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要旨 

１ 当市元職員が入札に関する情報を漏えいしたとして、令和３年７月に加重収賄及び

官製談合防止法違反の疑いで逮捕された事件を契機として、当該事件に限らず、当市

の公共調達に係る契約の締結並びに契約相手方の選定のための入札及び随意契約の運

用基準その他の制度全般について、競争性、公平性、透明性及び公正性を向上させ、

より適正な運用を図るために、入札制度等の改善すべき事項について外部有識者によ

る検証を行うこととされ、四條畷市入札制度等検証委員会条例（令和３年条例第 12号）

に基づき、当委員会が設置された。限られた時間と範囲内での検証ではあったが、法

令違反や不適切な事案は認められなかった。しかしながら、法令を遵守するだけでは、

より良い調達を実現できるわけではない。 

２ 公共調達の基本方針は、住民福祉の向上のために最少の経費で効果的に行政目的を

達成すること、即ち VFM（Value for Money）を高めることである。VFMとは「支払い

に対して最も価値の高い財・サービス」である。VFM の向上のためには、法令を遵守

し公正さを担保することは当然であるが、その上で、調達する財・サービスの価格と

質をどうバランスさせるかが課題となる。また、調達手続きの効率化や迅速化も求め

られる。 

３ VFM の高い調達を実現し、市民への行政サービスを向上させるため、次のような改

革案（中長期的な対応を要するものも含む）を提言する。 

①人員・組織・体制の拡充：契約事務を担当する職員の拡充及び適切な配置、定期

的な研修の実施やマニュアル等の整備、業務フローの洗い出し及び見直し、委員会・

審査会の統廃合等、調達契約を専門的に担う部署の設置、有識者で構成される入札監

視委員会等の審査・助言委員会の設置 

②競争性を向上させるための入札制度の見直し：最低制限価格の事後公表への転換、

競争環境を確保するための入札条件の見直し、効果的な調達を行うための弾力的な予

算編成、入札区分や契約方法の見直し、共同調達の検討・推進 

③評価・内部統制・その他の整備：事後評価制度の導入による PDCAサイクルの確立、

内部統制制度の整備、電子入札（電子調達）システムの導入 

４ 本報告書はあくまで改革の方向性に関する有識者の分析及び助言である。本提言を

踏まえて、市長ら幹部はもとより、職員及び関係者が一丸となって改革に取り組むこ

とが期待される。また、今回の不祥事を機に、地方自治体の手本となる公共調達の実

現を望みたい。 
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第１ はじめに 

１ 四條畷市入札制度等検証委員会について 

⑴ 当委員会の設置に至る経緯 

当市元職員が入札に関する情報を漏えいしたとして、令和３年７月に加重収賄及

び官製談合防止法違反の疑いで逮捕された事件を受け、当市の公共調達に係る契約

の締結並びに契約相手方の選定のための入札及び随意契約の運用基準その他の制度

について、競争性、公平性、透明性及び公正性を向上させ、より適正な運用を図る

ために、入札制度等の改善すべき事項について外部有識者による検証を行うことと

され、四條畷市入札制度等検証委員会条例（令和３年条例第 12号）に基づき、当委

員会が設置された。 

⑵ 当委員会の所掌事務 

当委員会は、四條畷市入札制度等検証委員会条例第２条の規定に基づき、当市の

入札制度等に係る評価及び検証に関する事項、当市の入札制度等の改善に関する事

項、その他当市の適正な入札制度等及びその運用に関し必要な事項について、市長

の諮問により調査審議し、答申を行うことを所掌事務としている。そのため、当市

の入札制度等の公共調達に係る制度について、以下に記載するとおり調査及び検証

を行い、当市における公共調達に係る制度の課題を明らかにし、当市における制度

の見直しについて検討するとともに、本報告書をもって、今後必要な改革について

提言を行うものである。 

⑶ 当委員会での検討の経緯 

当委員会が設置されてから、本報告書作成に至るまで、委員会の開催、各種調査、

委員会内部の打合せ等を実施している。本報告書作成に至る当委員会の主な活動状

況は以下のとおりである。 

 

年月日 主な内容 

令和３年 10月 1日 第１回四條畷市入札制度等検証委員会の開催 

 資料調査、契約担当ヒアリング、原課ヒアリングの実施 

令和３年 11月９日 第２回四條畷市入札制度等検証委員会の開催 

 資料調査、契約担当ヒアリング（追加分）、原課ヒアリン

グ（追加分）の実施 

令和３年 11月 30日 第３回四條畷市入札制度等検証委員会の開催 

 資料調査、事業者及び職員に対するアンケート及びヒアリ

ングの実施 

令和４年２月１日 第４回四條畷市入札制度等検証委員会の開催 
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２ 本報告書の構成 

本報告書では、以下第２において、当委員会の行った調査及び検証の方針を確認し

た上で、当委員会が行った調査及び検証の方法を示している。 

第３においては、公共調達に係る制度改正等の経緯を示した上で、現在の当市にお

ける公共調達に係る組織・体制及び公共調達方法の概要を示している。 

第４では、組織・体制、公共調達に係る制度についての現状を分析するとともに、

当市における課題を整理している。 

第５においては、第４の分析及び整理を踏まえて、当市における制度の見直しや必

要な改革についての提言を行っている。 

第６では、本報告書の取扱い及び今後の方向を示して、全体をまとめている。 
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第２ 検証の体制及び方法等 

１ 当委員会の構成（五十音順） 

⑴ 委員 

菊池 健太郎（きくち けんたろう） 

菊池健太郎公認会計士事務所 公認会計士 

田中 秀明（たなか ひであき） 委員長 

 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 教授 

山形 康郎（やまがた やすお） 副委員長 

弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士 

⑵ 調査員 

栗本 知子（くりもと のりこ） 

若林 直樹（わかばやし なおき） 

和田  健（わだ たけし） 

いずれも弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士 

２ 検証期間 

令和３年 10月１日から令和４年２月１日まで 

３ 調査及び検証の方針 

上記のとおり、当委員会における調査は、四條畷市入札制度等検証委員会条例第２

条に基づき入札制度等に係る改善の提言を行うために、当市における各種入札制度や

契約実務の在り方などについて検証するために行われるものである。 

そのため、それらの調査及び検証にあたっては、調査目的との関係上、関連する各

種法令や規定、具体的な制度設計のほか、それらに表れない運用の実態についても明

らかにすることに努めた。ただし、当市の契約件数は、令和２年度一年間のみを見て

もおよそ 230 件に上ることから、当委員会の人員並びに調査及び検証の期間に鑑みて

も、過去の契約案件を個別に取り上げて、それぞれにその実態を詳細に分析すること

は現実的ではない。そこで、各種契約案件を必要な範囲内で分類した上で、それぞれ

の分類区分ごとに案件の特性を分析ないし検証した。そして、これを踏まえて実効的

な改善策を検討することとした。 

したがって、過去の契約案件を調査するにあたっても、あくまで傾向性ないし特性

の分析を主眼とし、原則として、個別の事案の是非や妥当性などを検証することは行

っていない1。 

以上のような前提を踏まえて、次に述べる方法により、調査を実施した。 

                                                        
1 もっとも、個別事案において事業者選定の適正化の観点から問題のある事象が検

出された場合や、特定の個別事案の検証が、当該事案の属する類型の特性の把握のた

めに有益と思われる場合には、それについて詳細に調査を行った。 
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４ 調査方法 

⑴ 契約担当ヒアリング 

契約事務を担当する総務課職員に対して、当市における公共調達に係る契約の締

結及び入札その他の事業者選定制度の内容及びその運用状況等について概括的に確

認するために、ヒアリングを実施した。 

⑵ 資料調査 

選定方法ごと、ないし役務種別ごとの選定過程の特性を確認、検証するため、当

市における令和２年度の契約案件に係る簿冊資料について集中的に調査を行った。 

調査対象の案件については、上記契約担当ヒアリング結果及び事前に共有を受け

た過年度の契約リスト資料に基づき、契約金額の多寡その他一定の基準で抽出した

事案を中心としたが、その他の案件についても、対象年度の事案については網羅的

に確認、調査を行った。 

⑶ 原課ヒアリング 

役務種別ごとの選定過程及び特徴的な個別事案の実情を確認するため、各種契約

の発注にあたる原課の担当者に対してヒアリングを実施した。 

対象となる原課については、上記資料調査を踏まえ、入札額が最低制限価格に張

り付いている入札や、特定事業者への多量の随意契約発注等、特定の傾向性が強く

出ている事案に関しての所管部署を抽出し、建設課、総務課（情報システム担当）、

保健センター及び議会事務局を対象とした。 

⑷ 事業者アンケート及びヒアリング 

当市が行った入札に参加したことがある業者に対し、入札制度やその運用につい

ての意見を募集するため、事業者アンケート及びヒアリングを実施した。 

上記⑵の調査において、当市における契約案件に関し、特に契約金額が大きく効

果的な契約が難しいとされる工事分野及び業務委託分野をアンケートの対象とした。

アンケートの具体的内容については、末尾添付資料１「より良い調達のための入札

制度に関するアンケート回答書」（工事）、添付資料２「より良い調達のための入

札制度に関するアンケート回答書」（業務委託）のとおりである。アンケートは、

主に令和２年度において、これらの分野について入札に参加した事業者を対象とし

た。 

また、追加のヒアリングに応じても良いとの回答した事業者のうち、当委員会が

任意に選定した事業者に対しては、事業者の側から見た当市における入札制度等の

問題点について、さらに意見聴取を行った。 

⑸ 職員アンケート及びヒアリング 

当市の職員に対し、当市における入札制度やその運用についての意見を募集する

ため、職員アンケート及びヒアリングを実施した。 

アンケートの具体的内容については、末尾添付資料３「より良い入札制度に向け
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ての職員アンケート」（職員）のとおりである。アンケートは、入札実施に係る職

員を含めた全職員を対象とした。 

また、追加のヒアリングに応じても良いとの回答があった職員のうち、当委員会

が任意に選定した職員に対しては、職員の側から見た当市における入札制度等の問

題点について、さらに意見聴取を行った。 
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第３ 経緯と仕組み 

１ 入札や調達に関するこれまでの経緯 

⑴ 過去の問題事案 

ア 平成 11年に発注した下水道工事 

設計金額を事前に入手し、建設業者に漏らして現金約 50万円を受け取ったこと

により、平成 13年 11月に土木公園課長代理兼主任が逮捕、起訴された。 

イ 平成 12年に発注した学校給食共同調理場新築工事 

市長、水道事業管理者及び総務課長が、平成 12年５月発注の学校給食共同調理

場新築工事に関する競争入札妨害等で平成 14年７月に逮捕された。 

 

⑵ 主な入札制度の改正経緯 

 

実施日 内容 

平成 12年 5月 1日 四條畷市請負工事等事務取扱内規策定（建設工事、測量・

コンサルタント業務、物品の購入等において設計金額が１

件 50 万円以上の契約事務は、契約担当課において処理する

ことを定める） 

平成 12年 5月 1日 条件付き一般競争入札の拡大 

土木工事：１億円以上を 5000万円以上 

建築工事：１億 5000万円以上を１億円以上 

平成 12年 5月 1日 建設工事について、予定価格•最低制限価格の事前公表を試

行実施（設計金額 3000万円以上） 

平成 12年 7月 1日 四條畷市建設工事等請負業者選定要綱施行 

（競争入札する場合の請負業者の選定に関し必要な事項を

定める） 

平成 13年 5月 1日 建設工事におけるすべての入札物件について、予定価格・

最低制限価格の事前公表を試行実施 

平成 13年 5月 15日 公募型指名競争入札の試行実施 

土木工事：1000万円以上 5000万円未満 

建築工事：1000万円以上１億円未満 

平成 13年 5月 18日 公共工事の年間発注見通しの公表の実施 

（建設工事で予定価格が 250万円を超えるもの） 

平成 14年 6月 15日 公募型指名競争入札の推進 

対象金額の引き下げ 

（設計金額 1000万円以上を 500万円以上に引き下げ） 

平成 14年 6月 15日 四條畷市設計業務等公募型指名競争入札試行実施要綱施行 

（設計金額 250万円以上が対象） 
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実施日 内容 

平成 14年 12月 3日 条件付き一般競争入札及び公募型指名競争入札における参

加資格要件の基本ルール策定 

平成 15年 5月 1日 公募型指名競争入札の対象金額の引き下げ 

建設工事、測量・建設コンサルタント等における対象金額

を 500万円以上から 250万円以上に引き下げ 

平成 15年 5月 1日 設計業務等における予定価格の事前公表実施 

（予定価格が 50万円を超えるもの） 

平成 16年 5月 1日 庁舎清掃業務等における公募型指名競争入札試行実施 

（予定価格が 50万円を超えるもの） 

平成 16年 5月 1日 庁舎清掃業務等における予定価格の事前公表実施 

（予定価格が 50万円を超えるもの） 

平成 16年 5月 1日 庁舎清掃業務における最低制限価格の事後公表実施 

（予定価格が 50万円を超えるもの） 

平成 18年 6月 15日 物品購入における公募型指名競争入札を試行実施 

（設計金額が 250万円を超えるもの） 

平成 19年 3月 1日 四條畷市長期継続契約の実施 

平成 23年 2月 入札情報・結果のホームページ掲載開始 

平成 23年 2月 指名競争入札における優先的指名 

（市内事業者の育成の観点から、当市工事実績を有しない

市内事業者を含めながら指名する） 

平成 23年 2月 指名業者名を事前公表から事後公表に切り替え 

平成 23年 4月 1日 最低制限価格の算定基準の見直し 

（中央公共工事契約制度運用連絡協議会の昭和 61 年６月モ

デルから平成 21年６月モデルに変更） 

平成 24年 10月 25日 四條畷市低入札価格調査実施要綱施行 

（予定価格が土木工事 3000 万円以上、建築工事 5000 万円

以上が対象） 

平成 26年 2月 1日 四條畷市プロポーザル方式の実施に関する指針策定 

（その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さない

と認められる場合に実施） 

平成 26年 4月 1日 四條畷市条件付き一般競争入札（地域要件型）要綱施行 

平成 27年 4月 1日 低入札価格調査制度の予定価格の要件の見直し 

土木工事一式：3000万円以上から１億円以上 

建築工事一式：5000万円以上から２億円以上 
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実施日 内容 

平成 27年 4月 1日 内訳書の提出 

（入札を執行する建設工事について、入札金額の内訳を記

載した書類の提出を求める） 

平成 28年 4月 1日 建設工事等について、前払い金限度額を１億円から２億円

に変更 

平成 28年 4月 1日 中間前払い金制度の導入 

平成 30 年 5 月 11 日 最低制限価格の算定基準の見直し 

（中央公共工事契約制度運用連絡協議会の平成 29 年３月モ

デルに変更） 

令和元年 12月 20日 各委員会の現状に合わせて要綱・規定・内規を改正 

令和 2年 3月 3日 四條畷市請負工事等事務取扱内規の改正 

（内訳書の提出義務・入札の無効及び失格の明確化） 

令和 2年 3月 9日 調達ガイドライン（随意契約編）発出 

令和 3年 1月 1日 条件付き一般競争入札（地域要件型）の対象金額の拡大 

土木工事一式：1億円から 1億 2000万円 

令和 3年 1月 1日 条件付き一般競争入札及び公募型指名競争入札における参

加資格要件の基本ルールの改正（公募型指名競争入札の参

加可能業者の見込み、建設工事施工実績の考え方、１者入

札の場合の対応等を現状に合わせる） 

 

⑶ 当委員会設置の契機となった平成 30年度の事案 

ア 概要 

元学校給食センター所長が、学校給食運搬業務の委託に係る入札について、秘

密事項を業者に漏らした見返りに賄賂を受け取ったとして加重収賄及び官製談合

防止法違反で、令和３年７月６日に逮捕された。 

イ 当該事案に係る入札条件等 

（ア）契約方法 

公募型指名競争入札（予定価格は事後公表） 

（イ）応札業者数 

１者（落札事業者のみ） 

（ウ）予定価格及び落札額 

予定価格：１億2887万1000円 

落 札 額：１億2838万5000円 

落 札 率：  99.6％ 

（エ）契約期間 

平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 
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２ 組織・体制 

⑴ 契約事務に関与する部署・組織について（現在の担当部局の在り方） 

当市においては、総務課が、契約担当課として契約事務を総括している。 

総務課は文書法規、情報化推進、契約の３つの部門からなる部署であり、所属構

成員数は、総務課長、情報化担当課長ら管理職員を含めて 12名となっている。契約

業務の担当者は、管理職員である総務課長を含めても３名であり、課長の下で直接

に契約実務を担当する職員は２名となっている。これら総務課の契約業務担当職員

２名にて、当市の発注する契約に係る事業者選定の事務（プロポーザル方式による

事業者選定及び設計金額が１件 50万円未満の工事等の契約事務を除く）を処理して

いる。 

当市において、契約事務全般について関与する部署は総務課のみであり、その他

発注業務の内容及び選定方式に応じて、業務を発注する原課並びに入札実施の決定

及び承認に係る各種委員会及び審査会が関与している。 

⑵ 調達を行う原課との関係 

当市における公共調達に係る契約事務は、調達を行う原課から総務課への依頼に

より、開始される。 

依頼の内容に応じて、内規及び過去の運用に基づき、事業者の選定方式が定めら

れる。各選定方式における契約担当課（総務課）と原課との業務分担及び事務フロ

ーについては、後掲（第３、３、⑷）各図のとおりである。 

⑶ 各種委員会・審査会 

ア 建設工事等入札制度検討委員会 

（ア）根拠規定 

建設工事等入札制度検討委員会設置要綱第１条 

（イ）役割及び運用状況 

建設工事に係る入札制度改正の決定を行っている。 

年度末に１回開催されるほか、年度途中にも１回開催されることが多く、各

年度に数回は委員会が開催されている。ただし、審議内容は、関係法令の改正

や、大阪府からの通達等に基づく事務的なもの、協議によっても変更困難なも

のが大半であり、事前に総務課において関係課と調整の上で、委員会で議論し、

改正案を確定していることから、委員会において実質的な議論を行うというよ

りは、必要な改正内容を含む原案を承認する場に留まっている。 

イ 建設工事等請負業者選定委員会 

（ア）根拠規定 

建設工事等請負業者選定委員会設置規程第１条 
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（イ）役割及び運用状況 

根拠規程上は幅広な役割を持つように定められているが、現状は、建設工事

等請負業者選定委員会の所掌事務が、一般競争入札参加資格審査委員会や公募

型指名競争入札参加資格審査会の所掌事務と重なっているため建設工事等請負

業者選定委員会は、実質的には開催されていない。 

ウ 建設工事等請負業者資格審査委員会 

（ア）根拠規定 

建設工事等請負業者資格審査委員会内規第１条 

（イ）役割及び運用状況 

入札参加資格有資格者名簿への業者の登録について審査、決定している。 

名簿は２年に一度改訂され、その都度開催される建付けだが、委員会を実際

に開催して議論する形までは取っておらず、持ち回りの書面決議による審査に

基づき、登録を承認している。 

エ 一般競争入札参加資格審査委員会 

（ア）根拠規定 

条件付き一般競争入札要綱第３条第１項 

（イ）役割及び運用状況 

条件付き一般競争入札への参加資格の審査、決定を行っている。 

建設工事等請負業者選定委員会と同様の構成及び運用によるものとされてお

り（要綱第３条第３項及び第４項）、①対象工事の入札参加資格と②入札参加

申請者の資格審査を行っている（要綱第３条第２項各号）。①については、事

務局案をもとに委員会での議論が行われている。②については、参加資格を認

めない場合など議論の必要がある場合は委員会での議論が行われるが、その必

要が無い場合は書面による持ち回り決議となっている。 

オ 公募型指名競争入札参加資格審査会 

（ア）根拠規定 

設計業務等公募型指名競争入札試行実施要綱第５条第１項 

（イ）役割及び運用状況 

設計業務等の公募型指名競争入札への参加資格の審査、決定を行っている。 

建設工事等請負業者選定委員会と同様の構成及び運用によるものとされてお

り（要綱第５条第３項及び第４項）、所掌事務及び運用の実情については上記

エと同様である。 

カ 庁舎清掃業務等公募型指名競争入札参加資格審査会 

（ア）根拠規定 

庁舎清掃業務等公募型指名競争入札試行実施要綱第５条第１項 
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（イ）役割及び運用状況 

庁舎清掃業務等の公募型指名競争入札への参加資格の審査、決定を行ってい

る。 

建設工事等請負業者選定委員会と同様の構成及び運用によるものとされてお

り（要綱第５条第３項及び第４項）、所掌事務及び運用の実情については上記

エと同様である。 

キ 物品購入公募型指名競争入札参加資格審査会 

（ア）根拠規定 

物品購入公募型指名競争入札試行実施要綱第５条第１項 

（イ）役割及び運用状況 

物品購入業務の公募型指名競争入札への参加資格の審査、決定を行っている。 

建設工事等請負業者選定委員会と同様の構成及び運用によるものとされてお

り（要綱第５条第３項及び第４項）、所掌事務及び運用の実情についても基本

的に上記エと同様である。 

ク 公正入札調査委員会 

（ア）根拠規定 

公正入札調査委員会設置要綱第１条 

（イ）役割及び運用状況 

過去の不正事案をきっかけに、その対応について審査、決定するために設置

された。入札談合に関する情報があった場合に、公正取引委員会への通報、事

情聴取の実施等について調査審議を行うものとされている（要綱第２条第１号） 

委員会が廃止されたわけではないが、近年は開催されていない。 

ケ 低入札価格調査委員会 

（ア）根拠規定 

低入札価格調査実施要綱第３条第１項 

（イ）役割及び運用状況 

低入札価格調査制度による入札案件について、調査基準価格を下回る低入札

価格での入札の可否を審査、決定している。 

委員会の構成については、公正入札調査委員会と同様とされているが（要綱

第３条第２項）、同委員会と異なり、直近年度においても開催されている。も

っとも、対象となる案件自体が、年間１、２件程度である。要綱では、委員会

が調査及び審査を行う建付けとなっているが、担当課が主体となって行われる

業者のヒアリングにより原案が策定され、委員会は、その原案を元に審査を行

っている。 
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コ 建設工事等指名停止審査会 

（ア）根拠規定 

四條畷市建設工事等指名停止審査会要綱第１条 

（イ）役割及び運用状況 

業者の指名停止に関する審査、決定を行っている。必要に応じて、実際の会

議が開催されている。 
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３ 公共調達の方法 

⑴ 地方公共団体における公共調達 

地方公共団体が締結する契約は、透明性、公正性の確保、競争性の促進、不正行

為排除の徹底が強く求められている。 

地方自治体が売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合、その契約方法は、

大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約の３種類に分類することがで

きる（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項）。地方自治体におけ

る契約は、原則として一般競争入札によるべきと定められており、指名競争入札及

び随意契約は、政令で定められた場合に限られる（同法第 234 条第２項、地方自治

法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条、第 167条の２）。 

これらの契約の方法には、それぞれ次のような長所、短所がある2。 

 

方式 概要 長所 短所 

一
般
競
争
入
札 

契約に関する公告を行い、

一定の資格を有する不特定

多数の希望者を競争に参加

させ、契約主体に最も有利

な条件を提供した者との間

で契約を締結する方式 

・相手方の選定が公平で

ある 

・透明性、競争性、公正

性、経済性を最も確保

することができる 

・契約締結までの多く

の日時と経費を必要

とする 

・不誠実な者が参加し

やすく、契約の履行

に不安が生じる恐れ

がある 

指
名
競
争
入
札 

資力、信用その他について

適切と認める特定多数を通

知によって指名し、その特

定の参加者をして入札の方

法によって競争させ、契約

の相手方となる者を決定

し、その者と契約を締結す

る方式 

・不誠実な者の参加を防

ぐことができ、安全性

が高い 

・契約手続きに日数を要

せず、契約の事務上の

負担や経費の軽減を図

ることができる 

指名の運用によって

は、契約の相手が一部

の者に偏重する恐れが

ある 

随
意
契
約 

任意に特定の相手を選択し

てその者と契約を締結する

方式 

・契約手続きが最も簡単 

・相手の技術力、信用、

資力などを勘案して相

手方を選択でき、最も

安全 

特定の業者との間に発

生する特殊な関係か

ら、単純に契約を当該

業者と締結するのみで

はなく、適正な価格に

よって行われるべき契

約がややもすれば不適

正な価格によって行わ

れる恐れがある 

 

 

 

 

                                                        
2 当市総務課作成の第１回委員会資料７「５ 入札・契約制度のあらまし」による。 
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⑵ 当市における公共調達方法 

ア 総論 

当市においては、原則として契約の種類や１件あたりの金額（設計金額）など

の条件に応じて、採用する契約方式を決定している。もっとも、特定の者でなけ

れば履行できない特別の事情がある等の、競争入札の方法によっては適切な選定

を行うことができない契約の場合にあっては、金額にかかわらず、特命による

（契約相手を特定しての）随意契約が採用される。 

なお、当市において採用する公募型指名競争入札は、公募に対して応募してき

た業者のうち、資格を満たす相手方を指名して入札を行うため、指名競争入札に

分類されるものの、実質的には条件付き一般競争入札とほぼ同様の制度となって

いる。 

具体的には、以下の表に記載のとおりである。 

 方式 設計金額 

一
般
競
争
入
札 

条件付き一般競争入札 
土木工事・建築工事以外の工事 

250万円以上 

条件付き一般競争入札 

（低入札価格調査制度） 

土木一式工事 1.2億円以上 

建築一式工事   ２億円以上 

条件付き一般競争入札 

（地域要件型・事後審査型） 

土木工事  250万円以上 1.2億円未満 

建築工事    250万円以上２億円未満 

指
名
競
争
入
札 

公募型指名競争入札 

設計業務等 250万円以上 

業務委託等 250万円以上 

庁舎清掃業務 50万円以上 

物品購入 250万円以上 

指名競争入札 

建設工事 130万円～250万円未満 

設計業務等 50万円～250万円未満 

業務委託等 50万円～250万円未満 

物品購入 80万円～250万円未満 

随
意
契
約 

随意契約（１号） 

建設工事 130万円未満 

設計業務等 50万円未満 

業務委託等 50万円未満 

物品購入 80万円未満 

随意契約（２号から９号） 

金額にかかわらず 

（建設工事・設計業務等・業務委託

等・物品購入等） 

 

イ 一般競争入札 

（ア）条件付き一般競争入札 

対象金額及び等級に応じて、当市内に本店を有する者（市内業者）、当市内

に本店を有しないが、支店又は営業所等を有する者（準市内業者）、及び当市

内に本店、支店又は営業所を有しないもの（市外業者）を対象とする。 
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参加資格をあらかじめ公示して参加希望者から参加申出書の提出を受け付け、

入札において最低価格で入札した者が落札者となる。 

（イ）条件付き一般競争入札（低入札価格調査制度） 

入札対象事業者及び入札方法については、上記（ア）と同様である。 

低入札価格調査制度による場合、予定価格、調査基準価格（最低制限価格）

及び失格基準価格が設定される。調査基準価格は、他の入札における最低制限

価格と同等の金額となる。調査基準価格を下回る価格で入札があった場合、そ

の価格で適正な工事の履行ができるのか、提出書類により調査し、適正に履行

できると判断されれば、落札となる。失格基準価格を下回る価格による入札は

失格となる。 

（ウ）条件付き一般競争入札（地域要件型・事後審査型） 

入札方法については、上記（ア）と同様であるが、市内業者育成を考慮し、

市内業者を主体とする。ただし、市内業者の入札参加者数を確保できない場合

には、この限りではない。 

入札後に、落札候補者に対し資格入札審査を行うことで、事務負担の軽減を

図っている。 

 

ウ 指名競争入札 

（ア）公募型指名競争入札・設計業務等公募型指名競争入札 

入札方法については、上記⑵イ（ア）と同様であるが、市内業者育成を考慮

し、市内業者を主体とする。ただし、市内業者の入札参加者数を確保できない

場合には、この限りではない。 

（イ）指名競争入札 

当市から指名を受けた業者のみが入札に参加し、最低価格で入札した者が落

札者となる。 

指名業者は、市内業者育成を考慮し、市内業者を主体とし、指名業者数は５

業者以上を原則とする。市が指名する市内業者が５業者に満たない場合は、準

市内業者及び市外業者を指名する場合がある。 

 

エ 随意契約 

随意契約は、競争入札を原則とする地方公共団体の契約の例外的契約手法であ

る。当市においても、上記アからウの方式による入札を原則としつつ、地方自治

法及び関係法令の定めに従って、所定の要件を満たす場合に、随意契約を行って

いる。地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号から第９号までのいずれかの

類型に当てはまる場合に、随意契約の方式が採用される。 
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（ア）予定価格が少額の場合（１号） 

売買、貸借、請負その他の契約において、少額の契約の場合には、競争入札

によると事務負担や経費負担が大きくなることから、随意契約の方式が採用さ

れる場合である。上記⑵アの表に記載の金額未満の契約の場合に採用される。 

（イ）性質又は目的が競争入札に適しない場合（２号） 

不動産の買入れ・借入れ契約や、地方公共団体が売却した材料を用いた製品

の納入を求める契約など性質又は目的が競争入札に適さない場合が本号に該当

する。 

具体的には、以下のような場合などが、本号に該当する。 

・画一的な基準によっては適切な契約相手方を選定することが困難であり、

企画提案方式（プロポーザル方式）を採用して随意契約を締結する場合 

・特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事・役務の場合や既存の工

事・システムと密接不可分の関係にある場合など、特定の相手方にしか業

務を発注することができない場合 

・額面価格が定められている物品の購入の場合など、契約の相手方による優

劣差が認められない場合 

（ウ）特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき（３

号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる場合 

・障害者支援施設等、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける場合 

（エ）新規事業分野の開拓者からの新商品の買入れ等の契約をするとき（４号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・新規性があり、他の事業者による同類の生産物よりも優れた機能性があっ

て、地方公共団体が、その機能性からもたらされる利益をさらに享受する

ことができるような場合 

（オ）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（５号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・地震等の災害時において公告等の事務処理が間に合わないなど、通常の契

約事務によって処理していたのでは契約の目的を達することができない場

合 

（カ）競争入札に付することが不利と認められるとき（６号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・当初予期しなかった事情の変化等により必要となった追加工事の場合 

・本体工事と密接に関連する付帯工事の場合 
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（キ）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（７号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・特定の業者のみがある物品を相当多量に保有するなど、明らかに他の業者

が保存している当該同一物品の価格に比べ著しく有利な価格をもって契約

することができる見込みがある場合 

（ク）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場合

（８号） 

入札者又は落札者がないときにおいて、改めて競争入札に付す時間がないな

ど、再度入札を行うことが難しい事情がある場合に、随意契約の方式が採用さ

れる場合である。 

（ケ）落札者が契約を締結しないとき（９号） 

具体的には、以下のような場合が、本号に該当する。 

・競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約の締結に応

じない場合 

オ 当市における公共調達方法の一覧表 

当市における公共調達方法は上記のとおりであるが、これらを発注種目別にま

とめると以下のとおりとなる。 
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⑶ 契約の種類別契約件数・金額（契約一覧表） 

直近３年度におけるそれぞれの契約方法の件数及び契約金額は以下のとおりであ

る。 

ア 平成 30年度 

発注種目 契約方法 件数 契約金額（税込） 

建設工事 

条件付き一般競争入札 5 ¥100,364,000  

条件付き一般競争入札 

（低入札価格調査制度） 

0 ¥0  

条件付き一般競争入札 

（地域要件型・事後審査型） 

23 ¥268,730,000  

指名競争入札 12 ¥19,657,000  

随意契約（１号） 22 ¥21,387,300  

随意契約（２号から９号） 19 ¥43,091,400  

設計業務等 

（測量・建設コ

ンサルタント） 

設計業務等公募型指名競争入札 3 ¥18,690,100  

指名競争入札 6 ¥11,902,000  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 2 ¥1,658,250  

委託（管理）業

務等 

公募型指名競争入札 8 ¥395,693,837  

指名競争入札 15 ¥28,754,440  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 130 ¥340,513,218  

庁舎清掃業務等 公募型指名競争入札 0 ¥0  

物品購入 公募型指名競争入札 4 ¥12,641,200  

指名競争入札 8 ¥8,899,647  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 2 ¥3,935,910  

合計 259 \1,275,918,302 

 

 

 

イ 令和元年度（平成 31年度） 

発注種目 契約方法 件数 契約金額（税込） 

建設工事 

条件付き一般競争入札 2 ¥100,903,000  

条件付き一般競争入札 

（低入札価格調査制度） 

1 ¥374,000,000  

条件付き一般競争入札 

（地域要件型・事後審査型） 

15 ¥175,824,000  

指名競争入札 5 ¥9,575,500  

随意契約（１号） 13 ¥13,695,000  

随意契約（２号から９号） 4 ¥9,737,200  

設計業務等 

（測量・建設コ

ンサルタント） 

設計業務等公募型指名競争入札 6 ¥48,411,000  

指名競争入札 3 ¥3,608,000  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 3 ¥14,659,260  
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発注種目 契約方法 件数 契約金額（税込） 

委託（管理）業

務等 

公募型指名競争入札 9 ¥842,144,087  

指名競争入札 18 ¥103,063,367  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 122 ¥606,491,803  

庁舎清掃業務等 公募型指名競争入札 0 ¥0  

物品購入 公募型指名競争入札 5 ¥104,784,240  

指名競争入札 3 ¥5,376,642  

随意契約（１号） 0 ¥0  

随意契約（２号から９号） 1 ¥1,995,400  

合計 210 \2,414,268,499 

 

 

ウ 令和２年度 

発注種目 契約方法 件数 契約金額（税込） 

建設工事 

条件付き一般競争入札 8 ¥878,075,000 

条件付き一般競争入札 

（低入札価格調査制度） 
0 ¥0 

条件付き一般競争入札 

（地域要件型・事後審査型） 
12 ¥247,357,000  

指名競争入札 8 ¥13,926,000  

随意契約（１号） 5 ¥4,797,100  

随意契約（２号から９号） 9 ¥26,973,100  

設計業務等 

（測量・建設コ

ンサルタント） 

設計業務等公募型指名競争入札 10 ¥4,551,250  

指名競争入札 3 ¥6,358,000  

随意契約（１号） 0 ¥0 

随意契約（２号から９号） 6 ¥23,155,550 

委託（管理）業

務等 

公募型指名競争入札 9 ¥230,543,245 

指名競争入札 17 ¥447,900,222 

随意契約（１号） 0 ¥0 

随意契約（２号から９号） 119 ¥349,017,348 

庁舎清掃業務等 公募型指名競争入札 5 ¥112,860,000 

物品購入 公募型指名競争入札 8 ¥439,249,433 

指名競争入札 8 ¥9,434,706 

随意契約（１号） 1 ¥463,320 

随意契約（２号から９号） 6 ¥33,791,120 

合計 234 \2,828,452,393 
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⑷ 各公共調達の事務フロー 

当市における各公共調達の事務フローは、以下のとおりである。各フロー図にお

いて、「事業担当課」とは「原課」を意味し、青色枠で提示された内容は、総務課

契約担当者において所掌する事務を指す。 

ア 指名競争入札フロー 
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イ 条件付き・公募型指名競争入札フロー 
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ウ 条件付一般競争入札・地域要件・事後審査の入札フロー 
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エ 低入札価格調査制度入札フロー 
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オ 随意契約フロー 
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第４ 現状の分析及び課題の整理 

１ 組織・体制 

⑴ 契約担当課 

ア 総務課 

当市において契約担当課として、契約事務全般を所掌するのは、総務課である。

総務課は文書法規、情報化推進、契約の３つの部門からなる部署であり、所属構

成員数は、総務課長、情報化担当課長ら管理職員を含めて 12名となっている。契

約担当者は、管理職員である課長を含めても３名であり、直接に契約実務を担当

する職員は２名となっている。この２名において、当市の契約事務の全件の処理

を行っている状況から、業務負担が過重、過大となっており、案件の特性に応じ

た効果的な契約・調達、実施された案件の事後評価や分析などを図ることが困難

となっている。 

また、専門性の高い業務を少数の担当者で対応しており、なおかつ業務処理に

ついて運用や慣例に依拠する部分も大きいことから、担当者個人の経験に依拠し

た属人的な業務処理に頼らざるを得ず、人事異動に伴う業務の引継ぎや、適切な

人材の確保が困難となっている。 

他方、契約担当者については、業者との関係性から、他の職員と比較しても定

期的な人事異動の必要性が高いにもかかわらず、人事異動に伴う業務の停滞が懸

念され、それによる他部署や業者への影響が大きいため、人事異動の実施につい

て慎重にならざるを得ない事情もある。 

職員の人事や配置については、専門性を高める観点から短期的な異動は望まし

くない一方で、長期にわたって異動がなされないと、属人的な業務処理が進み、

業者との癒着その他の不適切な業務処理の是正機会を失い、リスクが高まるとい

う、相反する特性がある。 

イ 契約担当課と原課との関係 

設計金額が１件 50万円以上の工事等の契約事務は、契約担当課である総務課に

おいて処理されている（四條畷市請負工事等事務取扱内規第２条）。これらの契

約について、詳細な事務フローは上記第３、３、⑷掲載の各図のとおりであるが、

原課は、まず総務課へ契約依頼を行う。総務課は、その依頼を受けて、契約依頼

資料に基づき契約手続きを処理し、契約の金額や内容によって契約方法や業者の

決定（入札執行などを含む）を行う。そして、契約締結後、原課へ契約完了通知

書を交付する。 

もっとも、総務課と原課との業務分担については、それら大枠の流れ以外には

必ずしも詳細に定められているわけではなく、一例として、指名競争入札におけ

る指名業者の選定については、事案により総務課又は原課がそれぞれに候補者を

挙げている。また、設計金額の積算等の原課において行う業務についても、各原
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課からの問い合わせや相談に応じて、適宜総務課からの指導、助言が行われてい

るが、これら業務についての総務課の関与の程度は、事案により異なっているの

が実情である。 

⑵ 原課 

ア 原課における契約事務 

原課における契約事務については、専任の担当者が置かれているわけではなく、

他に主担当を有する職員らが、分担して対応している。多くの原課においては、

契約事務の担当者を特に定めず、業務に関連して発注が必要となる都度、各所属

職員が適宜契約事務を処理している。また、各原課内において、契約事務の集約

や割り振りがなされているわけでもないことから、職員ごとに、契約事務の担当

件数には偏りがある。もっとも、これらの点については、統一的な運用ルールが

定められているわけではない。 

このような状況から、特に発注業務が多数に上る原課においては、業務負担が

過重なものとなっている。原課によっては、人員が少ないため、設計書・仕様書

作成等の契約事務を担う職員が、事業者対応（窓口対応）を兼ねる場合があり、

それら契約事務の担当職員が、契約の相手方となり得る事業者らと接触せざるを

得ない状況が見られる。 

他方で、比較的発注業務の少ない原課においても、契約事務に関するノウハウ

が蓄積されておらず、全庁的なマニュアル等の整備も十分になされていないこと

から、適正な業務処理のための準備、検討等が負担となっている。 

特に、設計書・仕様書の適切な作成と設計金額の算定は、適切な契約相手方の

選定のための前提となるものであるが、その作成については、統一的なルール、

書式等は存在せず、過去の担当職員からの引継ぎ及び個々の職員の力量に任され

ている。職員アンケート及び職員へのヒアリングにおいても、全庁的なマニュア

ルもなく、業務の引継ぎについては、過去の担当者からの引継ぎにゆだねられて

いることから、引継ぎが十分になされていないと感じている旨の回答があった。 

それらのルール整備が明確でないために、設計金額の積算にあたって事業者か

ら下見積りを徴取する際に、１者のみとやり取りをしている案件が散見され、結

果として納期や仕様との関係で当該１者の落札が実質的に決まってしまうなど、

適正な競争を阻害している事案が見受けられる。同様に、業者に契約者選定事務

の各段階で、それぞれどの程度まで情報を開示して良いのかが明確でなく、適切

な情報提供による公正公平な競争参加の確保がなされなかったり、入札条件の設

定の際に、事故時の保険対応について義務付けがなされていないことにより、不

測の事態に適切に対応できない事業者が選定されてしまう可能性が生じてしまう

など、競争環境の整備が十分になされない恐れがある。 

また、総務課との関係における問題とも重なるが、設計書、仕様書作成等の事
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務処理負担から、工事案件を中心とする一部の事案において、それら設計書等の

作成の後、入札公告に至るまでの期間が長期化し、大阪府及び近隣地方公共団体

と比較して、入札公告の時期が遅くなる（第３四半期以降）傾向が見られる。事

業者へのヒアリングの中でも、当市における入札公告の時期は、遅いと感じてい

る旨の回答があった。 

原課ごとの事情にもよるが、人員の不足等により、定期的な人事異動を行うこ

とが困難であるという状況も、総務課と同様に見受けられる。今般の学校給食運

搬業務の委託に関する問題事案も、同一の職員が長期間にわたって当該業務の担

当を継続していたということが背景にあり、問題状況の発見及び是正がなされな

いままとなってしまっていた。 

イ 原課の状況 

以下、個々の原課の状況について、順に述べる。なお、以下で述べる原課は、

当委員会が、比較的発注業務が多い原課、また比較的発注業務の少ない原課から

任意に選定したものであるが、調査期間が限られていることから、一部原課のみ

を取り上げたものである。あくまで、原課の状況を示す一例として挙げるもので

あって、以下に摘示する原課について特に問題となる状況がある、或いは反対に、

摘示されていない原課に問題があるというわけではないことを念のため付言する。 

（ア）施設再編室 

施設再編室は、主に管財業務、施設営繕業務、公共施設再編業務を所掌して

おり、課長を含む５名の事務職員と２名の技能職員の計７名からなる組織であ

る。 

同室においては、契約事務に携わる職員を固定化している体制ではなく、職

員は自身が担当する業務において契約手続きが必要になった際に携わる状況で

ある。 

（イ）建設課 

建設課は、道路や公園・緑地、河川などインフラ施設等における整備事業や

維持管理に関する業務等を所掌している。人員体制としては、課長を含め18名

で組織されており、土木の技術職員が８名、建築の技術職員が４名、現場作業

等を行う技能職員が６名である。 

契約事務については、建設課の全ての契約を一括で行う担当者は配置されて

おらず、職員が担当業務についてそれぞれ契約事務に携わっている。 

（ウ）危機管理課 

危機管理課は、防犯に関すること、防災や災害時の活動に関すること、消防

団に関すること等を所掌している。職員は、課長を含む事務職員６名からなる

組織である。 

同課においても、契約事務に携わる職員を固定化できる状況にはなく、職員
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は、自身が担当する業務において契約手続きが必要になった際に携わる状況に

あり、課員全員が当該事務に携わっている。 

（エ）下水道課 

下水道課は、主に下水道整備業務、下水道維持管理業務、水洗化の促進業務

等を所掌しており、課長を含む７名からなる組織となっており、このうち技術

職員が５名、事務職員が２名となっている。 

同課においても、職員は各々が担当する業務において契約手続きが必要にな

った際に携わる状況であることは、同様である。なお、同課の特性上、工事の

発注に関する事務が多いため、これらについては全て技術職員が契約手続きを

含めた事務の遂行にあたっている。 

（オ）学校教育課 

学校教育課は、学校の運営に関すること、教職員の人事、研修等に関するこ

と、児童及び生徒の就学に関すること、学校の学級編制に関すること等を所掌

している。同課は課長を含む12名の職員からなる組織であり、その内訳は、指

導主事９名、事務職員３名となっている。 

同課においても、契約事務に携わる職員を固定化せず、職員は、自身が担当

する業務において契約手続きが必要になった際に携わる状況にある。 

（カ）学校給食センター 

学校給食センターは、学校給食物資の調達に関すること、学校給食の献立及

び調理に関すること等の事務を所掌している。同センターは、所長を含む事務

職員２名、大阪府所属の栄養士２名の計４名からなる組織である。なお、調理

業務及び配送業務は、すべて外部委託化されている。 

同センターにおいても、契約事務担当者を専門に配置できている体制ではな

く、職員は、自身が担当する業務において契約手続きが必要になった際に携わ

る状況である。 

⑶ 各種委員会・審査会 

上記第３、２、⑶のとおり、入札参加資格の判定や、予定価格及び最低制限価格

の公表時期の決定については、入札制度の類型ごとに、要綱に基づき設置された各

種委員会及び審査会により行われている。 

各委員会・審査会は、名称の別にかかわらず構成員の多くが共通している。その

決定については、個別事情に応じて弾力的に行われることは少なく、要綱等の内規

や従前の運用に沿って決定されており、総務課が策定する原案をそのまま承認可決

することが多い。もっとも、一部の委員会においては、議論ないし検討を踏まえて

原案からの修正が加えられる場合もあるとのことである。昨年度においては、物品

購入公募型指名競争入札参加資格審査会での議論及び意見により、事案に応じて公

募対象業者のエリアを広げる、或いは実績要件を緩和するなどの対応が取られた例
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もあった。 

なお、各種委員会及び審査会は、主として入札参加資格の審査や、事業者選定方

式及び公募条件の決定等の、契約事務の実施にあたって事前に定めるべき事項に関

する決定のために設置されており、事後的なプロセスの評価・検証のための委員会

等は特に設置されておらず、その他事後的な検証は行われていない。 

 

２ 入札・契約に関する制度及び実施状況 

⑴ 各類型の特性・傾向性 

上記第２、４の調査方法により把握した当市の入札等制度の運用状況及び各選定

方法又は役務の種別ごとの特性は以下のとおりである。なお、特性ないし傾向性に

ついては、役務の種別を問わず特定の選定方法に共通するものや、選定方法を問わ

ず特定の役務に共通するもの、或いは特定の役務及び選定方法において強く表れる

ものなど様々であるため、以下では特にそれらを区別せず、特性ないし傾向性を有

する種類別に整理する。 

ア 一般競争入札及び公募型指名競争入札 

（ア）工事 

工事案件において特徴的であるのは、最低制限価格に複数業者の入札がなさ

れ、くじにより落札者の決定がなされることが常態化していることである。 

工事案件においては、要綱に基づき予定価格が250万円を超えるすべての案

件について、予定価格及び最低制限価格が事前に公表されている。工事案件は、

土木工事と建築工事に大別されるが、このうち土木工事に関しては、平成30年

度は18件中16件、令和元年度（平成31年度）は11件中11件、令和２年度は10件

中９件について、ほとんどすべての事業者が最低制限価格で入札し、くじによ

り落札者が決定されている。 

くじ落札となる案件が多発している原因としては、当市においては、工事の

発注件数が少なく、自治体での実績を得るためには、薄利となる場合であって

も受注したいという背景事情も影響しているものと思われる。もっとも、最低

制限価格を事前公表としている他の自治体においても、入札価格の最低制限価

格への張付き及びくじによる落札者の決定という状況は見受けられる。中小規

模の工事業者においては、常に自社内に職人等を抱えているわけではなく、外

注により必要な人員を確保して業務を遂行するという特性から、業者による価

格の優劣が生じにくいという事情があることからしても、土木工事に関しては、

最低制限価格を事前公表とする限り、当市独自の事情にかかわらず、くじ落札

が頻発することは避けられないものと考えられる。 

くじによる事業者選定が常態化していることの弊害としては、事業者におい

て、適切な内訳見積りを作成し適正価格での受注を行うための積算能力や、よ
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り良い施工を行うための技術力を向上させようという意欲が失われかねず、事

業者の競争力の低下が懸念されることが挙げられる。それにより、当市として

も、より良い成果物を得る機会を失いかねない。 

その他、最低制限価格の事前公表及びくじ落札以外の特徴としては、大半の

案件において、落札後に想定外の事情が判明したことによる設計変更により、

契約金額が増加していることが挙げられる。もっとも、工事案件の性質上、着

手前に全ての条件を正確に把握することは困難であり、必ずしも入札条件の設

定が不適切であるわけではない。事業者アンケートにおいても、設計変更があ

ること自体に否定的な意見は少なく、工事案件の性質を踏まえ、設計変更があ

りうること自体を問題として取り上げる回答はほとんどなかった。 

設計変更に伴う契約金額の変更は、当市の基準に従って機械的になされてお

り、契約金額の変更によって当市の負担が不当に増大しているともいえない。

ただし、業者の側からは、設計変更の内容と金額が見合わない場合があるとの

指摘もなされている。もっとも、これについては変更金額の算定の基礎となる

元々の落札価格が、業務に見合わないものであったことに起因することも考え

られ、上述の最低制限価格の事前公表及びくじ落札の問題との関連性も考えら

れる。 

また、辞退者が複数認められる事案についても、平成30年度は18件中10件、

令和元年度（平成31年度）は11件中７件、令和２年度は10件中２件、存在して

いる。事業者からの聴取によれば、辞退の理由としては、詳細な工事内容を確

認すると採算が合わないことが判明したこと、当市の工事案件については、１

業者あたり１年度内２案件が上限とされていることから他の案件への入札を検

討したこと、納期が短期間であること、繁忙期に集中して発注が重なったこと

などが主なものとなっている。特に、納期に関しては、他市町村と比べて短く

設定されている、或いはより分散して発注することが可能であるのに、一定時

期に集中して発注がなされるという傾向を感じている業者が多いようである。 

なお、工事案件においては、施工完了直後に原課及び総務課による施工仕上

がり状態や、必要書類の整備その他契約業務の実施にあたっての手続き上の問

題についての評価が行われている。この評価結果は、入札参加資格に係る等級

別格付に反映されており、評価についての業者へのフィードバックも一定程度

行われているが、事業者の選定自体において評価結果を考慮する制度は設けら

れていない。評価結果及びそのフィードバックについては、業者の側からも、

概ね適正になされており、指摘内容も納得できるものであるとの意見が多かっ

たが、指摘事項は必要書類や手続き上の問題に関することが大半であり、施工

内容や業務処理それ自体への評価が業者に伝えられることはほとんどないとの

ことであった。 
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（イ）コンサルティング・業務委託 

業務委託関係の案件においては、辞退者が複数あり、１者入札となっている

事案が平成30年度は８件中６件、令和元年度（平成31年度）は９件中４件、令

和２年度は９件中３件、存在した。形式上複数業者が入札しているものの、落

札者以外の業者が、予定価格とほぼ同等、又はそれを上回る金額での入札を行

っている事案等も含めれば、実質的な１者入札となっている事案が過半を占め

る。発注業務の性質上、工事や物品購入と異なり契約相手方となり得る者が限

られることから、入札参加者が少数となることはやむを得ない面もあるが、実

質的な競争がなされているかどうか、十分に留意する必要がある。 

辞退者が複数出る要因は様々であるが、コンサルティング・業務委託契約に

おいては、事業者によって得意分野や対応可能な仕様の範囲、必要な対応期間

が異なることから、発注業務の仕様や納期によって、入札参加可能な業者が限

定され、その他の業者は辞退せざるを得ないという事態が一般的に起こり得る。

業者からのヒアリングによれば、必ずしも当市に限ったことではないが、設計

金額の積算や仕様の作り込みのために事前に原課が徴取する下見積りについて、

１者のみが対象となり、結果として仕様や納期の関係から、当該１者以外の業

者の入札参加ないし落札が困難となる場合が多くあるとのことであった。特に

当市においては、公告から業務開始時期までの期間が１か月程度と短期の案件

も多く、準備期間の関係から対応困難となる場合が出てくるとのことである。 

また、適切な入札参加者の確保という観点からは、仕様以外の入札条件の設

定も問題となる。例えば、事業者へのヒアリングの中で、事業者より、エレベ

ーター保守の分野おいては、不測の事態が生じた場合に備えた保険加入義務を

課すことや、緊急時に直ちに対応できる態勢を整えることは仕様以外の部分と

はいえ、重要な事項であるので、入札条件を設定する際に、これらの条件を含

めることを検討してはどうか、との提案があった。 

現在、契約書上、賠償責任の規定は定められていることから、契約金額との

バランスを勘案する必要はあるものの、さらに担保を求めること等について、

検討する余地はあると思われる。 

 

（ウ）物品 

物品調達の案件については、業者の応募がなく、又は入札を行っても予定価

格と見合わずに不調となる事例が、平成30年度は存在しなかったものの、令和

元年度（平成31年度）は９件中２件、令和２年度は23件中２件、存在した。 

これについては、設計金額の決定に関して統一的な基準等がなく、市場調達

価格の調査方法や、前回調達時の価格の参照方法等について、各原課の判断で

決定しており、総務課からも適宜助言等がなされているものの、原課によって
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設計価格の策定能力にバラつきがあることが要因の一つとなっている。また、

物品については、品目によって同等品の調達可能性が多くの業者にある場合と、

特定の業者のみが取り扱っている場合との幅が大きく、それら調達品目の性質

に応じて、適切に参加資格を設定しなければ、適切な入札参加者の確保ができ

ないということも、同様に要因の一つとして挙げられる。 

 

イ 指名競争入札 

指名競争入札については、原則５業者以上を指名することとされているが、

指名を受けた後に複数業者が辞退する案件が多く、平成30年度は42件中17件、

令和元年度（平成31年度）は34件中18件、令和２年度は38件中24件、存在した。

そのため、必ずしも全ての案件において、競争の程度が実質的に同等に確保さ

れているとはいえない。候補業者について連絡すら取れず、指名に至らないな

ど、指名業者５者の形式的な確保に苦労している例も多く見受けられる。例え

ば、後述のシステム関係の業務委託に関する２号随意契約による問題点を克服

するための試みとして、初期システムの導入とその後の運用業務を合わせて入

札を行うことで、システム導入後の運用業務費用の妥当性を確保しようとして

いる事例があるが、係る事例においても、指名業者４者のうち、落札者以外は、

事前辞退となっている。 

また、指名業者の選定についての基準や目安は、特に定められていない。指

名業者の選定主体についても、原課が行う場合もあれば、総務課において選定

する場合もある。工事案件に関しては、現場に近いという地理的条件のほか、

市内業者を育成するため、直近の受注実績がない業者を積極的に指名している

とのことである。 

なお、上記第３、１、⑵の改正経緯に記載のとおり、近年では、一般競争入

札及び公募型指名競争入札によって対応する範囲が拡大され、指名競争入札の

対象となる契約の範囲（予定価格の金額条件）については、順次縮小する方向

で制度改正が進められている。 

 

ウ 随意契約（２号） 

（ア）プロポーザル方式以外 

２号随契の案件については、先行契約の締結を理由として、当該契約の相手

方に対して、先行契約に付随、関連又は派生する契約について随意契約により

発注する例が存在している。 

その中で特に多い事例は、基幹システムに関連するソフトウェアないしハー

ドウェアに関する契約について、特定の相手方（特定の相手方が指定する相手

方を含む）に対して発注することが、業務の円滑な遂行及びリスク管理の観点
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から有用であるとして、随意契約となるものである（平成25年度から平成30年

度までの総務課発注分だけでも69件）。 

その他多数見られる事例として、実施設計を行った業者が内容を熟知してい

るとの理由で、工事監理業務が随意契約により発注されるものがある。 

また、上記の実施設計・工事監理業務や基幹システムと類似した事例が、他

の発注種目においても散見される。 

これらの案件については、先行契約における競争環境が確保されるとともに、

付随・派生契約を当該先行契約の受注者に発注する高度の必要性の有無につい

て適切な判断がなされなければ、先行契約の受注者に過度の利益を与え、先行

契約及び付随・派生契約についての適切な競争の実施及び最適の契約相手方の

選定が阻害される結果を生じてしまう。それを避けるためには、先行契約の発

注時点で、関連業務の発注等が想定できるのであれば、それを前提に先行契約

発注にあたっての仕様や入札条件を適切に定める必要があるが、過去において

は、そのような対応が十分になされていたものとは確認できなかった。もっと

も、現状においては、先行契約と派生・付随契約の一括発注など、これら問題

点の克服のための試みが一定程度なされている。 

 

（イ）プロポーザル方式 

プロポーザル方式による事業者の選定（提案をもとに総合的視点で選定され

た事業者への２号随契による発注）については、全庁的な所管部署が定められ

ておらず、その実情について当市において必ずしも統一的に把握できていない

面がある。 

プロポーザル方式により事業者選定を行った実績としては、平成30年度は５

件、令和元年度（平成31年度）は５件、令和２年度は１件であった。発注業務

の類型としては、システム構築、更新、保守に関する業務委託について多くな

されている。 

プロポーザル方式を採用するか否かについては、四條畷市プロポーザル方式

の実施に関する指針によれば、業務の受託候補者の選定に関し、同方式による

ことが最もふさわしい方法であるかを十分検討することとされ、その実施に際

しては総務課合議による協議の上、最終的に、案件を担当する原課の属する部

の部長専決を得ることとされている。なお、同方式によることがふさわしいか

を判断する基準については、同指針の３の適用の対象となる業務以外には、明

確な基準は規定されてはいない。 

また、同方式の採用決定以降に係る選定手続きについては、平成29年度に総

務課合議が不要である旨の通知がなされたことから、原課において手続きを行

うこととされている。総務課の契約担当者は、原課からプロポーザル方式に係
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る手続きについての相談があった場合には、都度質問に対応することがあるも

のの、総務課の関与が制度的に担保されているわけではない。 

そのため、本来プロポーザル方式によることが適切な案件について、他の方

式での事業者選定がなされようとする場合、或いは反対にプロポーザル方式に

よるべきでない案件についてプロポーザル方式が選択されてしまう場合につい

て、その是正を図り、適切な発注方式の選択を行うための仕組みが十分とはい

えず、結果として、プロポーザル方式の十分な活用がなされていない可能性が

ある。 

なお、当市においては、プロポーザル方式による事業者選定を除いては、総

合評価落札方式による入札等の、価格以外の要素を考慮した落札者ないし受注

事業者の決定を行う制度は設けられていない。 

 

⑵ 不調案件 

ア 近年の不調案件の増加 

（ア）概要 

当市において、近年、入札不調となる案件が増加している傾向にある。具体

的には、平成27年度に入札不調となった案件の割合は、競争入札件数の 

9.2％であり、平成30年度までは、その割合が減少傾向にあったものの、令和

元年度（平成31年度）には前年度の倍の割合に増加し、令和２年度においては、

16.0％にも及んでいる。 

（イ）入札不調件及びその割合の推移 

 

 

【資料１１】 

 

≪競争入札における入札不調件数グラフ≫

２０％ 

１５％ 

１０％ 

５％ 

９８ 

１１２ 

９０ ９０ 
９５ 

１０６ 

９ ８ ７ 
４ 

１０ 
１７ 

  競争入札件数      入札不調件数 

 
令和３年３月末現在 

９．２％ 

７．１％ 
７．８％ 

４．４％ 

１６．０％ 

１０．５％ 
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（ウ）平成 27年度から令和２年度までの競争入札件数及び入札不調件数 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
平成３１年度 

令和元年度 
令和２年度 

入札 

件数 

不調

件数 

入札 

件数 

不調

件数 

入札 

件数 

不調

件数 

入札 

件数 

不調

件数 

入札 

件数 

不調

件数 

入札 

件数 

不調

件数 

建設工事 ３６ １ ３５ ４ ２６ ０ ３６ ２ １９ ０ ３３ ４ 

コンサルタント １１ ３ １３ ０ １２ ０ ９ １ １１ １ １３ ０ 

業務委託 １６ ４ ３２ ４ ２１ ５ ２２ １ ３６ ６ １２ ８ 

物品 １６ １ １４ ０ １１ １ １２ ０ １６ ３ ２５ ３ 

修繕 ０ ０ ２ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ６ １ 

その他 ９ ０ ４ ０ ３ １ ２ ０ ６ ０ ７ ０ 

下水道 １０ ０ １２ ０ １６ ０ ８ ０ ７ ０ １０ １ 

計 ９８ ９ １１２ ８ ９０ ７ ９０ ４ ９５ １０ １０６ １７ 

不調率 ９．２％ ７．１％ ７．８％ ４．４％ １０．５％ １６．０％ 

 

イ 不調案件となった原因 

入札不調の要因は事案によって様々であり、不調案件の増加について、一律的

に理由を摘示することはできない。もっとも、いずれの不調案件においても、当

市において提示した入札条件が事業者において対応可能な範囲を外れており、又

は入札条件が適切に事業者に伝わらなかったということが要因となっており、具

体的な個々の事案における要因としては、以下のようなものがあった。 

・原課が複数業者に下見積りを取り、最低価格を基準として予算要求したところ、

歳出削減のためのシーリングによって、一定の割合で一律に予算を削減された

結果、予定価格が低額となり、予定価格以下で入札する業者が現れなかった。 

・業務を履行できる業者数が少ない分野の入札において、事業者が入札公告を見

逃したため、応募業者がいなかった。 

・材料費の急騰があった場合において、当市が材料費等の参考にしている資料が、

価格の急騰を反映していなかったため、予定価格が低額となり、予定価格以下

で入札する業者が現れなかった。 

・仕様書等に記載の業務内容が適切に設定されておらず、対応可能な事業者がい

なかったため、全ての事業者が事前に辞退した。 

⑶ 施工完了直後に実施する事業者に対する評価 

上記第４、２、⑴、ア、（ア）のとおり、工事案件においては、施工完了直後に、

原課及び総務課が、所定の考査項目をチェックすることで評点を付し、契約業務の

遂行状況に関する事業者の評価を行っている。考査項目のうち、原課は、完成の状

況、施工体制、施工管理、工程管理について評価を行い、総務課は完成の状況及び

資料整備についてのみ評価を行い、工事成績評定書を作成している。 

評価結果の判定はＡからＥまでの５段階によってなされており、Ｅが一番低く 50

点未満、それ以上は 10点刻みで上がっていき、Ａが一番良い判定となる。評価結果

に基づく工事加算点については、ホームページで公開している。検査職員が評価後、
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当該工事業者に改善点を伝えている。 

この評価結果に基づく工事加算点は、入札参加資格に係る等級別格付へ反映され

ている。四條畷市建設工事等請負業者選定要綱において、工事費によって入札参加

資格が定められているが、参加資格はＡ～Ｃの格付けによって定められている。格

付は、経営事項審査の客観的事項の総合評定値に、工事成績評定書の評点から算定

される工事加算点及び地域加算点を合計した値によって定められている。工事加算

点は、工事成績評定書の評点そのものではなく、評点 70点以上から５点刻みで、加

算点 10点から 50点までが付与される。 

事業者アンケートによれば、この評価については、適切に評価がなされていると

回答した事業者は 22者であるのに対し、適切に評価がなされていないと回答した事

業者は 4 者であり、概ね適切な評価であると事業者も回答している。適切に評価が

なされていないと回答した事業者からは、点数表がない、評価の通知がなされない

ことが多い、といった指摘があった。 

なお、工事案件以外の業務については、このような業務遂行に関する事後評価は

なされてはおらず、工事案件の評価についても、上記の個別のフィードバック（書

類の整備等の事務手続きに関する事項がほとんどとのことである。）及び入札参加

資格の等級別格付への反映以外に活用されてはいないとのことである。 

 

３ 事業者に対するアンケート結果 

事業者に対するアンケートの実施状況及びその結果は、添付資料４「事業者に対す

るアンケート結果」に記載のとおりである。 

 

４ 職員に対するアンケート結果 

職員に対するアンケートの実施状況及びその結果は、添付資料５「職員に対するア

ンケート結果」に記載のとおりである。 

 

５ 課題の整理 

以上の現状の分析を踏まえ、当市の課題を整理すると以下のとおりとなる。 

⑴ 人員・組織・体制 

ア 人員配置 

総務課の課題として、契約事務担当職員の人員数が業務量に比して不足してい

ることが指摘できる。 

また、少数の人員で専門的業務を処理する関係上、担当職員の経験に依拠した

属人的な業務処理とならざるを得ず、組織的な業務処理方針を明確にし、ノウハ

ウを共有することが困難となっている。それに伴い、業務の引継ぎを体系的、効

率的に実施することも容易ではなく、適切な人事異動を実施し、それによる契約
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事務の経験を有する職員の各部署への配属や、各原課の業務を熟知した担当者に

よる契約事務の実施を実現する妨げとなっている。 

イ 各種委員会・審査会 

概ね同様の機能を持つ各種委員会・審査会が、設置根拠規定に応じて多数存在

しており、役割分担が不明確となって、効率的な処理を阻害している。これによ

り、職員の事務処理負担が増加するほか、事業者選定過程の透明化という観点か

らも、市民目線での制度の分かりにくさを生じ、問題がある。 

また、実質的な審査、判断機能を有する委員会・審査会は少数に止まり、機械

的な処理を追認するだけの会議体が多く、それらについては、現実の会議を開催

するのではなく、書面による持ち回り決議で代替されることが常態化している。

そのため、あえて通常の決裁ラインと異なる審査、検討の過程を設けて、適切な

業務執行を担保するという委員会・審査会の設置目的が十分に効力を発揮してい

るものとはいえない状況にある。 

ウ 原課 

各原課における契約事務についての処理能力には部署ないし担当者ごとにバラ

つきがあり、研修制度やマニュアル等の整備による能力の底上げも、必ずしも十

分に図られているとはいえない。 

特に、競争環境の確保のためには、入札公告以前の、準備段階における原課で

の事務処理が適切になされていることが必要であるが、下見積りの徴取等につい

て基本的なルールが共有されておらず、事務処理の精度が担保されていない。 

また、適切な契約発注時期、納期の設定については、原課での適切な事務処理

とともに、総務課との連携が不可欠である。期間以外の条件も含めて、入札条件

の設定は業務ごとの性質に応じて行う必要があるところ、各業務ないし業者、業

界等の状況については、総務課において網羅的に把握することは困難であり、各

原課における対応が求められる。 

⑵ 競争性の向上 

ア 入札制度等 

競争環境の確保による適切な公共調達の実現という観点から、各種の制度が十

分に整備されているとはいえない。即ち、当市における各種の発注業務の種別及

び予定価格に応じた入札等制度の区分については、過去の経緯からの都度改定を

重ねて現状に至っており、各種制度及びそれらの区分、振り分けについて、合理

性の検証がなされていない。区分などが複雑になると、効果的な契約・調達を妨

げることにもなる。 

その結果、あるべき公共調達の実現のためというのではなく、過去の不祥事事

案や都度都度の関係者からの要望、利害関係等を踏まえた採りうる制度及び運用

に落ち着いているという状況が見受けられる。その典型例として、土木工事及び
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下水関連工事における、事前公表された最低制限価格での入札の集中による、く

じによる事業者選定の常態化が挙げられる。この状況は、業者からすれば最低限

の受注機会が確保される一方、担当職員らからすれば、落札者の決定について作

為が介在する余地がないことから、業者から職員らへの不正不当な働きかけが行

われることもなく、余計な業者対応も不要となり、不祥事を避けることができる

ことから、関係者に是認されて落ち着いた形となっている。しかしながら、そも

そもくじによる落札者の決定というのは、地方自治法上の制度であるとはいえ、

あくまで入札価格が同等となった場合の例外的な措置であって、それが通常の手

法となり、競争がなされないことが常態化するというのは、法の想定しない異常

な状態であると言わざるを得ない。工事案件についてのみ、他の業務と異なり、

そのような状況を良しとすべき合理的理由も認められない。従前の経緯と当市の

リソースの問題から、予定価格の事前公表とくじ落札がなされるに至った過去の

判断が、直ちに誤りであるとまではいえない。しかしながら、これらにより、地

元事業者の競争力の低下を招き、当市にとっても、より良い成果物を受領する機

会の損失が生じることからすれば、今後は、競争環境の確保のために、予定価格

の事前公表及びくじ落札の常態化を是正することが必須である。 

また、プロポーザルを含む随意契約による発注について、上記第４、２、⑴、

ウ、(イ)のとおり、手続過程や判断基準が明確でなく、当該発注方法の選択につ

いての適正性が担保されていないなど、基準や指針が不十分である点も認められ

る。 

イ 不調案件 

辞退者が多数に上り、不調となった事案については、辞退者に対する、辞退理

由等の調査、確認が必ずしも十分になされておらず、原因の検証及び対策が取ら

れていない。 

同様に、予定価格又は最低制限価格と入札価格が折り合わなかった場合につい

ても、原因の調査、検証がなされていない。 

また、入札公告に至るまでの契約事務（設計書、仕様書の作成等）に時間を要

したため、履行期間が短くなり、不調案件となる例については、上記⑴、ウと同

様の課題が指摘できる。 

なお、一部に見受けられる、予定価格が、予算査定におけるシーリングによっ

て、個別の事情を踏まえずに一律に削減された結果、事業者において対応可能な

最低価格以下に設定され、不調になる問題については、予算編成の仕組みに関係

する問題である。市役所全体に財源の制約があるとしても、優先順位の高いプロ

ジェクトの予算が削られて、効果的な調達ができないとすれば、削減された範囲

内での予算配分に関する原課の裁量の在り方など、予算編成の仕組みを見直す必

要がある。 
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⑶ プロセス 

ア 事業者に対する評価 

VFM に基づく適正な公共調達の実施（後記第５、１）のためには、単に契約価

格を低減するだけではなく、適切な契約業務の遂行を確保する必要があることか

ら、事業者に対する評価を実施し、事業者の選定及び契約業務の遂行状況の改善

に繋げていくことが必要となる。 

加えて、今後の制度改正を進めていく中で、短期的には事業者に負担を強いる

事態も生じてくることが想定される。そのような中で、適正な公共調達の実現の

ために事業者の協力を得ていくためには、その業務遂行について適切な評価を行

い、評価結果をフィードバックして、事業者の納得感を得つつ改正を進めていく

ことが重要となる。 

しかしながら、現状としては、事業者の契約業務の遂行に関する評価について

は、工事案件についてしかなされておらず、かつ工事業者についても、評価結果

が、次回以降の当該業者の業務処理における改善に繋がっているかどうかが検証

されていない。また、工事業者の受注業務の処理に関する評価は、入札参加資格

のランク付けには反映されるものの、次回以降の事業者選定の際にプラス要因と

して考慮されることは少なく、その他評価を適切に次回以降の事業者選定及び業

務遂行に反映するための制度が特にないことが課題となっている。 

イ 契約・調達の評価・分析 

少ない職員で様々な調達・契約を行っていることもあり、調達手法の選択や、

調達業務の処理の適正性に関して、事後評価が十分に行われているとは言えない。

金額の大きい案件や競争環境に懸念が生じている案件などについては、重点的に、

定期的な検証を行い、次の調達・契約に活かす取組みが求められる。また、過去

の案件について、例えば契約の種類別の落札者の状況などを分析できるようなデ

ータベースの整備も急がれる。 

ウ 内部統制制度の整備 

現状の入札制度等は、過去の不祥事事案等への都度の対応を経て、業者との不

正な関わり合いその他の事業者選定過程における不正の排除を最優先して構築さ

れてきた面がある。そのため、契約事務の遂行に係る内部統制については、必ず

しも重視されてこなかった。 

しかしながら、今後、公共調達に係る諸制度の改正を進めていく中では、そも

そも当委員会の設置の契機が学校給食センターの不正事案にあったことからして

も、競争環境の確保を重視する一方で不正防止の観点が欠落してしまっては画竜

点睛を欠くところであり、内部統制制度の整備により、契約事務の適正な執行及

び業者らとの適切な関わり合いを確保することが強く求められる。担当職員らと

しても、業者その他の関係者から不正不当な働きかけがなされた際に、「現状こ
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のような制度になっているから、要望に応じることはできない」などと明確に拒

否することができるよう、適正な事務執行を制度的に担保し、その実施を内部的

に監視監督、検証する体制を整備しておくことが必須といえる。 
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第５ 改革の方針及び提言 

１ 改革の基本方針 

冒頭記載のとおり、今般、学校給食センターの入札案件に関する不祥事を受けて、

当委員会が設置され、当市における公共調達契約の現状の検証を実施し、各種データ

の分析並びに職員や事業者へのアンケート調査及びヒアリングなどを実施した。限ら

れた時間と範囲内での検証ではあったが、法令違反や不適切な事案は認められなかっ

たことを強調しておきたい。これまで、関係する職員が法令に基づき契約事務を実施

してきた結果と考えられる。しかしながら、法令を遵守するだけでは、より良い調達

を実現できるわけではない。 

契約事務は、地道な事務処理の繰り返しでありながら、各業務の特性を踏まえた個

別の判断も必要とされる一方、明確な成果が見えにくい、難しい業務である。当市に

おいては、そのような業務の性質に加え、契約担当課である総務課においても、各原

課においても職員数が少ないこともあり、最低限、業務処理を停滞させず、明確な不

正又は不祥事を避けることを重視し、前例踏襲の風潮が強く、決められた手続きを実

施していくことが契約事務の遂行となっている面がある。 

本来、公共調達は、市民への各種サービスを向上させるためのものであり、そのた

めに効果的かつ効率的な調達を行うべきであるが、上記のような当市における契約事

務の実情から、それを目指すことが十分にはできているとはいえない。 

しかしながら、今後、老朽インフラの更新や ICT など、社会状況の変化に対応した

重要な行政事務の執行や、行政の在り方の変革が進む中で、ますます調達の重要性が

高まることから、あるべき公共調達の姿を明確にした上で、それに向けて現状を変え

ていくことが求められている。そのためには、当市として目指すべき姿について強い

メッセージを打ち出し、様々なステークホルダーの立場を調整して、改革を実現して

いかなければならないため、現場レベルでの業務運用の改善にとどまらず、市長をは

じめトップの認識や指導力が極めて重要となる。 

公共調達の基本方針は、地方自治法第２条第 14号の定めるとおり、住民福祉の向上

のために最少の経費で効果的に行政目的を達成すること、即ち VFM（Value for Money）

3を高めることである。公共調達である以上、法令を遵守し公正さを担保することは当

然であるが、その上で、調達する財・サービスの価格と質をどうバランスさせるかが

課題となる。そのためには、市内を含めた事業者との協力関係を築きながらも、納税

者の視点も重要であり、基本的には、適切な参加者を確保した上で競争性を高めてい

くことが求められる。ただし、VFM の高い調達を実現するためには、人員等を含めコ

ストがかかることを認識しなければならない。調達する側の専門性や能力が高くなら

                                                        
3 一般的な日本語訳は「金額に見合った価値」や「支払いに対して最も価値の高い

財・サービス」であるが、易しく言えば、「お値打ち価格」である。 
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ない限り VFM は改善せず、特定の制度や方式の導入のみによって抜本的な解決が実現

するものではない。 

VFM の実現のためには、全ての公共調達に関して一律の解決策があるわけではなく、

調達する財・サービスの特質に応じて、公正公平な競争の実現（不正の排除）を前提

に、価格の低廉化のほか、調達品質の確保、調達の効率化・迅速化といった要素のバ

ランスの最適解を目指して、適切な調達契約手法の選択及び入札・調達条件を設定す

ることが重要となってくる。 

そのために特に重要と考えられる、次の３点に焦点を当てて提言する。 

① 人員・組織・体制の拡充 

人員の拡充及び適切な配置を行うとともに、研修の実施やマニュアルの整備に

より、個々の職員の能力の底上げを行うべきである。また、従前の業務フローの

見直しや委員会・審査会の統廃合により調達業務を効率化し、限られたリソース

を最大限活用して、その適正化を図る必要がある。さらには、調達契約を専門的

に担う部署や、審査・助言委員会等の設置により、適正な運用が自律的になされ

る体制作りに努めることが求められる。 

② 競争性を向上させるための入札制度の見直し 

最低制限価格の事後公表への転換を含め、競争性を向上させるために入札制度

を見直すべきである。中長期的には、入札制度の区分その他の契約相手方の選定

方法についても見直しを行い、多様な調達方法を準備したり、共同調達の推進を

図ることで、事案毎に適切な調達が行えるよう制度改革を進めていくべきである。 

③ 評価・内部統制・その他の整備 

事後検証を行うことで、PDCA サイクルを確立し、継続的な業務改善を行うべき

である。また、より良い調達のためには不祥事の再発防止の観点も忘れてはなら

ないことから、制度改正と表裏一体のものとして内部統制制度も整備すべきであ

る。 

 

２ 具体的な改革についての提言 

⑴ 人員・組織・体制の拡充 

ア 早期に対応すべきもの 

（ア）人員の拡充・適切な配置 

公共調達の適正化が今後さらに重要な意義を有していくことからしても、契

約事務を担当する職員の数自体の拡充を図る必要がある。また、後述の業務フ

ローの洗い出し及び見直し、並びに委員会・審査会等の統廃合と併せて、限ら

れた人員を適切に配置し、効率的な契約業務の遂行に努めることが求められる。

その上で、募集準備業務を行う職員と業者対応を行う職員を分けるなど構造的

な不正防止対策も検討されるべきである。 
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また、業者との不正な関わり合いの機会を減少させ、かつ契約業務の処理に

ついて特定職員の知見に過度に依存することなく、必要な知識、経験を広く共

有するために、一部署に長期間人員を固定せず、人事異動を適切に行う必要が

ある。 

（イ）研修の実施及びマニュアル等の整備 

契約事務担当職員の知見の底上げ及び平準化のために、契約実務の処理に関

する全庁的なマニュアルを整備するとともに、人事異動も考慮し、最低でも毎

年一度は、全庁各部署の契約実務担当者が参加する契約事務研修を実施すべき

である。 

加えて、特に契約事務に関する当市の実質的意思決定を担う場合の多い総務

課契約担当者に対しては、自治体契約実務及び契約全般に関する法的理解を深

めるために、内部研修に止まらず、研修、学習等の機会を確保することが望ま

しい。 

（ウ）業務フローの洗い出し及び見直し 

当面の効率的な業務遂行のために、総務課及び原課の契約事務の処理に係る

業務フローを詳細に洗い出した上で、業務の簡略化、省力化及び重複する事務

処理の集約化の可能性を検討し、現状の職員数及び担当職員の知識、経験を踏

まえて業務の割り振りを行うことが必要となる。特に契約事務に関する専門的

知見の蓄積がある総務課契約担当者については、業務負担が過重なものとなら

ないよう配慮しつつ、業務フロー上の重要ポイントへの適切な関わり合いが確

保されるよう、総務課契約担当者の権限及び関与の明確化、充実化を図ること

が望ましい。 

（エ）委員会・審査会の統廃合等 

委員会・審査会の設置の趣旨に鑑みて、実質的な機能及び必要性に即して、

各種委員会等の整理、統合、廃止を進めることが必要となる。 

事実追認的な委員会等、あえて通常の決裁ラインと異なる審査、検討を要し

ないものについては、可能な限り通常の決裁フローに落とし込んで委員会等を

廃止し、事務負担の軽減を図るべきである。 

他方で、必要な機能を有する委員会については、その効用を十分に発揮する

ことができるよう、外部委員の登用も含め、適正な委員の構成及び会議の開催

方法、頻度等の検討及び実現を進めていくことが望ましい。 

イ 中長期的な対応を要するもの 

（ア）調達契約を専門的に担う部署の設置 

適切かつ効率的な公共調達のために、調達契約を専門的に担う部署を設置す

べきである。現状の組織体制においては、総務課契約担当の権限や、原課との

関わり合いについて不明確な部分もあり、個別案件への契約担当部署の適切な
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関与が制度的に担保されていない。そのため、改めて調達契約全般について明

確な権限及び責任を付与され、当市の調達契約全般に確実に関与する部署を整

備することが求められる。専門的な部署は、調達・契約に関するノウハウや知

識を集積し、効果的な契約方法などについて、原課に助言する役割も担う。な

お、組織設計については特定の在り方に限定されるものではなく、総務課内に

所管部署を設けることも、それとは別に課又は室等を設けることも考えられる。 

（イ）有識者で構成される審査・助言委員会の設置 

公共調達の適正な運営の実施及び状況に応じた必要な改善策の検討等のため

に、庁内の人的リソースを補い、第三者的意見、専門的意見を取り入れるため、

有識者で構成される委員会・審査会の設置を検討すべきである。特に、現在設

置されているものではないが、入札監視委員会等の入札等事務ないし契約業務

の適正な遂行を監視し、事後的に評価する委員会については、後述の内部統制

制度の整備とも関わるところであり、その設置について積極的に検討すべきで

ある。また、総合評価落札方式の導入については、専門家による審議も必要と

なることから、そうした専門家の確保も課題である。 

 

⑵ 競争性を向上させるための入札制度等の見直し 

ア 早期に対応すべきもの 

（ア）最低制限価格の事後公表への転換 

くじ落札により競争がなされない状況の常態化を排除すべく、最低制限価格

の事後公表への転換を進めていくことが必須である。 

もっとも、事後公表への転換自体は早期に着手すべきであるが、事業者らの

対応が可能となるよう、徐々に事後公表の対象を拡大し、その影響を検証しつ

つ段階的に改善を進めていくことが妥当と考えられる。ただし、事後公表への

転換には、事業者らの抵抗が大きなものとなることが想定され、影響の検証に

あたっては、反対意見が聞かれることをもって直ちに事後公表への転換を縮小

ないし廃止すべきではない。反対意見の内容を分析し、単に制度を転換するこ

とに対する反対意見（単に現状維持を望むだけのもの）であるのか、事後公表

への転換から生じる問題点を指摘する意見であるのか、意見内容の精査を行う

必要がある。指摘された問題点を克服しつつ、必要な改善は毅然として進めて

いくという姿勢を示すことが求められる。また、過去の問題案件に鑑みても、

価格の事後公表は、事業者から職員への働きかけなどのリスクが生じる可能性

がある。これに対しては、後述する内部統制を強化することが求められる。例

えば、事後公表案件については、入札監視委員会等（前述）で検証することと

し、それを事業者に周知することが考えられる。 

また、上記第４、２、⑴、ア、（ア）の背景事情及び事業者アンケート・ヒ
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アリングの結果からすれば、単に最低制限価格を事後公表とするだけでは、事

業者らとしては、合理的な積算価格に基づく入札ではなく、（くじ落札を常態

化させているのと同様に、最低制限価格に可能な限り近づけた額で入札しなけ

れば落札はできないと考えて）最低制限価格の探り合いを行うだけの状況とな

る恐れも大きい。これに対して、当市における地元業者の育成、特に積算能力

の向上という観点からすれば、各事業者が合理的な積算による入札を行い、品

質を確保しつつ合理的な範囲内で経費の削減を図り、健全な競争を行っている

状況が望ましい。そのため、後述の総合評価落札方式の導入推進等と合わせて、

事業者が適正な価格にて良質な業務遂行を進めていくための動機付けを十分に

行っていき、単なる最低制限価格を探り合うだけの入札が行われている状況か

ら脱する必要がある。 

（イ）入札条件の見直し 

各入札において、形式を整えるだけでなく、実質的な競争環境を確保すべく、

入札公告の時期、発注時期、業務開始時期、納期等の入札条件について、前例

踏襲を是とせずに、再検討を行うことが必須である。前回の入札や、前任者の

設定した条件をそのまま引き継ぐのではなく、業者の意見や他市町村事例も参

照しつつ、多くの業者が現実的に参加可能な入札条件を設定すべく、効率的、

各条件の見直しを行わなければならない。具体的な見直しの内容については、

個別の事案によるところであるので一概には言えないものの、業務の種別に応

じて、かつ社会情勢等を踏まえた上で、業務遂行能力を有する事業者らが、公

告時点で初めて情報を入手した後に、現実的に入札に参加し、業務遂行が可能

となるような条件設定を行う必要がある。 

なお、早期に対応すべきものとして摘示してはいるものの、入札条件の適正

化については、マーケットサウンディングの実施や、環境の変化によってより

適正なものへと改善を図っていかなければならず、中長期的な取組みも必要と

なる。付言すれば、そのように中長期的な取組みが必要となる以上、正解の入

札条件というものが一律に定まるわけではなく、裁量の中で、可能な限り望ま

しい条件が設定されるよう随時努めることが重要なのであって、最適な条件設

定ができないという失敗を恐れて前例踏襲に傾くようなことなく、積極的な取

組みがなされるよう、市長及び市の上層部からのトップメッセージ等を通じて、

職員の意識改革を進めることも重要となる。 

（ウ）募集準備業務の適正化 

入札における競争環境の確保のためには、下見積徴取のほか、必要に応じた

情報開示、準備業務の透明化、関与業者の募集等の事前準備段階での業務を適

正に行うことが重要となる。事前準備段階で実質的に競争が済んでしまい、入

札が形式的なものになってしまうという事態を避けるため、これら事前準備段
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階で、競争的な入札となるよう各原課における適切な準備が必要である。特に、

下見積りについては、複数の事業者から取得することを義務付け、一業者のみ

とのやり取りで準備が進められてしまうことのないよう、制度的に担保するこ

とが望ましい。 

（エ）RFI（情報提供依頼書）の事前提出、事業者の登録 

工事、物品等については、競争入札に参加できる企業について、入札参加資

格審査制度が設けられているが、システム開発等の新規参入が見込まれる案件

に関しても入札前に各事業者の情報収集を行うことで、調達の効率化・迅速化

等に資することができる。入札前に、当市に営業に訪れた企業等について、当

該企業の開発経験やこれまでの実績、想定スケジュールでのプロジェクト編成

の可否などについて、あらかじめRFI（情報提供依頼書）の提出を求め、企業

の情報を収集しておけば、契約者選定方法を決定する際及び入札条件を設定す

る際に、係る情報を用いることができ有用である。 

当該企業の情報を収集しておくことにより、上記の募集準備段階での複数業

者の関与も確保しやすくなるほか、指名競争入札時の業者指名の際にも役立て

ることができると考えられる。 

（オ）効果的な調達を行うための弾力的な予算編成 

調達・契約制度は、財源の確保のために予算編成と密接に関係する。当市全

体として財源に制約があるため、歳出について一定のシーリングは必要である

としても、他方、効果的な調達を達成するためには一定の弾力性が必要となる。

例えば、建設や工事に係る歳出全体にシーリングがかかっても、その枠の中で

個別プロジェクトの優先順位をつけて、個別プロジェクトの財源を確保し、市

場価格に見合う予定価格を設定できるようにすることが考えられる。 

また、調達業務の平準化（会計年度初めの調達も含む）などを進める観点か

ら、債務負担行為などを活用して、年度開始前に契約ないし契約準備業務を進

めることができれば、より効果的な調達を達成できる。予算を審議する議会に

対して、債務負担行為のメリットを説明し、理解を求める必要がある。 

イ 中長期的な対応を要するもの 

（ア）入札区分や契約方法の見直し 

上述の早期に対応すべき事項の実施結果の検証と並行して、地域業者育成の

要請と、競争性の確保及び広く開かれた適正公平な事業者選定のあるべきバラ

ンス、さらに業務の効率化についての検討を進め、合理的根拠に基づき、当市

における入札等制度自体の抜本的な改正を行う必要がある。制度改正にあたっ

ては、単に理想形を目指すだけではなく、地域事業者らの現状も踏まえて、地

域要件型の見直しのほか、大規模案件における地元雇用の確保や地元業者への

下請け発注、地元業者とのＪＶ（共同企業体）等の条件付けや加点評価等の措
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置も適宜検討することが望ましい。契約方式と金額の区分を見直し、例えば、

指名競争入札において適切な指名業者の選定及び競争参加者の確保が必ずしも

担保されないというリスクに鑑みて、原則は一般競争入札或いは随意契約とし

て、指名競争入札についてどうしても必要性が認められる場合にのみ例外的に

活用するといった対応が考えられる。 

また、特に２号随契については、プロポーザル方式による場合も含め、随契

による発注の決定についての全庁的な基準及びその判断にあたる組織・部署を

整備し、説明責任を十分に果たせるような体制を整備し、適正な発注方式の選

定がなされるようにしなければならない。特に、付随契約・派生契約を伴う可

能性が認められる業務の発注については、発注・入札条件を含めて、慎重な検

討がなされるような仕組みを整えていかなければならない。 

加えて、特に工事案件等、価格による優劣が生じにくい事案において、契約

業務の適正な遂行の動機付けのために、総合評価落札方式による入札制度ない

し類似制度の導入を検討、推進する必要がある。 

ただし、それによって過度な事務負担を生じて、適正な業務遂行に支障を来

しては本末転倒であるので、評価項目の限定や、既に行われている事後評価等

を活かして、本格的な総合評価方式でなく、価格に対する補助的、付随的な考

慮要素として一部の事項を含めるなど、小規模案件においても実施可能となる

簡易的な方法を検討することが妥当と思われる。 

また、これに伴い、仕様発注ではなく性能発注を行うことができる範囲を拡

大することで、必要に応じて、詳細な仕様の作り込みを前提とせず、性能発注

により、準備段階における契約事務の省力化と、業者側の参加可能性を確保す

ることも進めていくべきである。 

（イ）共同調達の検討・推進 

共同調達による発注事務の省力化、適正な競争の実現、コストの引き下げの

ために、近隣自治体間での共同調達の可能性を検討すべきである。例えば、当

市が呼びかけて、広域連携に向けた勉強会、検討会等を立ち上げて、具体的な

参加者の確定とメリット・デメリット双方の検討及び気運の醸成を図るなど、

共同調達の実現を進めていくことが有用と考えられる。また、既に共同調達を

実施している大阪府・大阪市などの取組みを研究し、それに加わる形での共同

調達も考えられる。 

共同調達を検討するか否かにかかわらず、近隣自治体との間で、定期的な実

務者協議会・勉強会の立ち上げ等、契約事務の効率化、適正化のための情報共

有等の場を整備することは、効果的な公共調達の実現に資する。 
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⑶ 評価・内部統制・その他の整備 

ア 早期に対応すべきもの 

（ア）重要な調達・契約案件についての事後検証（PDCAの確立） 

工事業者に限らず、金額の大きい案件を中心に事後評価制度を導入していく

ことが必要である。特に、地域限定要件を付すものや、参加者が特定の業者に

固定化される業務などについては、その必要性は極めて高い。事業者からの意

見聴取なども定期的に行うことが望ましい。 

事後評価の業者へのフィードバックや、次回事業者選定における考慮等、評

価結果の有効活用方策の検討、実施も、併せて進めていく必要がある。PDCAの

サイクルを確立するためには、過去の調達案件を調べたり、分析することが必

要であり、そのためのデータベースを整備することが求められる。 

（イ）内部統制制度の整備 

上述の諸制度の改正に伴い、利害関係に影響を受ける事業者らからの不正不

当な働きかけが増加することも懸念される。VFMの高い調達を行うためにはリ

スクが生じる。重要なことは内部統制によりリスクを低減させることであり、

制度改正と表裏一体のものとして、契約事務の適正な執行について監視監督し、

検証を行うための内部統制制度の整備を進めることが必須となる。内部統制制

度の整備にあたっては、上述の契約事務に係る業務フローの洗い出しを踏まえ

て、不正に繋がるリスクポイントを分析検討し、当該リスクを低減させる統制

業務を組み込み運用することが必要となる。即ち、内部統制制度の再整備にあ

たっては、①現状業務フローと統制業務（ダブルチェック、承認行為等のいわ

ゆる内部統制）を洗い出した上で、②現状業務フロー（統制業務含む）におけ

る不正リスクを識別し4、当該リスクを低減するための統制業務のあり方を検討

する必要がある。 

また、内部統制制度整備の一環として、業者対応に係る業務について、裁量

的、属人的な判断の幅を狭め、組織として明確かつ統一的な対応がなされるよ

うに制度整備を進めることが必要である。具体的には、契約準備業務と業者対

応業務を明確に切り分け、両者の担当者を分けたり、業者からの問い合わせは

原則として書面ないしメール等に限定し、口頭ベースでの接触自体を違反行為

とすること等が考えられる。なお、過度な内部統制の強化はコストを高めるこ

とに留意する必要がある。 

                                                        
4 現状の統制業務では防止または発見できない具体的な不正が生じる可能性を検証

することをいい、リスクシナリオの想定、検証とも呼ばれる。 
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イ 中長期的な対応を要するもの 

（ア）電子入札（電子調達）システムの導入 

事務の省力化・迅速化、遠隔地を含め多様な業者の参加可能性確保、業者と

契約事務担当者との接触機会の減少等を実現する観点から、他の自治体の事例

なども参考にして、電子入札制度の導入を進めていくことが望ましい。単独で

電子入札システムを整備するのはコストもかかることから、他の自治体との共

同運営なども検討するべきである。 
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第６ おわりに 

１ 当委員会は、当市における公共調達に係る制度の課題を明らかにし、今後必要とな

る改革について提言を行うため、検討を進め、より良い調達、即ち VFM の高い調達を

行うため、時間の制約があるなかで市にとって最善と思われる改革案を提言した。今

後、市においては、この報告書を真摯に受け止め、必要な改革にすみやかに着手し、

市長を先頭に全職員が一丸となって、より良い調達を目指すことを切に希望する。 

もっとも、本報告書はあくまで改革の方向性に関する有識者の分析及び助言である

ことから、改革の実現にあたっては、市において、必要に応じさらに専門家の意見を

聴取し、或いは庁内において改革方針を具体化・現実化し、改革を推進するプロジェ

クトチーム（PT）等を立ち上げ、機運の醸成を図るなど、さらなる対応を期待する。 

２ 現状の制度及び運用は、関係法令に基づきつつ、多様なステークホルダーの利害の

調整の下で成立したものであることに鑑みれば、その変更や改革には、事業者や市役

所各部などの抵抗も予想される。また、改革には時間を要する上、試行錯誤も必要で

ある。不祥事への対応のための一過性のものにとどめず改革を継続させるためには、

市長及び市の上層部のリーダーシップが不可欠である。本提言を踏まえて、市長ら上

層部が改革の方針を明確に打ち出し、職員及び関係者が自ら改革に取り組むようにす

ることが期待される。 

３ 市役所及び職員にあっては、改めて不祥事の再発防止という観点を決して忘れては

ならない。市民の視点に立って、市民に開かれた市民のための市政推進に努めること

を要望する。そのためには、市民に対する説明責任を果たすことが不可欠となる。公

共調達は、市民が納付した税金を財源として行われるものであることを関係者すべて

が認識し、より良い市民生活のために VFM の高い公共調達を実現し、さらには地方自

治体の手本となることを切に望む次第である。 
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添付資料一覧 

添付資料１「より良い調達のための入札制度に関するアンケート回答書」（工事） 

添付資料２「より良い調達のための入札制度に関するアンケート回答書」（業務委託） 

添付資料３「より良い入札制度に向けての職員アンケート」（職員） 

添付資料４「事業者に対するアンケート結果」 

添付資料５「職員に対するアンケート結果」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共調達に係る契約の締結並びに契約相手方 

の選定のための入札及び随意契約の運用基準 

その他の制度の改善策について 

（添付資料） 
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より良い調達のための入札制度に関するアンケート回答書 

（後の質問について、あてはまるものについて□に✓を入れていただき、括弧内にご記入く

ださい。記載欄が足りない場合には、別紙をつけていただいても構いません。） 

 

１ 複数の入札者で入札額が同額となり、くじ落札となることが多いですが、くじ落札に

なることについて、どう思いますか。 

   □良いと思う。  □特に意見はありません。 □良くないと思う。  

どうして、そのように思われますか。 

   

２ 最低制限価格が事前公表されている案件については、最低制限価格で入札されている

ことが多いですが、仮に、最低制限価格が事前公表されていなければ、貴社は最低制限

価格とは異なる金額で入札したと思いますか。 

□はい、高い金額で入札したと思います。 

□はい、低い金額で入札したと思います。 

□いいえ、同じだと思います。 □その他（                 ） 

どうして、そのように思われますか。 

 

３ 予定価格及び最低制限価格を事後公表にした方がよいと思いますか。 

   □はい    □今のままでよいと思う。  

どうして、そのように思われますか。 

 

４ 条件付き一般競争入札または指名競争入札において、辞退されたことはありますか。 

  □はい    □いいえ 

  「はい」と答えた方にお伺いします。その理由を教えてください。 
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５ 入札に際して、内訳書の提出を求めることがありますが、内訳書を作成するにあたり、

市から提供されている設計書等から実際の価格に即した正確な内訳書を作成できている

と思いますか。 

   □現状の設計書等の資料から、正確な内訳書が作成できていると思う。 

   □現状の設計書等の資料だけでは、正確な内訳書を作成することは難しい。 

難しいと答えた方にお伺いします。その理由及び改善すべき点を教えてください。 

   

６ 落札後に設計変更や契約後に契約変更がなされる場合が多いですが、設計変更や契約

変更が生じないよう、市の公告時点の見通し（設計書の内容）に改善すべき点があると

思いますか。 

  □はい    □いいえ 

  「はい」と答えた方にお伺いします。その理由を教えてください。 

   

７ 落札後に設計変更や契約後に契約変更がなされる場合がありますが、設計変更や契約

変更が行われる際の納期、金額、その他変更内容について、ご意見をお聞かせください。

（複数回答可能） 

  □契約変更後に納期を守ることが難しいと感じたことがある。 

  □契約変更後の金額では採算が取れないと感じたことがある。 

  □その他契約変更により困難が生じたことがある。 

  □特に契約変更による困難を感じたことはない。 

  具体的な内容を教えてください。 

   

８ 施工後に当該工事に対する市からの評価は、適切になされていると思いますか。 

   □はい    □いいえ 

どうして、そのように思われますか。 
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９ 現在、市の要綱に基づき、設計金額によって入札方法（一般競争入札、指名競争入

札、条件付き一般競争入札）が選定されますが、入札方法の選定、指名業者の選定は適

切であると思いますか。 

  □適切である。 □改善すべき点がある。 

どうして、そのように思われますか。 

 

10 入札手続（入札に関する資料の授受時、開札時及びその後の契約手続等）における市

の担当者の対応についてご意見をお聞かせください。 

  □問題と感じたことはない。 □問題と感じたことがあった。 

  □担当者の個別の対応ではなく、市の対応として問題と感じたことがあった。 

  □その他（          ） 

どうして、そのように思われますか。具体的にご記載ください。 

 

11 その他、入札を取り巻く環境、現在の入札制度及びその運用状況について、お気づき

の点、改善してほしい点等ございましたら、自由にご記入ください。 

 

12 本アンケートの内容等について、追加してお話をお伺いできますでしょうか。 

□ 是非、追加で伝えたいことがあります。 

□ 追加して話をしても構いません。 

  追加でお話をお伺いできる場合、その方法は、 

□特に指定しません。 

□次の方法でお願いいたします。（□対面、□電話、□Web会議） 

□追加で話をすることはできません。 

 

令和  年  月  日 貴社名 

 

 ご担当者様 

 

 ご連絡先 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
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より良い調達のための入札制度に関するアンケート回答書 

（後の質問について、あてはまるものについて□に✓を入れていただき、括弧内にご記入く

ださい。記載欄が足りない場合には、別紙をつけていただいても構いません。） 

 

１ 市の入札における発注単位は、適切であると思いますか。 

  □はい、適切である  □発注単位が大きすぎる。  □発注単位が小さすぎる。 

  □その他（                                ） 

  「はい」と答えた方以外にお伺いします。その理由を教えてください。 

 

２ 市の入札における発注単価は、適切であると思いますか。 

  □はい、適切である  □発注単価が高すぎる。  □発注単価が安すぎる。 

  □その他（                                ） 

  「はい」と答えた方以外にお伺いします。その理由を教えてください。 

 

 

３ 市の入札における発注スケジュールは、適切であると思いますか。（複数回答可能） 

  □はい、適切である。  □見積期間が短すぎる。 

  □申出書配布期間（申出書受付期間）が短すぎる。 

  □質疑書提出期限（質問事項受付期限）が短すぎる。 

□その他（                                ） 

  「はい」と答えた方以外にお伺いします。その理由を教えてください。 
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４ 市の入札における契約後の業務期間（工期）は、適切に設定されていると考えますか。 

  □はい、適切である。  □業務期間が短すぎる。  □業務期間が長すぎる。 

  □その他（                                ） 

  「はい」と答えた方以外にお伺いします。その理由を教えてください。 

 

 

５ 市の公共調達にかかる契約方法の振り分け（公募型指名競争入札、指名競争入札、随

意契約など）について、適切であると思いますか。 

  □はい 

  □いいえ（随意契約とすべき契約が指名競争入札の方法となってしまっている等） 

  「いいえ」と答えた方にお伺いします。その理由を教えてください。 

 

 

６ 公募型指名競争入札または指名競争入札において、辞退されたことはありますか。 

  □はい    □いいえ 

  「はい」と答えた方にお伺いします。その理由を教えてください。 
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７ 入札手続（入札に関する資料の授受時、開札時及びその後の契約手続等）における市

の担当者の対応についてご意見をお聞かせください。 

  □問題と感じたことはない。 □問題と感じたことがあった。 

  □個別の担当者の対応ではなく、市の対応として問題と感じたことがあった。 

  □その他（                                ） 

どうして、そのように思われましたか。 

 

８ その他、入札を取り巻く環境、現在の入札制度及びその運用状況について、お気づき

の点、改善してほしい点等ございましたら、自由にご記入ください。 

 

９ 本アンケートの内容等について、追加してお話をお伺いできますでしょうか。 

□ 是非、追加で伝えたいことがあります。 

□ 追加して話をしても構いません。 

  追加でお話をお伺いできる場合、その方法は、 

□特に指定しません。 

□次の方法でお願いいたします。（□対面、□電話、□Web会議） 

□追加で話をすることはできません。 

 

令和   年   月   日 

 

貴社名 

 

ご担当者様 

 

ご連絡先 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
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より良い入札制度に向けての職員アンケートの実施について 

 

四條畷市入札制度等検証委員会では、市長からの諮問を受けて、今後の四條畷市の調達の

在り方やその運用基準の改善点について提言を準備するにあたり、実際の入札制度の運用

状況、入札結果などについて現状を把握し、より良い選定手法はどのようなものか、現状の

入札制度やその運用状況について改善できるところがないか等について、検討を進めてい

るところです。 

今般、当委員会では、その一環として、すべての職員の皆さまに対し、職員の皆さまから

みた現在の入札制度に対する考えや、その実情の認識、また現在の運用に対する意見、感想、

改善要望等、現行の入札制度に対する率直なご意見をお聞かせいただければと考えており

ます。つきましては、アンケートを実施したく、ご協力をお願いいたします。 

（アンケートは任意提出です。匿名でも構いません。） 

 

Q1.入札を含む契約者選定の実施に関して、事務量が大きいものや煩雑なものはどれです

か。（複数回答可能） 

☐契約者選定手法の選択 

☐設計書・仕様書の作成 

☐下見積もりの徴収 

☐予定価格の算定 

☐指名業者の選定 

☐業者対応 

☐他課とのやり取り 

☐入札参加資格審査 

☐予定価格等の事前公表 

☐入札手続 

☐開札後の契約手続等 

☐契約や発注に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

☐上記業務に関与したことはあるが、特に上記にあてはまるものはない。 

☐その他 

 

Q2.Q１であてはまるものがあるという場合には、具体的な内容を教えてください。 

また改善案があれば、それも教えてください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料３ 「より良い入札制度に向けての職員アンケート」（職員） 
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Q3.入札を含む契約者選定の実施に関して、簡略化・効率化できると考えるものはあります

か。（複数回答可能） 

☐契約者選定手法の選択 

☐設計書・仕様書の作成 

☐下見積もりの徴収 

☐予定価格の算定 

☐指名業者の選定 

☐業者対応 

☐他課とのやり取り 

☐入札参加資格審査 

☐予定価格等の事前公表 

☐入札手続 

☐開札後の契約手続等 

☐契約や発注に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

☐上記業務に関与したことはあるが、特に上記にあてはまるものはない。 

☐その他 

 

Q4.Q３であてはまるものがあるという場合には、具体的な内容を教えてください。また改

善案があれば、それも教えてください。  

 

 

 

 

 

 

Q5.入札を含む契約者選定の実施に関して、現状の人員・体制についてどう考えますか。  

現状でほぼ十分である。 

☐現状でほぼ十分である。 

☐少し不足している。 

☐かなり不足している。 

☐契約や発注に係る業務に関与したことがないため、わからない。 

☐その他 
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Q6.Q５で「不足している」という場合には、具体的な内容を教えてください。また改善案

があれば、それも教えてください。 

 

 

 

 

 

Q7.入札を含む契約者選定の実施に関して、以下の点について Q1 から Q6 以外の点で

ご意見はありますか。（複数回答可能）  

☐契約者選定手法の選択 

☐設計書・仕様書の作成 

☐下見積もりの徴収 

☐予定価格の算定 

☐指名業者の選定 

☐業者対応 

☐他課とのやり取り 

☐入札参加資格審査 

☐予定価格等の事前公表 

☐入札手続 

☐開札後の契約手続等 

☐契約や発注に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

☐上記業務に関与したことはあるが、特に困ったことはない。 

☐その他 

 

Q8.Q７で「意見がある」という場合には、具体的な内容を教えてください。また改善案が

あれば、それも教えてください。 
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Q9.入札を含む契約者選定の実施に関して、事業者から秘密情報を開示するよう求められ

たり、開示を拒否したときに開示しないと何らかの不利益を生じさせるような圧力または

開示すれば見返りがあるというような利益誘導の働きかけ（直接・間接いずれも含みます。）

がなされたことはありますか。 

☐ある 

☐ない 

☐入札に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

 

Q10.Q9で「ある」とご回答いただいた方にお尋ねします。その具体的な状況を教えてく

ださい。 

 

 

 

 

Q11.人事異動で入札や契約業務に携わることを求められた場合、どう考えますか。 

☐積極的に携わりたい。 

☐できる限り携わりたくない。 

☐特に意見はない。 

☐その他 

 

Q12.Q11 で「積極的に携わりたい。」または「できる限り携わりたくない。」とご回答の

方にお尋ねします。その理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

Q13.現入札制度（条件付き一般競争入札、公募型指名競争入札、指名型競争入札等）に

ついて、制度変更を検討すべき部分があると思いますか。（複数回答可能） 

☐参考にすべき他の地方自治体の制度があり、本市でも導入を検討すべきだ。 

☐参考にすべき制度は分からないが、制度は改善を検討すべきだ。 

☐現行制度を変更する必要はないと思うが、不満がある。 

☐入札に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

☐上記業務に関与したことはあるが、特に変更を検討すべきと思う点はない。 

☐その他 
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Q14.参考にすべき制度（市町村）、改善が必要な点、変更を検討すべき部分、不満のある点

があるという場合には、具体的な内容を教えてください。また改善案があれば、それも教え

てください。 

 

 

 

 

 

 

Q15.予定価格を事後公表しているものについて、予定価格を事前公表すべきと考えますか。

また、予定価格を事前公表しているものについて、事後公表に変更すべきと考えますか。

（複数回答可能） 

☐予定価格はすべて事前公表とすべき。 

☐予定価格はすべて事後公表とすべき。 

☐特定の制度については、予定価格を事前公表／事後公表に変更すべき。 

☐入札に係る業務に関与したことがないため、分からない。 

☐上記業務に関与したことはあるが、特に変更を検討すべきと思う点はない。 

☐その他 

 

Q16.Ｑ15で「変更すべき。」とお考えの方にお尋ねします。その具体的な内容を教えてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

Q17.随意契約による発注業務（プロポーザル方式による事業者選定を含む）について、改

善すべき点や、実施にあたって困った点、苦労した点があれば、自由にご記入ください。 
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Q18.その他、入札や随意契約による契約相手方の選定手続きを取り巻く環境、現在の入札

制度等及びその運用状況について、お気づきの点、改善してほしい点等ございましたら、自

由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

Q19.本アンケートの内容等について、追加してお話をお伺いできますでしょうか。 

☐是非、追加で話したいことがあります。 

☐追加して話をしても構いません。 

☐追加で話をすることはできません。 

 

Q20.（Ｑ19 で「是非、追加で話したいことがあります」又は「追加して話をしても構い

ません」を選択した場合にご回答ください。） 入札制度等検証委員会よりお話をお伺いす

る際のご希望の方法を教えてください。（複数回答可能） 

☐対面 

☐電話 

☐Web会議 

☐いずれの方法でも構わない 

 

Q21.氏名、電話番号（内線番号）をご記入ください。（任意） 

（Ｑ19で「是非、追加で話したいことがあります」又は「追加して話をしても構いません」

を選択した場合は、ご記入ください。以下Ｑ22~Ｑ23も同様。） 

 

氏名 

 

電話番号（内線） 

 

Q22.所属部名をご記入ください。（任意）  

 

Q23.所属課名をご記入ください。（任意） 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料４ 「事業者に対するアンケート結果」 
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事業者に対するアンケート結果 

 

１ アンケート実施状況 

事業者に対するアンケートの実施状況は以下のとおりである。 

 

実施主体 四條畷市入札制度等検証委員会 

実施方法 指定するアンケート調査票による回答 

実施期間 令和 3年 12月 1日から同月 15日まで 

対象者数 
工事：59 

業務委託：83 

回答者数 

工事：35 

業務委託：42 

（12月 23日時点） 

回答率 
工事：約 59.3％ 

業務委託：約 50.6％ 

その他 

・アンケートは、選択式及び自由記載式を組み合わせ、一部の項

目について回答がない場合でも、集計に加えた 

・アンケートは記名、無記名のどちらでも回答を受け付けた 

・実施期間を超えて回答があったものについても、報告書に反映

できる時点で回答があったものについては、集計を行った 

 

２ アンケート結果 

アンケート結果のうち、自由記載欄に回答があったものは、報告書において、報告

のとおりである。 

アンケート結果のうち、選択式で回答があったものの結果については、以下のとお

りである。ただし、回答が複数あるもの、未回答のものなどがあるため、各回答数を

合計しても回答事業者合計数と一致しない。 

 

⑴ 工事分野 

Ｑ１ 複数の入札者で入札額が同額となり、くじ落札となることが多いですが、く

じ落札になることについて、どう思いますか。 

質問内容 回答数 割合 

良いと思う。 16 44% 

特に意見はありません。 17 47% 

良くないと思う。 3 8% 

回答なし 0 0% 
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Ｑ２ 最低制限価格が事前公表されている案件については、最低制限価格で入札さ

れていることが多いですが、仮に、最低制限価格が事前公表されていなければ、

貴社は最低制限価格とは異なる金額で入札したと思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい、高い金額で入札したと思いま

す。 

7 19% 

はい、低い金額で入札したと思いま

す。 

4 11% 

いいえ、同じだと思います。  5 14% 

その他 21 57% 

回答なし 0 0% 

 

Ｑ３ 予定価格及び最低制限価格を事後公表にした方がよいと思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい 13 37% 

今のままでよいと思う。 20 57% 

どちらとも言えない 2 6% 

回答なし 0 0% 

 

Ｑ４ 条件付き一般競争入札または指名競争入札において、辞退されたことはあり

ますか。 

回答 回答数 割合 

はい 30 86% 

いいえ 5 14% 

回答なし 0 0% 

 

Ｑ５ 入札に際して、内訳書の提出を求めることがありますが、内訳書を作成する

にあたり、市から提供されている設計書等から実際の価格に即した正確な内訳

書を作成できていると思いますか。 

質問内容 回答数 割合 

現状の設計書等の資料から、正確な内訳

書が作成できていると思う。 
25 71% 

現状の設計書等の資料だけでは、正確な

内訳書を作成することは難しい。 
7 20% 

どちらとも言えない 2 6% 

回答なし 1 3% 
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Ｑ６ 落札後に設計変更や契約後に契約変更がなされる場合が多いですが、設計変

更や契約変更が生じないよう、市の公告時点の見通し（設計書の内容）に改善

すべき点があると思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい 4 11% 

いいえ 28 80% 

どちらとも言えない 2 6% 

回答なし 1 3% 

 

Ｑ７ 落札後に設計変更や契約後に契約変更がなされる場合がありますが、設計変

更や契約変更が行われる際の納期、金額、その他変更内容について、ご意見を

お聞かせください。（複数回答可能） 

質問内容 回答数 割合 

契約変更後に納期を守ることが難しいと感じたこと

がある。 
7 16% 

契約変更後の金額では採算が取れないと感じたこと

がある。 
9 21% 

その他契約変更により困難が生じたことがある。 5 12% 

特に契約変更による困難を感じたことはない。 21 49% 

回答なし 1 2% 

 

Ｑ８ 施工後に当該工事に対する市からの評価は、適切になされていると思います

か。 

質問内容 回答数 割合 

はい 22 63% 

いいえ 4 11% 

どちらとも言えない 2 6% 

回答なし 7 20% 

 

Ｑ９ 現在、市の要綱に基づき、設計金額によって入札方法（一般競争入札、指名

競争入札、条件付き一般競争入札）が選定されますが、入札方法の選定、指名

業者の選定は適切であると思いますか。 

質問内容 回答数 割合 

適切である。 26 74% 

改善すべき点がある。 7 20% 

回答なし 2 6% 
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Ｑ10 入札手続（入札に関する資料の授受時、開札時及びその後の契約手続等）に

おける市の担当者の対応についてご意見をお聞かせください。 

質問内容 回答数 割合 

問題と感じたことはない。 31 89% 

問題と感じたことがあった。 1 3% 

担当者の個別の対応ではなく、市の対応として

問題と感じたことがあった。 
0 0% 

その他 1 3% 

回答なし 2 6% 

 

⑵ 業務委託分野 

Ｑ１ 市の入札における発注単位は、適切であると思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい、適切である。 40 95% 

発注単位が大きすぎる。 2 5% 

発注単位が小さすぎる。 0 0% 

その他 0 0% 

回答なし 0 0% 

 

Ｑ２ 市の入札における発注単価は、適切であると思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい、適切である。 31 74% 

発注単価が高すぎる。 1 2% 

発注単価が安すぎる。 3 7% 

その他 7 17% 

回答なし 0 0% 

 

Ｑ３ 市の入札における発注スケジュールは、適切であると思いますか。（複数回

答可能） 

回答 回答数 割合 

はい、適切である。 37 88% 

見積期間が短すぎる。 4 10% 

申出書配布期間（申出書受付期間）が短すぎる。 0 0% 

質疑書提出期限（質問事項受付期限）が短すぎる。 0 0% 

その他 1 2% 

回答なし 0 0% 
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Ｑ４ 市の入札における契約後の業務期間（工期）は、適切に設定されていると考

えますか。 

回答 回答数 割合 

はい、適切である。 36 86% 

業務期間が短すぎる。 4 10% 

業務期間が長すぎる。 0 0% 

その他 1 2% 

回答なし 1 2% 

 

Ｑ５ 市の公共調達にかかる契約方法の振り分け（公募型指名競争入札、指名競争

入札、随意契約など）について、適切であると思いますか。 

回答 回答数 割合 

はい 35 83% 

いいえ 4 10% 

回答なし 3 7% 

 

Ｑ６ 公募型指名競争入札または指名競争入札において、辞退されたことはありま

すか。 

回答 回答数 割合 

はい 21 50% 

いいえ 19 45% 

回答なし 2 5% 

 

Ｑ７ 入札手続（入札に関する資料の授受時、開札時及びその後の契約手続等）に

おける市の担当者の対応についてご意見をお聞かせください。 

回答 回答数 割合 

問題と感じたことはない。 42 100% 

問題と感じたことがあった。 0 0% 

個別の担当者の対応ではなく、市の対応として

問題と感じたことがあった。 
0 0% 

その他 0 0% 

回答なし  0 0% 
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職員に対するアンケート結果 

１ アンケート実施状況 

職員に対するアンケートの実施状況は以下のとおりである。 

 

実施主体 四條畷市入札制度等検証委員会 

実施方法 指定するアンケート調査票による回答 

実施期間 令和３年 12月 10日から同月 20日まで 

対象者 四條畷市全職員 

回答者数 46人（12月 24日時点） 

回答率 
約 10.8％（会計年度任用職員を含まない場合） 

約 6.5％（会計年度任用職員を含む場合） 

その他 

・アンケートは、全職員を対象とすることから、自由記載式を基

本とした 

・アンケートは記名、無記名のどちらでも回答を受け付けた 

・実施期間を超えて回答があったものについても、報告書に反映

できる時点で回答があったものについては、集計を行った 

 

 

２ アンケート結果 

アンケート結果のうち、自由記載欄に回答があったものは、報告書において、報告

のとおりである。 

アンケート結果のうち、選択式で回答があったものの結果については、以下のとお

りである。ただし、複数回答が可能なもの、未回答のものなどがあるため、各回答数

を合計しても回答者数と一致しない。 

 

Ｑ１ 入札を含む契約者選定の実施に関して、事務量が大きいものや煩雑なものは

どれですか。（複数回答可能） 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

契約者選定手法の選択 15 10% 

設計書・仕様書の作成 34 23% 

下見積もりの徴収 20 13% 

予定価格の算定 12 8% 

指名業者の選定 8 5% 

業者対応 14 9% 

他課とのやり取り 11 7% 

入札参加資格審査 4 3% 

予定価格等の事前公表 1 1% 

入札手続 12 8% 
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選択肢 回答数 回答数に占める割合 

開札後の契約手続等 6 4% 

その他 1 1% 

契約や発注に係る業務に関与したことが

ないため、分からない。 
8 5% 

上記業務に関与したことはあるが、特に

上記にあてはまるものはない。 
3 2% 

 

Ｑ３ 入札を含む契約者選定の実施に関して、簡略化・効率化できると考えるもの

はありますか。（複数回答可能） 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

契約者選定手法の選択 8 13% 

設計書・仕様書の作成 12 19% 

下見積もりの徴収 5 8% 

予定価格の算定 3 5% 

指名業者の選定 3 5% 

業者対応 1 2% 

他課とのやり取り 3 5% 

入札参加資格審査 2 3% 

予定価格等の事前公表 0 0% 

入札手続 4 6% 

開札後の契約手続等 0 0% 

その他 2 3% 

契約や発注に係る業務に関与したことが

ないため、分からない。 
8 13% 

上記業務に関与したことはあるが、特に

上記にあてはまるものはない。 
12 19% 

 

Ｑ５ 入札を含む契約者選定の実施に関して、現状の人員・体制についてどう考え

ますか。 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

現状でほぼ十分である。 4 9% 

少し不足している。 13 28% 

かなり不足している。 15 33% 

その他 7 15% 

契約や発注に係る業務に関与したことが

ないため、わからない。 
7 15% 
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Ｑ７ Ｑ入札を含む契約者選定の実施に関して、以下の点についてＱ１からＱ６以

外の点でご意見はありますか。（複数回答可能） 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

契約者選定手法の選択 3 7% 

設計書・仕様書の作成 5 12% 

下見積もりの徴収 4 9% 

予定価格の算定 4 9% 

指名業者の選定 3 7% 

業者対応 1 2% 

他課とのやり取り 1 2% 

入札参加資格審査 1 2% 

予定価格等の事前公表 1 2% 

入札手続 1 2% 

開札後の契約手続等 0 0% 

その他 2 5% 

契約や発注に係る業務に関与したことが

ないため、分からない。 
9 21% 

上記業務に関与したことはあるが、特に

上記にあてはまるものはない。 
8 19% 

 

Ｑ９ 入札を含む契約者選定の実施に関して、事業者から秘密情報を開示するよう

求められたり、開示を拒否したときに開示しないと何らかの不利益を生じさせ

るような圧力または開示すれば見返りがあるというような利益誘導の働きかけ

（直接・間接いずれも含みます。）がなされたことはありますか。 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

ある 3 7% 

ない 34 74% 

入札に係る業務に関与したことがないた

め、分からない。 
9 20% 

 

Ｑ11 人事異動で入札や契約業務に携わることを求められた場合、どう考えますか。 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

積極的に携わりたい。 2 4% 

できる限り携わりたくない。 13 28% 

特に意見はない。 24 51% 

その他 8 17% 
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Ｑ13 現入札制度（条件付き一般競争入札、公募型指名競争入札、指名型競争入札

等）について、制度変更を検討すべき部分があると思いますか。（複数回答可

能） 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

参考にすべき他の地方自治体の制度があ

り、本市でも導入を検討すべきだ。 
3 7% 

参考にすべき制度は分からないが、制度

は改善を検討すべきだ。 
11 24% 

現行制度を変更する必要はないと思う

が、不満がある。 
3 7% 

その他 2 4% 

入札に係る業務に関与したことがないた

め、分からない。 
13 28% 

上記業務に関与したことはあるが、特に

変更を検討すべきと思う点はない。 
14 30% 

 

Ｑ15 予定価格を事後公表しているものについて、予定価格を事前公表すべきと考

えますか。また、予定価格を事前公表しているものについて、事後公表に変更

すべきと考えますか。（複数回答可能） 

選択肢 回答数 回答数に占める割合 

予定価格はすべて事前公表とすべき。 6 13% 

予定価格はすべて事後公表とすべき。 8 17% 

特定の制度については、予定価格を事前

公表／事後公表に変更すべき。 

4 8% 

その他 3 6% 

入札に係る業務に関与したことがないた

め、分からない。 

14 29% 

上記業務に関与したことはあるが、特に

変更を検討すべきと思う点はない。 

13 27% 

 

以上 



 


