
大阪府入札監視等委員会 入札監視第 2 部会 平成 29 年度第 1回定例会議 議事概要 

 

１ 開 催 日 時  平成 29年 6月 29日（木）午後 1時 30分から午後 4時 30分 

 

２ 場 所  大阪赤十字会館 4階 401会議室 

 

３ 出 席 委 員  5名 

 

４ 審議対象期間  平成 28年 12月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

 

５ 会議の概要  審議対象期間中の、入札方式別の発注案件の状況、入札参加停止措置等の状況、

談合情報等の処理状況について事務局、担当課から内容の説明を求めた上で審議

を行った。 

また、大阪府が契約締結した建設工事（予定価格 250 万円を超えるもの）、測

量・建設コンサルタント等業務（予定価格 100 万円を超えるもの）、委託役務業

務（予定価格 100 万円（物件の借入れについては、80 万円）を超えるもの）、物

品購入（予定価格 160 万円を超えるもの）総契約件数 313 件の中から次の 13 件

を委員が任意抽出し、事案ごとに担当の発注部局から入札・契約の過程及び内容

の説明を求めた上で審議を行った。 

  

６ 審議の結果：  これらの処理状況・事案は概ね適正であると認める。 

 

７ 委員からの質問とそれに対する回答： 別紙のとおり 

 (抽出事案一覧)  

入札方式 案  件  名 契約金額(円) 

建設工事 

一般競争 
大阪府営羽曳野古市第 1期中層住宅（建て替え）新築工事（第

１工区） 
883,440,000 

一般競争 大阪府営高倉台第 3住宅第 2期エレベーター棟増築工事 236,520,000 

一般競争 
大阪府営豊中新千里南第 1期住宅（建て替え）進入路整備工

事 
16,642,800 

一般競争 大阪府立布施北高等学校環境整備工事 7,981,200 

一般競争 
日本万国博覧会記念公園 入退場ゲート防犯カメラ設置工

事 
14,256,000 

測量・建コン 

一般競争 
日本万国博覧会記念公園 西口連絡橋耐震改修工事実施設

計委託 
15,474,240 

一般競争 日本版ＢＩＤ制度実現に向けた普及活動・支援業務委託 11,556,000 

一般競争 
大阪府立交野支援学校四條畷校校舎棟内部改修工事（その

1）監理業務 
3,186,000 

委託役務 

一般競争 交通管制センター中央装置運用保守業務 513,000,000 

一般競争 自動車運転免許証原付講習業務（門真ブロック）（単価契約） 124,702,578 

一般競争 大阪府立図書館情報システム運用管理業務 32,153,760 

随意契約 
大阪府立富田林中学校における学校給食調理等業務（単価契

約） 
49,905,364 

物品購入 一般競争 教師用金工工作台ほか 46件の購入 7,224,287  



 

（別紙） 

質 問 回 答 

【大阪府営羽曳野古市第 1 期中層

住宅（建て替え）新築工事（第 1工

区）】 

 

 

 本案件において、取り抜け方式で

はなく同時に発注した他の 3 案件

への入札制限を採用したのはなぜ

か。 

今回、本案件を含め 3 件が低入札価格調査制度案件であり、

１つ１つ順番に落札者を決定していく取り抜け方式を採用し、

３案件すべてが低入札価格調査の対象となった場合には、全案

件を落札決定するまでに相当な日数時間が必要となる。今回は

本案件が、議会の決議を要する案件であり、議会の日程も限ら

れていることも考慮し入札制限を採用することとした。 

 

入札参加者自体も少ないが、今後

に向けて改善点はあるか。 

他の自治体でも同種の入札があったようなので、入札者が分

散したのではないかと考えている。 

発注時期等について可能な限り情報提供を行うなど入札参加

者を増やすように努めたい。 

 

【大阪府営高倉台第３住宅第２期

エレベーター棟増築工事】 

 

  

入札参加者が少ない理由として、

どのようなことが考えられるのか。 

 本案件は、入居者が住んでいる建物にエレベーター棟を増築

する特殊な工事であったことも影響し入札参加者が少なくなっ

たのではないかと考えている。 

 

 今後に向けて改善点はあるか。  発注時期を平準化することで、入札に参加しやすい環境は整

えていきたい。 

 

【大阪府営豊中新千里南第１期住

宅（建て替え）進入路整備工事】 

 

 

 入札金額を見ると、だいぶ金額に

開きがあるが、どのような理由が考

えられるのか。 

 金額に差が出たことについては、高木の伐根や通路に取り付

ける仮設の柵など、これまであまり積算したことがないような

内容もあったことから差が出たのではないかと考えている。 

  

【大阪府立布施北高等学校環境整

備工事】 

 

 

落札率が高くなったことについ

てはどのように考えているか。 

学校行事の関係で、冬休み期間中に舗装工事を行い、期末考

査中は工事を中断することなど、条件面で厳しい内容を示した

ことが影響したのではないかと考えている。 

 

 そのような日程で工事を行う必

要があったのはなぜか。 

 

今回は、本校が平成 29年 4月からエンパワーメントスクール 

としてスタートすることが平成 27 年度に決まったことを受け

て工事を行うこととなったものであり、平成 28年度中に工事を



質 問 回 答 

完了する必要があった。このため、平成 28年度前半に設計し、

後半の時期に工事を施工することとなった。 

 

 今後に向けて改善点はあるか。 

 

今後同様の工事を発注する際には、工期を長くとれるよう発

注時期を考えていきたい。 

 

【日本万国博覧会記念公園 入退

場ゲート防犯カメラ設置工事】 

 

 

 入札金額に開きがあるように思

うがどのように考えているか。 

各入札者がどのメーカーの防犯カメラを採用することとした

かによって、入札額に差が出たのではないかと考えている。 

 

 今後に向けて改善点はあるか。 入札者が価格を適切に算出できるよう見積り項目や発注図面

の記載方法に留意するようにしていきたい。 

 

【日本万国博覧会記念公園 西口

連絡橋耐震改修工事実施設計委託】 

 

 

 失格者が多いがどのような理由

が考えられるのか。 

約半数は、最低制限価格のランダム係数の影響で失格となっ

ている。予定価格の積算基準や最低制限価格の算定方法は公開

しており、入札者が公告の仕様書から価格を想定した結果入札

額がランダム係数内に集中したものと考えている。 

  

【日本版ＢＩＤ制度実現に向けた

普及活動・支援業務委託】 

 

 

 入札者が 1 者であったことにつ

いてはどのように考えているか。 

 予算の確保の関係で発注時期が遅くなり、入札の時点で配置

技術者など人員の手配ができなかったことから辞退者が多くな

ったのではないかと考えている。 

 

業務内容を見ると他の種別で発

注することも考えられたのではな

いか。 

 

本案件は船やバスを走らせることで、どのような街づくりの

効果が得られるかを検証することが主な業務であり、そのよう

なことから建設コンサルタントの「都市計画及び地方計画」の

要件で発注した。 

 

【大阪府立交野支援学校四條畷校

校舎棟内部改修工事（その１）監理

業務】 

 

 

 本案件は建築設計・監理の案件だ

が、他の種目でも入札参加資格登録

があり、その種目で入札書を提出し

た業者は入札書の提出を制限して

いるのはどのような理由か。 

 

受注機会の均等のため、入札書の提出は 1者 1業種に制限し

ている。 



質 問 回 答 

 入札制限により失格者が多くな

ったということはないのか。 

 今回入札した 11者のうち、ランダム係数の影響による失格が

6 者もおり、どちらかというとランダム係数の影響によるもの

と考えている。 

  

【交通管制センター中央装置運用

保守業務】 

 

 

今回の保守業務は、1者入札とい

う結果だが、中央装置製作時に保守

業務も含めて発注できなかったの

か。 

中央装置については、全国的にリースという形をとっている。

こうしたことから、保守業務は別途発注とした。 

なお、保守業務に必要な情報は製作メーカー以外のところが

受託しても引継がれるようになっている。 

  

【自動車運転免許証原付講習業務

（門真ブロック）（単価契約）】 

 

 

 1者入札となっているが、今後に

向けて改善点はあるか。 

 業務内容、仕様書をもう一度精査し、改善策について検討し

ていきたい。 

    

【大阪府立図書館情報システム運

用管理業務】 

 

 

 １者入札となっているが、今後に

向けて改善点はあるか。 

 今後より幅広く事業者にもヒアリングを行い、入札業者を増

やせるよう努力していきたい。 

  

【大阪府立富田林中学校における

学校給食調理等業務（単価契約）】 

 

 

 入札で参加者がなく、随意契約に

移行したとのことだが、入札公告か

ら契約開始日までの期間が少し短

いように思う。発注時期を早めるこ

とはできなかったか。 

 デリバリー方式の給食は府内の市町村でも実施しており、落

札する業者はいるものと考えていたが、今回の結果を踏まえ、

早期の発注に向け調整を行っていきたい。 

 

  

【教師用金工工作台ほか 46 件の購

入】 

 

 

 1者入札となっているが、今後に

向けて改善点はあるか。 

 今回は、購入機材の選定に時間がかかり過ぎ発注時期が遅く

なったので、今後は早期に準備し入札公告情報の周知を図って

いきたい。 

  

 


