
令和４年度 第３回 総社市入札等監視委員会審議概要 

 
 
開催日及び開催場所 

令和５年２月６日（月）午前１０時００分～１１時２０分 
総社市役所西庁舎３０１会議室 
 

出席委員 委員 黒田 直樹 
      委員 山田 孝延      

委員 山本 愛子  ３名中全員の出席であり委員会は成立 
 
次 第 
 １ 開会 
 ２ 委員長選任 黒田委員を委員長に選任 
 ３ 議題  
（１）報告事項 

   ・審議対象期間の契約状況について 
（事務局）この期間内の対象案件は195件です。そのうち各課で契約している委託料・修繕は105
件でして，昨年の同時期より１件の減であり概ね例年どおりですが，目立つところで農林課の災

害修繕と下水の取り付けます設置が減，観光プロジェクト課のサンロード吉備路の修繕が増えて

おります。建設工事・建設コンサルについては90件でして，こちらは昨年比で15パーセントほ

ど増えております。昨年が少なすぎたのが主な理由ですが，増えているのは土木課と上水道課で

す。なお，今期間内に新庁舎の建設に係る工事案件が３件あり９月３０日に開札しておりますの

で，様式３号に掲載しておりますが，この委員会は契約日を基準としており，これら工事の契約

自体は１月でございます。今回は後程報告という形で概略の説明をさせていただきます。 
（２）審議事項 

・審議対象案件の審議 
（事務局）審議案件の選定について，当番の黒田委員より説明をお願いします。 
（黒田委員）今回は６件です。魅力発信室についてはプロポーザルで選定していることからその

経緯などを。財政課・財産管理課の財務書類等作成業務は非常に落札率が低いことから。長寿介

護課の２件は，今年プロポーザルで業者を選定されているのでその経緯と，前の業者と３ケ月の

期間延長の契約をしたことについて。観光プロジェクト課については，サンロード吉備路の修繕

で同じ業者と同じ日に複数の随意契約を締結していることから。教育総務課のＰＣＢ含有量調査

は落札率が非常に低いことから。工事については１件で，中止や不調となり３度目の指名競争入

札で業者が決定していることから，それぞれ内容を確認するものです。 
 

抽出案件（審議順） 
 契約方法 担当課 工事又は業務名 

委託 随意契約 魅力発信室 総社市空家等実態調査業務 

委託 指名競争 
財政課・ 
財産管理課 

総社市統一的な基準による財務書類等作成業務（令和

３年度決算）総社市固定資産台帳更新業務（令和３年

度決算） 

委託 随意契約 長寿介護課 総社市緊急通報装置事業維持管理委託（新規）外１件 

委託 随意契約 教育総務課 市内小学校の変圧器のPCB含有調査 

修繕 随意契約 観光プロジェクト課 
国民宿舎サンロード吉備路 客室ファンコイル電動

弁取替修繕外３件 

工事 指名競争 土木課（契約検査課） 高松田中西阿曽線外工事 



委員からの意見・質問，それに対する回答 
委員からの意見・質問 担当課の説明・回答 
○総社市空家等実態調査業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・募集要領に委託料９３５万円とある。実際の契

約金額は６１６万円。そのあたりはどう考えたら

よいか。 

 

 

・参考見積をとった者と契約先は同じと。参考見

積の際と仕様は違うのか。 

 

・金額にかなりの開きがあるが，そこはどのよう

に理解すればよいのか。値引きとかそういうレベ

ルのものではないと思うが。 

 

・元々の参考見積と，契約金額の積み上げは前提

が違うのか。 

 

・結果的に参加は１者であったが，プロポーザル

の申し込みの際は，他者も参加してくるかもしれ

ないと思って出してきているのか。 

 

・この案件はプロポーザルとするか入札とするか

の基準とかルールはあるのか。 

 

・見積もりを参考にとる者はどのように決定する

のか。 

 

 

・その段階で選定ということになっていないか。 

 

 

 

・見積もりを先にとった者が有利にならないか。

見積もりから提出までの期間が短いと思うが。 

 

 

 

 

・公告から提案書提出まで１０日ほど。私は短い

（魅力発信室） 
・市内全域の空家を対象とした調査。件数，地域

ごとの分析等をしてシステムに統合するための

データ作成。プロポーザルとしたのは，平成２７

年度に別部署が空家調査を指名競争入札とし，格

安で契約できたが質が良くなかったと聞いたた

めです。参加は１者ですが，事前に別の１者から

問い合わせはありました。プロポーザルにするこ

とで調査票，人材，調査体制，実績を確認できた。 
 
・予算どりにあたり参考見積を徴しました。実際

プロポーザルで頑張って安くしてくれたものと

思っています。 
 
 
・徴した者と契約先は同じです。仕様の内容もほ

ぼ同じです。 
 
・調査費用，人夫賃，燃料費等をみて積算されて

いると思います。 
 
 
・業務内容はほぼ同じです。積み上げは本番で頑

張ってもらえたものと思っている。 
 
・そうかもしれません。 
 
 
 
・定めたものは持ち合わせていません。前回精度

が良くなかったのでこういう形にしました。 
 
・２０１５年位からの県内の情報を集めたが，今

回の者が８～９割落札であったのでここにしま

した。 
 
・実績のあるところであり，あくまで参考。選定

の細かいところまで考えているものではありま

せん。 
 
・そういった考えもあるかもしれませんが，全国

でも県内でも多数実施している調査であり，総社

市が特別なことをしている訳ではなく国が示し

たもので実施しているので，他者が不利とは思っ

ていません。 
 
・若干短いかもしれませんが，仕様が特別なもの



と感じるが一般的なものなのか。１０日間で提案

書を持って来てというのは厳しくないか。期間が

あれば提案してくる者もあったのではないか。 

 

・何か理由があってではなく通常このくらいの期

間なのか。 

 

 

・長くとろうと思えばとれると。 

 

・急ぐ理由がないならもう少し長くとってもよか

ったのでは。結果的に１者であったとしても。 

 

・課題設定がある。どういうことに対して提案し

てほしいということか。今回は調査方法などを提

案してくださいとあるが，誤字とかミスについて

の是正方法とか，前回できなかったことについて

の課題を設定しなかったのか。空家調査している

なら倒壊危険度とかの判定調査や，文化財的な木

造の場合に古い民家とかの調査もあわせて考え

られなかったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題設定して複数者が提案してきた場合の評価

基準，どちらを選ぶのか決めていたのか。 

 

 

○総社市統一的な基準による財務書類等作成業

務（令和３年度決算）総社市固定資産台帳更新業

務（令和３年度決算） 

 

 

・業務内容として固定資産台帳の整備，財務書類

の作成とあるが，作成を支援してもらうのか。全

部作ってもらうのか。 

 

 

・取得とか配置とか更新といったものも含むの

か。 

 

・固定資産台帳では何をお願いするのか。 

 

でないので十分準備できると判断しました。 
 
 
 
・空家調査としては特殊なものでないのでこのく

らいでと。これが庁舎建築のプロポーザルだと出

来ないと思います。 
 
・そうです。 
 
 
 
 
・基本は国の通達でどう行っていくかとしていま

す。前回の悪かったところもあるので，企業がど

う考えているか確認したくあえて細かくせず提

案してもらいたいという思いです。業者は公道か

らの目視なので，道からみたら空家と思うことも

あります。色んなケースがあるのでそこまで設定

していません。市は空家法があるのでもっと入っ

ていけるので，屋根がおちている家でも住んでい

たこともあります。何か動かしていく段階では

我々行政が動いて対応しています。危険度なり文

化財的なものについても，公道からの目視になり

ますが，危険度はA～Eで判定してもらいます。

崩れるかどうかは中に入らないとわからないの

でそこまでは求めていません。文化財的なものも

中に入ってみないとわからない部分も多いので，

調査においては考えていません。実際にそういう

ことが出てくれば対応していきます。 
 
・審査にあたっては審査要領に基づいて行いまし

た。 
 
 
（財政課・財産管理課） 
・国が示した公会計の統一的な基準による公会計

制度の書類の作成，公表するための資料の作成を

専門的知識を持った者に委託したものです。 
 
・毎年度の更新を含め，固定資産台帳は一括でお

願いして台帳作成までです。財務書類もそうで

す。 
 
 
・そうです。移動系は担当課に調査したものを用

いて業者にお願いしています。 
 
・移動系をベースに価値，減価償却をしてもらう

のがメインです。 



 

・償却の計算をしてもらうということか。 

 

・財務書類の作成は具体的には。 

 

 

・単式から複式への変換ということか。 

 

・システムは市にあるものをつかうのか。 

 

 

・依頼する範囲がわからないが，各取引は見るの

か。取引の基本の伝票単位があるが。 

 

・取引をみるのはとんでもない量だと思うが。 

 

 

・どのくらいのペースで業者は訪問するのか。日

数とか。 

 

・作業時間とか見積もりする日数はわかるのか。

率直にいえばこの金額はかなり安い。委託の範囲

と全部の取引をどこまでみているのか。委託の中

に入っているとしてどこまで確認されているの

か。決算書は１つ１つの伝票の積み上げなので，

決算書の作成を引き受けるなら中身を見ておか

ないといけない。安いのはいいが実質的にどのよ

うな業務をされているのか。一般論で，役所関係

では単式簿記と複式簿記があるが，複式は知識を

もっている者がほとんどいない。予定金額の積算

はどう積算されたのか。依頼して出来上がったも

のに対して業者のクオリティをどう評価するの

か。知識や経験がなくて金額が高いか低いかを判

断するのは難しいのかなと。安いけどお願いする

事項が満たされているからと，なんとなく形式的

になっていないか。 

 

・安いが金額に見合う仕事か判断できないことが

問題。依頼した事項が十分満たされているかわか

らないのはあまりよくない。じゃあどうするかと

なるが。 

 

・指名した業者の選定をする際に他市で適正に実

施した実績があるとあったが，どのように確認し

たのか。 

 

・しっかりできていると確認したが，その成果物

をみたわけではない。 

 

・今回安価になったということですが，安かった

 
・そうです。それが財務諸表のベースになります。 
 
・貸借対照表の作成にあたっての書類。財務デー

タになります。 
 
・そうです。 
 
・そうです。他市と同様のものと思いますが，公

会計のソフトです。 
 
・それもみてもらいます。 
 
 
・そうです。最初はもう膨大な量をお渡しして仕

分けしてもらってでした。 
 
・本年度は財政課と財産管理課で別々に各３回打

合せをしました。あとは電話やメールです。 
 
・知識がないので評価するすべがない。そういっ

たこともあり，前回までは随意契約としていた

が，出来が良かったのかという疑問もあり，今回

は指名競争入札ということとした。県内の他市に

確認し実績，評価のある者を選んで入札とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・業務完了は年度末だが今のところ問題は感じて

いません。行程としては問題なく作業されている

と思っています。 
 
 
・直接県内他市に電話等で確認しました。 
 
 
 
・公表資料を作っていただくので，インターネッ

トに掲載している市のものは確認しました。 
 
 



が悪かったとならないようにしっかりと確認し

してください。 

 

 

○総社市緊急通報装置事業維持管理委託（新規）

外１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまで実施していた者に何か問題があったの

か。 

 

 

・これまで何年かお願いしていて，これまで購入

していた者と随意契約としていたが，他者となっ

た場合でもそのままその装置を使えるというこ

とか。 

 

 

 

 

 

・レンタル品は交換することになったのか。 

 

・応募は２者ということか。 

 

・具体的にその２者の提案等の違いは何か。 

 

 

・提案内容で明確な違いはあったのか。 

 

 

 

 

・採点基準が細かく分かれている。装置や災害時

の対応色々基準としてあるが，細かく評価してい

くとそれを積み重ねた場合，市が思っていたほし

いものになったのだろうか。今回は差があまりな

く価格で決定したようにも思える。総社市にとっ

て一番よい提案だったのだろうかと思ってしま

う。 

 

○市内小学校の変圧器のPCB含有調査 

 

 

 
 
 
 
（長寿介護課） 
・緊急通報装置ということで，何かあればコール

センターにつながる装置です。これまでは装置を

購入して購入元と随意契約としていましたが，昨

年入札かプロポーザルをしてはどうかと助言を

受け，プロポーザルを実施した結果，他者に決定

しました。移行するまでの間はこれまでの者にも

引き続き見てもらう必要があったので，変更契約

として期間を延長しました。 
 
・問題があったわけではないです。その者は今回

のプロポーザルにも参加していて，委員からも一

定の評価はありました。 
 
・かなり前から装置を購入して，業者が設置して

いました。装置の耐用年数が過ぎていき，購入で

はなくレンタルに変更していった流れがありま

す。このレンタル品は業者が変わった場合には，

新たなレンタル品となるため，使用する高齢者が

混乱しないかということも考えられましたが，担

当者が色々相談してプロポーザルでいこうとな

りました。 
 
・そうです。 
 
・そうです。 
 
・結果からいうと価格にだいぶ差があり影響した

と。 
 
・事業のやり方は明確な違いは打ち出されてはい

ません。一方は光電話で対応できるとか，一方は

民生委員等にも連絡するといった違いはありま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（教育総務課） 
・通達等により平成５年までに設置された変圧器

等にはPCBが含まれている可能性が高いため，



 

 

 

・予定価格の設定はどういう形でしているのか。

落札率がかなり低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この業務の内容は特殊なのか。専門性は必要か。 

 

 

 

・見積もりの依頼から提出日まで１箇月半程度あ

る。長く感じるが何か理由があるのか。 

 

 

・コンデンサーを含んだ予定価格を設定してい

て，見積もり依頼した業務内容にはコンデンサー

が含まれていないのはどうかと。 

 

 

○国民宿舎サンロード吉備路 客室ファンコイ

ル電動弁取替修繕外３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

・修繕自体はどういう者でもできる一般的なもの

か。特殊なものなのか。 

 

 

 

 

・緊急でなければ他者でもできると。 

 

 

 

・他の者にお願いすると問題が起きたら困ると。 

令和８年までに調査し処分する必要が生じたの

で調査を委託したものです。 
 
・学校にPCBが含まれている可能性があるもの

として高圧変圧器とコンデンサーがあります。予

定価格の設定時にはこれらも調査するとしまし

た。見積もりは学校の変圧器を管理している者に

依頼しましたが，しかし変圧器は穴をあけてもキ

ャップをすれば再利用できるが，コンデンサーの

方は調査のために穴をあけると再利用できない

ため調査せず，令和６年度に処分すればいいので

はないかという判断になり，変圧器だけの調査で

見積もりを徴することになりました。予定価格を

そのままとしていたので，落札率が低くなったも

のです。 
 
・受変電設備の点検をしている者です。そういう

ことができる者でないといけないので，特殊性は

あると言えます。 
 
・当初対象となるものをピックアップしていまし

たが，改めて各学校に行って調べてほしいと依頼

したので長く必要かと判断しました。 
 
・再度予定価格を組みなおしてやるほうがよかっ

たのかと思います。そのあたりは今後注意しま

す。 
 
 
（観光プロジェクト課） 
・空調設備の修繕については，夏の時期に故障が

わかりました。２０年以上使っているもので老朽

化が激しく，冷房が使えないと国民宿舎の営業に

大きく影響がでるため早急な修繕が必要となり

ました。従来から日常点検している者が現場の状

況や故障具合を熟知しているため，限られた時間

で対応可能として５号の随意契約としたもので

す。 
 
・各部屋の空調であり，他の業者が入った場合に

はその一部分の修繕をした場合，既存部分との施

設の整合性，スムーズな運転といった面に影響が

あるという懸念から，この者に依頼するのが一番

よいと判断しました。 
 
・緊急でなくても施設の一部なので，責任の明確

性というところを考えると，そこでなければ難し

いと判断しました。 
 
・そうです。 



 

・随意契約する理由は様々あると思うが，緊急と

いう理由でいくと，そこまで緊急ではないのかな

と。この者でないという理由はわからなくもな

い。そのあたりの随意契約の理由はもう少し明確

に記載したほうがよい。 

 

 

・２件目以降で日常管理している者と理由を記載

しているが，日常管理業務は期間を決めていると

思うが。 

 

・その期間は入札等で決めているのか。 

 

 

・指定管理者の裁量権でと。 

 

・設備の修繕はどちらの裁量か。 

 

・２件目以降について，指定管理のほうで緊急時

等は一括でされるということはしないのか。別々

に発注したのはなぜか。 

 

 

 

 

 

○高松田中西阿曽線外工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入札結果で一般競争入札は全者が辞退とあり会

社名がないが指名競争の辞退者の会社名がある。

この違いは何か。 

 

 

・１回目と２回目の条件はどう違うのか。 

 

 

 

 

 

・２回目に辞退した者は指名競争の際には応札し

ているのか。 

 
・今回１２部屋ということで早急に修理して営業

できるようにということでそのような理由にな

りました。 
 
 
 
 
・年間をとおして設備の保守をお願いしていま

す。 
 
 
・現在の指定管理の者が保守点検を依頼している

者になります。 
 
・そうです。 
 
・設備の修繕は市で行っています。 
 
・コロナ等の情勢でポンプ系の設備がいつ入荷す

るかわからず修繕ができない状況でした。秋口か

ら受注は開始となりましたが，納期がいつになる

か不明であり，年度内に完了できるかわからない

こと，また１つにまとめると工期設定も難しいこ

とから，１つずつの修繕という形としました。 
 
 
（契約検査課・土木課） 
・７月に入札公告をしましたが参加申し込みがな

く，８月に参加条件を少し緩和して再度公告しま

したが参加表明をした全社が辞退しました。この

ため積算を見直し，指名競争入札として１０月に

公告したところ業者が決定しました。写真をつけ

ていますが，トラックの往来が多く狭隘なところ

で，この橋を１メートル程度広げる工事になりま

す。 
 
・特に定めたものはないが，一般競争入札で全者

が辞退したものは従前から業者名を公表してい

ません。２回目については２者が入札前の参加申

込はされたが，応札はされなかったものです。 
 
・１回目は県内に本社か支店のある業者で橋の実

績のある者，市内業者で橋の実績のある者としま

した。２回目は業者の拠点のしばりを外しまし

た。また市内業者と準市内業者については橋の実

績の有無をなくしました。 
 
・１者は応札しています。 
 



 

・１回目の最低制限価格はどのくらいか。 

 

 

・指名競争は税込み３５００万位。それだけ落札

率が下がったということか。 

 

 

・業者としたら高い金額の入札を落札したいので

は。 

 

 

 

 

 

 

 

・３回目の入札は１者以外設計価格と同額。あま

りみないような例。 

 

・これが目一杯ということか。これ以上下げるの

は無理という意思表示か。 

 

 

 
・資料を持ち合わせていませんが９０％位かと。 
税込みで４０００万円位です。 
 
・３回目で設計書の見直しをしました。概ね橋と

その前後をブロックだけにして設計金額が５０

０万円位下がっているためです。 
 
・１回目と２回目は同じ設計書です。最初の入札

から期間がかなりあいたため，その間に鋼材など

の物価高騰がかなりあったので，3回目の入札に

当たっては見積もりを取り直して金額を精査し

て設計単価を上げています。そのためだいたい業

者の積算とあってきたのかなと思います。１回目

２回目は金額の折り合いがつかないということ

でした。 
 
・設計金額を事前に公表しています。 
 
 
・そうかもしれません。 
 
 
 

 

総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設事業の進捗について 

（契約検査課・財産管理課） 
・本委員会の対象は契約日を基準としていますので，１月に契約締結したこの案件は対象外ですが，入札

は期間内に執行しているので経過の報告とさせていただきます。 
 入札方式として，事後審査型一般競争入札とし入札後に共同企業体を結成する方式です。建築主体工事，

電気設備工事，機械設備工事と分離しております。入札参加資格は経営事項審査の点数や施工金額による

実績，本社が県内や市内にあることなどとしております。 
 ８月８日に公告し９月３０日に開札しましたが，建築工事は全者辞退により不調。電気設備工事は全者

が失格基準価格を下回ったため不調。機械設備工事は朝日管工㈱が落札となりその後共同企業体を結成さ

れました。 
 建築が不調となった要因として資材価格の高騰がありましたので，見積もりを取り直すなど積算の見直

しをし，１１月８日に再度公告し１２月９日に開札したところ，建築については㈱大本組が，電気につい

ては㈱中電工が落札となりました。その後共同企業体が結成され，仮契約を締結し，令和５年１月に臨時

市議会をお願いして本契約発効となっております。 
 
（３）その他 
・次回の日程等 
（事務局）次回は６月定例会になります。日程は６月初旬でお願いしたいと思っておりますが，いか

がでしょうか。→６月１日で決定。 
選定の当番は山本委員になります。案件がまとまり次第ご連絡いたしますので，よろしくお願いい

たします。 
４ 閉会 
（事務局）以上をもちまして令和４年度第３回の委員会を終了します。 


