果） 

予算等金額と契約金額の差は 250 千円程度と多額ではないが、このような積算による予算

が組まれれば、本来より手厚く予算が組むべき事業に必要な予算が回らない可能性がある。 

市全体の契約事務や予算組みが適正になることが重要であることを、担当者レベルから意

識付けしていく必要がある。 

   

38 幼児支援課事務担当分 

38－１ 牛乳購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（２社） 

（３）契約者 美濃酪農農業協同組合連合会 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 28 日午後１時 40 分 

（７）予算等金額、予定価格、

契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予算等金額 13,282,000 円 

予定価格        43.57 円 

契約金額        43.57 円 

落札率     100.0％ 

 

38－２ 瑞穂市ファミリー・サポート・センター事業 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 
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（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

  

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第４号適用 

 当該業務については、子育て支援に関するノウハウが必要

不可欠であり、現在もファミリー・サポート・センターに係

る業務を委託していることから、瑞穂市契約規則取扱要領第

25 条第２項第４号（履行中の契約に直接関連する他者履行

不利）の規定を適用するもの。 

（６）結果及び意見 

①随意契約理由書について 

（問題点） 

当該契約を随意契約とする根拠は地方自治法施行令第 167 条の２第１項第４号である。当

該規定は、「新事業分野開拓事業者が新商品として開発し生産する物品を調達するとき」であ

る。 

（結果） 

 当該契約を随意契約とする理由書には「当該業務については、子育て支援に関するノウハ

ウが必要不可欠であり、現在もファミリー・サポート・センターに係る業務を委託している

ことから、瑞穂市契約規則取扱要領第 25条第２項第４号（履行中の契約に直接関連する他者

履行不利）の規定を適用するもの。」と記載されている。しかし、記載されている内容は明ら

かに当該地方自治法施行令第 167 条の２第１項第４号を想定した理由書ではない。随意契約

とする地方自治法施行令の根拠条文が適正に記載されない中で随意契約とすることについて

決裁されているということは、十分なチェックが行われていないと考えられる。記載ミスで

はあるが、例外的方法である随意契約とするに当たっては、一層のチェックが必要である。 

 

38－３ 瑞穂市放課後児童健全育成事業 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（７社とそれぞれ契約） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 随意契約に係る理由書の作成なし 

（６）結果及び意見 

①契約に関する手続上の不備について 

（問題点） 

瑞穂市の事務処理要領に定められた、契約方法伺書、業者選定調書等の作成が行われてい

ない。また、作成された書類の決裁についても本来、委託料が 2,000 千円を超える契約につ

いては、市長決裁とすべきであるが、教育次長の決裁により契約が執行されている。 
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（結果） 

まず、契約方法伺書の作成を行わず、同時に業者選定調書、随意契約理由書の作成を行わ

れないまま、保護者会を契約者とする随意契約が締結された。 

瑞穂市契約事務処理要領の委託業務の事務処理において契約の手続きについて規定されて

いる。当該要領において業者選定調書及び契約方法伺書について決裁を受ける旨が記載され

ていることから、要領に違反している。是正すべきである。 

随意契約とするに当たっては、地方自治法施行令第 167 条の２第１項各号に該当すること

が必要である。したがって、瑞穂市においては随意契約理由書を作成し、それをもとに随意

契約とすることが妥当であるかについて検討の上、契約方法伺書が決裁される。しかし、当

該契約においては随意契約理由書の作成が行われていないことから、十分な検討が行われて

いない。随意契約の適正かつ円滑な運用を確保するために、随意契約に関する標準的な指針

等のガイドラインを設け一層の検討を行うべきである。 

後に決裁についてであるが、契約金額が 2,000 千円を超えることから、瑞穂市契約事務

処理要領の委託業務の事務処理及び瑞穂市事務決裁規程において、契約に関する決裁は市長

と規定されている。しかし、作成された書類について市長の決裁を受けないまま契約が執行

している。これは、当該要領及び規定に反するものである。是正すべきである。 

 

②前年度繰越について 

（問題点） 

瑞穂市放課後児童健全育成事業受託仕様書の５．精算等において「契約金額の清算につい

ては、平成 24 年３月 31 日までに決算見込み書を市に提出するとともに、不用額が生じた場

合、契約金額の変更をし、平成 24 年４月 27 日までに、甲（瑞穂市）に返還し、精算するも

のとする。」と規定されている。 

（結果） 

仕様書において不用額が生じた場合、契約金額の変更をし、翌年度４月 27 日までに返還さ

れることが記載されている。したがって、本来前年度からの繰越金として想定されるのは４

月中に返還される不用額のみであるが、各保護者会の収支明細書を確認したところ４月中に

返還されない前期繰越金があった。当該前期繰越金の内容について個別に確認を行い、適切

に処理をするよう指導すべきである。 

 

38－４ 保育用文房具等消耗品費 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 株式会社堀勇商店 

（４）契約期間 自平成 23年６月 24 日至平成 24 年３月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年６月 24 日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年６月６日 

入（開）札日  平成 23 年６月 22 日午後３時 

（７）予算等金額、予定価格、 予算等金額  1,632,608 円 
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契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予定価格    物品ごとの単価 

契約金額    物品ごとの単価 

落札率     －％ 

 

（８）結果及び意見 

①単価契約について 

（問題点） 

 保育用文房具等消耗品については、年間の数量を確定ができないため、総価契約方式では

なく単価方式により契約を締結している。 

(意見) 

 １年間の数量が確定できない場合等については無理に総額を決めて総価契約方式で行うこ

とは、想定した数量と実際の必要数に大きな差異が生じた場合、契約の変更等が必要となる

ため、単価契約方式によることは合理的である。ただ、スケールメリットを少しでも生かす

ために、購入見積数量から、購入物品単位数を１個ではなく複数個とすることは、検討する

余地がある。購入物品の中にも、10個を購入物品単位数としているものもあることから、他

の物品についても検討することが望ましい。 

 

38－５ プロパンガス 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 美江寺製油株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 23 年６月 30 日 

（５）契約日 平成 23 年４月１日 

（６）入札の状況 通知日     平成 23 年３月 10 日 

入（開）札日  平成 23 年３月 29 日午後３時 10 分 

 

38－６ 保育所衛生管理用品 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 指名競争入札（３社） 

（３）契約者 物品ごとの単価契約 

・岐阜包装工業株式会社  

・有限会社カワサキ 

・岐阜アイホー調理機株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年６月 27 日至平成 24 年３月 31 日 他 

（５）契約日 平成 23 年６月 27 日 他 

（６）入札の状況 通知日      平成 23 年６月６日 

入（開）札日   平成 23 年６月 22日午後３時 15 分 

（７）予算等金額、予定価格。 予算等金額  812,405 円 
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契約金額、落札率（小数

点以下第１位） 

予定価格    物品ごとの単価 

契約金額    物品ごとの単価 

落札率     －％ 

 

 

（８）結果及び意見 

①検査調書の作成について（１、４、５、６の契約） 

（問題点） 

 当該契約は単価契約であり、単価が 500 千円を超えていないことから、検査調書の作成が

行われず、請求書に履行済印を押印して、支払が履行されている。 

（結果） 

瑞穂市契約規則第 39 条において、検査調書の作成が省略できる場合として、契約金額が

500 千円を超えない契約であることが規定されている。当該契約については単価契約である

ため、契約金額となる単位当たりの金額は少額であることを理由に検査調書の作成が行われ

なかった。現状、単位契約においては何を基準として検査調書を作成の有無を判断するのか

必ずしも明確ではない。しかし、当初の当該年度間に発注を予定する総額が 500 千円を超え

ていることを考えれば、当該契約にかかる金額は単価契約に係る単価若しくはその都度支払

う金額で判断をするのではなく、当該予定総額で判断することが合理的であると考えられる。

検査調書の作成について検討すべきである。 

 

②単価契約について 

（問題点） 

 保育所衛生管理用品については、年間の数量を確定ができないため、総価契約方式ではな

く単価方式により契約を締結している。 

(意見) 

 １年間の数量が確定できない場合等については無理に総額を決めて総価契約方式で行うこ

とは、想定した数量と実際の必要数に大きな差異が生じた場合、契約の変更等が必要となる

ため、単価契約方式によることは合理的である。ただ、スケールメリットを少しでも生かす

ために、購入見積数量から予測して、必ずしも購入物品単位数を１個にする必要がない物品

もあると思われる。したがって、購入物品単位数を何個とするかについては、検討する余地

がある。得られるスケールメリットは少ないが市として 小の費用で 大の効果を得られる

ように同じ意識を持つことが必要であろう。検討が望まれる。 

 

38－７ 瑞穂市次世代育成支援行動計画（後期計画）評価業務委託 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年６月１日至平成 23年 11 月 30 日 

（４）契約日 平成 23 年６月 23 日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号適用 
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契約業者は、平成 21 年度に瑞穂市次世代育成支援行動計

画（後期計画）を策定した際に、市民へのアンケート結果の

分析、次世代育成支援対策協議会の運営補助、前期計画との

整合性の検証等を委託した業者である。今回の委託業務内容

は、その計画の評価、検証作業のためのアンケート調査の実

施、内容分析、協議会運営補助が主な業務である、前回の計

画策定にかかるノウハウ、情報等をベースに同じ考え方での

分析、計画の評価を行う必要があり、地方自治法施行令第

167 条の２第１項第６号及び瑞穂市契約規則取扱要領第 25

条第２項第 12 号（地方自治法施行令第 167 条の２第１項第

６号の規定による契約）の規定を適用するもの。 

（６）結果及び意見 

①随意契約見積一覧表について 

（問題点） 

 随意契約見積書一覧表における見積年月日が平成 26 年５月 30日となっていた。 

（意見） 

随意契約見積書一覧表の記載日時が平成 26 年と明らかに到来していない日時が記載がさ

れた書類について決裁がされた。記入ミスについては十分なチェックを行ってもなお、生じ

うるが、現在の記載事項の確認方法が十分であるかについて検討することが望まれる。 

 

39 生涯学習課事務担当分 

39－１ 総合センターサンシャインホール音響設備改修工事   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 一般競争入札（６社） 

（３）契約者 教育産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年５月 20 日至平成 23 年８月 31 日 

（５）契約日 平成 23 年５月 20 日 

（６）入札の状況 公告日    平成 23年４月 19日 

入札参加申請 平成 23年４月 19日から 

       平成 23 年４月 26日午後２時まで 

応札期間   平成 23年５月９日午前 10 時から 

平成 23 年５月 10 日午後３時まで 

開札日    平成 23年５月 11日午前 10 時 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  68,220,000 円 

予定価格 61,425,000 円 

契約金額 30,765,000 円 

落札率  50.1％ 

総合センター内サンシャインホールの音響設備の寿命に伴う設備改修工事である。 

総合センターは、本庁東部に隣接し、福祉センター、保健センター、生涯学習センター機
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能を合わせ持つ総合施設である。平成６年４月に開館している。 

サンシャインホールの保守点検業務は開館以来契約者が執り行っていた。 

本契約の入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

 

 

＜表＞                        （単位：円） 

入札参加者 入札金額  

山一電気（株） 57,000,000 円  

日本電話施設（株） 岐阜支店 46,500,000 円  

（株）川田電機工務店 瑞穂営業所 48,980,000 円  

アプロ通信（株） 34,400,000 円  

安田電機暖房（株） 45,100,000 円  

教育産業（株） 岐阜営業所 29,300,000 円 落札 

（８）結果及び意見 

①設計費の設定 

（問題点） 

設計費の算定にあたり、契約者を含む３社から見積りをとっている。 

結果的には、契約者の提出した見積金額 68,223,750 円を設計費として採用している。かか

る設計費を基準に予定価格が設定される。 

ところで、市においては、瑞穂市公共工事低入札価格調査等取扱要領を設け、平成 21 年

10 月１日以降に入札公告を行う予定価格 20,000 千円以上の建設工事について、低入札価格

調査制度を実施している。 

本件でも同制度が適用されており、本契約における調査基準価格（予定価格の 75％）は

46,068,000 円、失格判断基準価格は 30,712,500 円とされた。 

上記表から明らかなとおり、契約者の入札額は、調査基準価格を大幅に下回り、失格判断

基準価格をわずかに上回る金額であった。また、契約者以外の１社も、調査基準価格を下  

回っていたため、瑞穂市公共工事低入札価格調査等取扱要領第 15条第１項に基づく低入札価

格調査が実施されている。 

（結果） 

設計費は、担当課である生涯学習課で設計するはずのものであるが、設計費の算定を契約

者の見積金額どおりとしている。見積りについて、担当課としての検証が十分になされた結

果、設計費が算定されたのであれば、やむを得ないが、そのような形跡はない。 

本契約においては、結果として、落札者が失格にはならなかったが、低入札価格調査が実

施されている。 

実際には、契約は誠実に履行されたとのことで、契約金額が安価であったことは、市に  

とっては有益な結果となったが、わずかの差で失格となる可能性があったものである。 

設計費と入札金額との間に大幅に差が生じた原因が何であったのか、そもそも、設計費の

設定の仕方自体に問題がなかったかを検討すべきである。 
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39－２ 総合センターあじさいホール音響設備改修工事契約   

（１）分類 工事請負 

（２）契約方法 指名競争入札（６社） 

（３）契約者 教育産業株式会社 

（４）契約期間 自平成 23年 11 月９日至平成 24 年２月 18 日 

（５）契約日 平成 23年 11 月９日 

（６）入札の状況 通知日    平成 23年 10 月 19 日 

入（開）札日 平成 23年 11 月 17 日午後１時 30 分 

（７）設計費、予定価格、契

約金額、落札率（小数点

以下第１位） 

設計費  4,845,750 円 

予定価格 3,885,000 円 

契約金額 3,885,000 円 

落札率  100.0％ 

総合センター内あじさいホールの音響設備の寿命に伴う設備改修工事。総合センターは平

成６年４月に開館しているが、開館以来、あじさいホールの保守点検業務は契約者が執り  

行っていた。 

本契約の入札参加者及び入札金額は次表のとおりである。 

 

＜表＞                          （単位：円） 

入札参加者 入札金額  

日本電話施設（株） 岐阜支店 6,345,000  

（株）日写 4,050,000  

アプロ通信（株） 3,980,000  

（株）中日ＡＶシステム 3,870,000  

安田電機暖房（株） 4,540,000  

教育産業（株） 岐阜営業所 3,700,000 落札 

 

（８）結果及び意見（１、２の契約） 

①総合センター内他施設音響工事との関連性 

（問題点） 

総合センターにおいては、本契約と同じ平成 23 年度に、サンシャインホールとあじさい 

ホールの両ホールに音響設備改修工事契約が締結されている。 

この契約は同一業者が契約者となっている。 

（意見） 

音響施設の改修は寿命が理由ということでは同一である。 

平成 22 年度包括外部監査報告書 138 頁以下において、施設運営に関する問題点は既に指摘

したところであるが、仮に、利用を前提とする改修工事が必要と考えるのであっても、両  

ホール音響設備改修工事契約との一括契約によって、手続きの合理化、全体の契約金額を更

に抑えることはできなかったのかを今後のために検討することが望ましい。 
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39－３ 施設窓口業務委託契約   

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、市の土地の高度利用、公共施設の効率的な管理

運営を目的として設立された財団法人であり、市行政の推進

に協力、市民の福祉増進に寄与している。 

総合センター、市民センター、巣南公民館の３施設の窓口業務の委託。 

（６）結果及び意見 

①業務委託伺書について 

（問題点） 

１名の決裁印の日付は、平成 23 年 12 月１日となっていた。これは、契約締結日から８ヶ

月後の日付である。 

（結果） 

実際、この日付に押印したのであれば、瑞穂市事務決裁規程３条記載の決裁に至るまでの

手続過程の順序を遵守しておらず、同規程違反である。 

時期のずれからして、日付自体が誤りという可能性が高いがそうだとすれば、実際に押印

した日に訂正すべきである。 

当然のことではあるが、今後は、文書に押印する際には、押印した当事者が押印する前，

そして，押印した後に、その都度確認すべきである。         

 

②検査調書の作成について 

（問題点） 

本契約について、検査調書の作成が行われていなかった。 

（結果） 

本契約は、契約上、年度を跨いで清算がなされるものではある。 

しかしながら、本契約自体の履行は、平成 24 年３月 31 日に完了したはずで、瑞穂市契約

規則第 38条により、完了した段階で検査調書の作成が必要である。 

ところが、本契約には検査調書の作成が行われなかった。瑞穂市契約規則第 38 条に則って

いないため、検査調書の作成をすべきである。 

 

39－４ 体育施設等管理業務委託契約  

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月１日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 
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（５）随意契約の理由 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は、市が 100 パーセント出資している会社であり、

市の業務請負を目的として設立された。市内の老齢者等の雇

用対策目的も考慮した団体である。 

市の体育施設などの管理業務の委託。 

 

（６）結果及び意見 

①検査調書 

（問題点） 

教育次長印と課長印は、修正テープの上から押印されている。 

（結果） 

瑞穂市文書規程第 19 条第１項第５号では、文書の訂正の仕方に関して記載がある。すなわ

ち、「記載事項のうち重要な事項を訂正したとき（金額の訂正を除く。）は、その箇所に認印

を押すこと」との規定がある。 

公文書において、押印は極めて重要な要素であり、それを修正テープで修正することは許

されない。二重線で認印が正しい訂正のはずなので、今後遵守されたい。 

 

②業務の委託について（３、４の契約） 

（問題点） 

３の契約においては、３施設の窓口業務を外部委託している。また、４の契約においては、

体育施設管理業務を外部委託している。 

（結果） 

平成 22 年度の包括外部監査報告書 159 頁以下において、巣南公民館については、利用状況

を踏まえたコスト削減の観点から、窓口業務の外部委託自体に問題提起をし、廃止の意見を

述べている。その他、総合センター、市民センターにおける窓口業務の外部委託についても

問題点の指摘がある。体育施設においても同様の問題がある。 

上記報告書の提出時期からして、報告書の意見を踏まえることができなかったと思われる

が、市は、平成 23 年度も、これらの施設の業務につき外部委託を継続し、業務委託料の削減

も見られない。 

結果から見れば、契約者の提示するとおりの業務委託を継続してきたことの証左ともいえ、

今後は、市において、改めて、外部委託の必要性を検討するとともに、外部委託をするとし

ても、費用削減など多様な観点から、その内容の検討をすることが必要である。 

 

③業務委託伺書について（３、４の契約） 

（問題点） 

業務委託伺書は、いずれも、平成 23 年３月２日付で起案されているが、指名業者選定委員

会は、平成 23 年２月 22日午後１時 30 分から開催されている。 

（結果） 

業務委託伺前に指名業者選定委員会が開催されることはあり得ない。毎年、同じ契約者と
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同様に行われる契約締結であるか否かを問わず、手順は正しくとるべきである。    

 

④業務委託伺書及び契約方法伺書における決裁印について（３、４の契約） 

（問題点） 

いずれも契約者理事長である副市長の印が押されている。 

 

（結果） 

副市長は、利害関係を有するために決裁できないと思われる。 

この場合、瑞穂市事務決裁規程第２条第３項によれば代決となるのであり、実際、指名業

者選定調書、随意契約見積一覧表では押印はない。 

副市長が業務委託伺書、契約方法伺書の段階で押印してよいとする理由はないはずである。

特に、本件では、指名業者選定委員会が業務委託伺書よりも先行しているという事情もある

ことに留意されたい。 

副市長の押印はすべきでない。 

 

40 図書館事務担当分 

40－１ 図書館用図書等資料購入 

（１）分類 物品購入 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 23年４月 1 日至平成 24 年３月 31 日 

（４）契約日 平成 23 年４月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

契約者は図書館専門の業者で、図書館資料に関する情報量

も豊富であり、また本の在庫も多く必要な本や視聴覚資料を

的確、迅速に納入できる。装備付きの本、装備及び著作権付

の視聴覚資料を迅速・的確に安く安定的に納入することがで

きるため。 

 

40－２ 図書館情報システム機器保守管理委託料（長期継続契約） 

（１）分類 業務委託 

（２）契約方法 随意契約（１社） 

（３）契約期間 自平成 21年 10 月１日至平成 26 年９月 30 日 

（４）契約日 平成 21年 10 月１日 

（５）随意契約の理由 

 

 

 

 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号適用 

 契約者はシステム機器の納入業者であり、システム機器の

リース契約の終期まで契約を締結することが妥当であるた

め。また契約者は、当館の指示のもと、的確、且つ素早い対

応で業務遂行した実績があるため。 
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（６）結果及び意見 

①長期契約の場合における決裁方法について 

（問題点） 

現在、複数年の長期契約による場合、委託業務伺書及び契約方法伺書の決裁が当初年度の

予算額により決裁手続きが進められている。しかし、それでは、初年度の予算額が少額で翌

年以降の予算額が多額である場合には、多額の契約であるのではないか。そういったものに

ついて市長の決裁になしに契約方法を決定することは問題である。 

（意見） 

現状例規のとおり実施しているということであるが、複数年の長期契約の決裁手続につい

て、チェック機能が働くような体制がとれることが望ましい。必要に応じて規則を見直すこ

とが望まれる。 

 

②随意契約理由書について 

（問題点） 

 システム機器の納入業者であることと、実績をもって選定理由としており、見積書を徴収

していなかった。 

（結果） 

納入業者であることを選定理由とすることは、一見それだけで合理的のように思われるが、

反面、業者の言いなりになるリスクもある。担当者がこのリスクを認識していてもなお、メ

リットの方が効果があると判断した結果であれば問題ないのだが、前年踏襲しているだけで

あれば、選定理由としては不十分である。 

来年度以降、クラウド化も視野に入れて、多くの業者に見積書を徴収する予定であるとの

ことであるが、担当者は常に自らその妥当性について判断し、随意契約理由書を作成する必

要がある。 

 

③契約書の特記事項について 

（問題点） 

予算の議決を条件に契約が成立する旨の記載がないこと及び本契約の継続については別途

事前協議を行うものとする記載は問題がある。 

（結果） 

実際、契約満了前には再度委託業務伺書を作成されているため問題は生じていないが、契

約の記載内容については十分検討しなければならない。 
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第５ 後に 

この３年間、人口５万人の瑞穂市において、「施設管理」、「補助金等」、「契約」という、比

較的オーソドックスなテーマで外部監査を行った。問題なく任期を終了できたことは、市の

職員が外部監査に対し、真摯に受け止め、協力的であったことによるところが大きい。 

今回が 後の報告書になるため、３年間を総括して少し意見を述べることにする。 

 瑞穂市は平成 15 年５月１日に本巣郡の旧穂積町と旧巣南町の２町が合併して誕生し、今年

で 10 年を迎えることになる。 

 平成18年３月に策定された「第一次総合計画」において、「市民参加・協働のまちづくり」

～市民と行政が一体となったまちづくりをめざします～という将来像が打ち出され、安全安

心、協働、連携をキーワードにしたまちづくりの実現を目指すとされている。 

 また、同年には、この総合計画に基づきながらより具体的な行政改革の方針として、「瑞

穂市行政改革大綱」が策定された。ここでは、①より質の高い行政サービスの提供②より新

しい行政システムの構築③より力強い協働のまちづくりの推進が基本方針として打ち出され

ている。 

 これらの策定から、７年近くが過ぎ、施策の実施状況の報告や見直しが行われている状況

である。その中にも、我々が外部監査で挙げたテーマについての状況が報告されている。 

 瑞穂市の総合計画や行政改革大綱は、他の地方公共団体に比べ、特徴のあるものではない

という印象である。逆に言えば、どの地方公共団体も、総合計画や行政改革大綱は総花的で、

代わり映えしないというのが、正直なところである。やらなければならないことは多いため、

広く浅く、漏れなく織り込まれているものの、具体的にどうするかはなかなか見えてこない。

そのため、評価をしようにも、具体的な評価ができない、もしくは報告レベルの評価にとど

まっているのが現実である。また、施策の評価を内部で実施し報告しているため、どうして

も市民目線になりきった評価ができていない。結果、市としては基本的な方針に沿った業務

がなされ、一定の効果が上がっていると評価しているにもかかわらず、外部監査の観点から

は指摘すべき事項が無くならないのであろう。 

 これは、長年にわたって築き上げられた、地方公共団体の風土や慣習といった影響が大き

いと考えられる。組織は変革よりも安定を好む以上、このような体質を変えるには、一朝一

夕の短い時間では難しく、根気よく少しずつ職員の意識に訴えていく必要がある。 

このような状況において、瑞穂市ではいわゆる自治基本条例である「瑞穂市まちづくり基

本条例」が平成24年４月１日より施行された。その目的は、市民、市議会、市長をはじめと

する市の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、市民参加によるまちづくりを推進していく

ことにあり、市政運営に関する市の説明責任、情報提供、市民が市政運営に参画する機会の

保障、その方法などが規定されている。この条例の施行に伴って、今後、瑞穂市が施策に対

する説明責任をどのように果たしながら市民参加のまちづくりを進めていくのか注視してい

きたい。 

さらに、期待したいのは、現場の職員、特に若い職員が、現状に対してこのままではいけ

ないという問題意識を持っていることである。現場でのヒアリングを通じ、このことは補助

者を含め、監査チームすべてが持った印象である。 近になり、若い職員が中心となったプ



226 
 

ロジェクトチームがいくつか立ち上げられ、瑞穂市の変革に向けて歩み始めている状況にあ

ると聞き、ここ数年が瑞穂市の変革の勝負の年になるであろうし、その実現なくして、総合

計画に謳う将来像の実現や行政改革大綱の推進、さらにはまちづくり基本条例の目指す瑞穂

市にかかわるすべての「“市民”が主役のまちづくり」の実現はないであろう。 

 今後の瑞穂市の更なる発展のため、そのような若い人たちの後押しができるよう我々３年

間の外部監査指摘に対する改善案の策定とその実行が少しでも役に立つことを切に願ってい

る。 

以上 


