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１ 事件の経過 

 

  平成２９年２月１４日、都市整備部道路課主幹が埼玉県警察に逮捕されるという

事件が発生した。当該職員は３月７日、公契約関係競売入札妨害罪で略式起訴され、

８０万円の罰金刑となった。市は当該職員に対し、３月３０日付けで停職６か月の

懲戒処分を行い、同日付けで当該職員は依願退職した。また、逮捕者を出した業者

２社に対し、２月２０日から１２月の指名停止措置を行った。 

  この事件に関連しては、関係する職員が警察の事情聴取を受けていた。 

  その後、市で行った関係する職員への調査の中で、職員から業者への予定価格等

の情報漏洩や、職員が業者から贈答品等を受け取っていたり、また飲食の接待を受

けていたりするなど、市職員として不適切な行為があったことが判明した。 

  これらのことを受けて、市では、公契約関係競売入札妨害事件における監督責任

を含め、調査した事案に関し、事の重大性に鑑み、６月１日付けで職員１６人（う

ち監督責任は８人）に懲戒等の処分を行った。また、入札参加業者としての資格に

ついて、適正を欠く行為が判明した業者３社に対し、６月１日から３月の指名停止

措置を行った。 
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２ 事件後の市の取り組み 

 

（１）契約に関する実態調査 
 

   平成２９年３月９日、平成２７年度及び平成２８年度の工事及び委託を対象に

契約実態を把握するため、①工事及び委託の名称、②入札（見積合わせ）及び契

約の年月日、③契約期間、完了及び検査日、④落札率、予定価格及び契約額、⑤

契約方法、入札参加者数、⑥契約業者名、委託箇所・工事箇所、設計の根拠につ

いて、各課に資料提出を依頼した。 

   その結果、平成２７年度１,２８９件（工事４３７件、委託８５２件）、平成  

２８年度１,３０２件（工事４３８件、委託８６４件）があり、それぞれの傾向

を把握し課題等を整理した。 

 

（２）蓮田市職員倫理規程の制定とコンプライアンス研修の実施 
 

   職員が全体の奉仕者として自覚すべき事項、入札談合等関与行為の防止に関し

て遵守すべき事項、公費支出事務の処理に当たって留意すべき事項、関係業者等

との接触に関して遵守すべき事項等を定めた「蓮田市職員倫理規程」を平成２９

年５月１８日から施行した。 

   また、これに合わせ、平成２９年６月３０日に法令遵守の保持と強化を図るこ

とを目的に、全職員を対象としてコンプライアンス研修を実施した。 

 

（３）登録業者への入札制度適正化の通知 
 

   職員と業者の不誠実な行為があったことが判明したことから、二度とこのよう

な不祥事を起こさないという強い決意と入札・契約制度の見直しに取り組むこと

を蓮田市へ登録している２,０１６業者に対し、平成２９年６月１日に「蓮田市

入札契約制度の適正化について」を通知した。 
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３ 蓮田市入札及び契約制度検討委員会 

 

（１）蓮田市入札及び契約制度検討委員会の設置 
 

  今回の事件を踏まえ、このようなことが二度と起こらないよう、また、一日も早

い市民の信頼回復を図るため、事件を受けての課題のみならず、入札及び契約制度

全般にわたる具体的な改善策の検討を行い、入札及び契約制度のさらなる公平性、

透明性の向上を図ることや、職員の服務規律の確保に向けて、蓮田市入札及び契約

制度検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し検討することとした。 

  その際、中立かつ公正な立場からの意見を伺うため、学識経験を有する者を新た

に「アドバイザー」として委嘱し、検討委員会を開催した。（資料４参照） 

 

 

 

（２）開催状況 
 

  第１回検討委員会では、蓮田市の入札及び契約制度の概要と事件の概要について

再確認し、事件を受けての課題や各課の契約実態調査結果から見受けられる改善す

べき課題について検討した。 
 

  第２回検討委員会では、各委員から提出された入札及び契約に関する意見・課題

について、契約の流れに沿って、①設計書作成、②業者選定、③入札、④随意契約、

⑤契約、⑥コンプライアンス、⑦その他の７項目に体系化し、それぞれの課題を整

理し、他市の事例や取り組み状況と比較しながら、改善策を検討した。 
 

  第３回検討委員会では、前回検討した改善策について、事業課の実情や他市の状

況等を考慮しながら、それぞれの項目の基本的な改善策を取りまとめた。 
 

  第４回検討委員会では、これまで検討してきた内容を総括し、「蓮田市入札及び

契約制度検討報告書」として取りまとめ、今後の確実な履行を確保するための調整

を図った。 
 

  以上、４回の検討委員会を開催し、次のとおり「入札及び契約制度の改善策（検

討結果）」を報告する。 
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４ 入札及び契約制度の改善策（検討結果） 

 

（１）設計書の作成根拠の明確化、設計書の審査の強化 
 

   設計書は、資材費や人件費など工事等に必要と見込まれる費用を積算したもので、

その積算額を根拠に予定価格を決定していく。そのため、その作成根拠を明確にして、

設計書の審査を強化することで、公正・公平で透明性のある入札制度を確保する。 

 

  ① 設計書の作成根拠を明確にする。 

   ア 設計書の作成に当たっては、埼玉県及び国の積算基準（歩掛り）や単価に

より作成する。ただし、基準のないものについては、公的な雑誌等による物

価資料又は参考見積書により作成する。 

   イ 設計単価の採用順位は、①県の単価表、②公的な雑誌等による物価資料、

③参考見積書の順とする。積算基準の採用順位は、①県の積算基準書、②

国等の積算基準、③参考見積書の順とする。 

   ウ 参考見積書は３者以上から徴取し、原則として見積金額の平均値を設計単

価とする。 

   エ 設計書は設計金額の根拠になるため、少額な場合でも原則として作成する。 
 

  ② 設計書の作成に当たっては、埼玉県土木積算システムの積極的な活用を図る

ことで、統一的な設計書とする。 
 

  ③ 設計書の審査は、事業課だけでなく、入札契約主管課においても実施する。 
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（２）適正化審議会及び指名委員会の対象案件の拡大、入札結果の検証 
 

   職務に従事している職員が、不正にかかわるリスクを減らすことは重要である。その

ため、蓮田市入札契約業務適正化審議会（以下「適正化審議会」という。）及び蓮田市

工事請負指名業者選定委員会（以下「指名委員会」という。）の対象案件を拡大し、業

者選定及び入札執行を事業課から入札契約主管課へ移行することにより、入札執行前に

事業課と業者の接点を極力減らすことで、入札における不正行為を防止する。さらに、

入札結果を検証することで、入札の透明性の向上や公正性を確保する。 

 

  ① 業者選定については、事業課、適正化審議会及び指名委員会におけるそれぞ

れの対象金額を、次のとおりとする。（資料１参照） 

   ア 事業課で行う業者選定の範囲 

業 種 設計金額 

工事 １３０万円以下 

委託 ５０万円以下 

財産の買入れ（物品購入） ８０万円以下 

物件の借入れ（リース） ４０万円以下 
 

   イ 適正化審議会で行う業者選定の範囲 

業 種 設計金額 

工事 １３０万円超～５００万円以下 

委託（工事に係るもの） ５０万円超～５００万円以下 
 

   ウ 指名委員会で行う業者選定の範囲 

業 種 設計金額 

工事 ５００万円超 

委託（工事に係るもの） ５００万円超 

委託（上記以外のもの） ５０万円超 

財産の買入れ（物品購入） ８０万円超 

物件の借入れ（リース） ４０万円超 

 

  ② 入札結果の検証を行うこととし、適正化審議会及び指名委員会において行う

ものとする。  
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（３）業者選定基準の見直し 
 

   工事の確実な履行を図るためには、発注工事に応じた業者の規模・施工能力を求める

必要がある。その中で競争性を確保していくための業者選定基準を見直し、公正・公平

で透明性のある入札制度を確保する。 

 

  ① 指名競争入札における業者選定については、級別格付けを基本とする。 
 

  ② 級別格付けに応じた設計金額の標準額については、次のとおりとする。  

（資料２参照） 

   ア 土木工事、電気工事、管工事、造園工事、その他の工事 

業者級別 設計金額 

Ａ級 ４,０００万円超 

Ｂ級 ２,０００万円超～４,０００万円以下 

Ｃ級 ５００万円超～２,０００万円以下 

Ｄ級 ５００万円以下 
 

  ③ 指名業者数については、次のとおりとする。（資料３参照） 

設計金額 指名業者数 

１億円超 １２業者以上 

５,０００万円超～１億円以下  ８業者以上 

１,０００万円超～５,０００万円以下  ７業者以上 

５００万円超～１,０００万円以下  ６業者以上 

１３０万円超～５００万円以下  ５業者以上 

１３０万円以下  ３業者以上 
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（４）一般競争入札及び電子入札の拡大 
 

   多くの業者が入札に参加でき、競争性が確保しやすい一般競争入札を拡大することで、

公平性・透明性を高めた入札を執行していく。また、入札執行前に事業課と業者の接点

を極力減らすことで、入札における不正行為を防止する観点から、電子入札の拡大を図

り、入札の透明性を図る。 

 

  ① 地方公共団体が発注を行う場合の原則とされている一般競争入札について

は、対象金額を拡大し、次のとおりとする。（資料１参照） 

業 種 設計金額 

工事 ５００万円超 

委託（工事に係るもの） ５００万円超 
 

  ② 電子入札については、入札の透明性、競争性の向上を図るため、対象金額を

拡大し、次のとおりとする。（資料１参照） 

業 種 設計金額 

工事 １３０万円超 

委託（工事に係るもの） ５０万円超 
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（５）随意契約及び請書の取扱いの明確化 
 

   少額の工事、委託及び修繕（以下「少額契約」という。）は、地方自治法施行令にお

いて随意契約ができることになっている。その中でも一定額以下の少額契約では、設計

書の作成や見積書の提出等、発注者あるいは請負業者側にとっても、その事務手続きが

煩雑になることから、随意契約及び請書の取扱いを明確にして、能率的・効率的に行え

る仕組みをつくる。 

 

  ① 少額の随意契約における予定価格、設計書、見積書の取扱いについては、次

のとおりとする。 

   ア 設計金額が３０万円以下（修繕は５０万円以下）のものは、予定価格の作

成を省略することができるものとする。 

   イ 契約見込金額が３０万円以下（修繕は５０万円以下）のものは、設計書の

作成を省略することができるものとする。 

   ウ 見積書の徴取は、設計金額又は契約見込金額が１０万円以下（修繕は３０

万円以下）のものは１者以上とする。ただし、これを超えるものは３者以上

とする。 
 

  ② 請書の取扱いについては、契約金額が１０万円以下のものは請書の作成を省

略することができるものとする。ただし、工事を除くものとする。 
 

  ③ 少額契約においては、小規模契約希望者登録制度を積極的に活用する。 

 

 

 

（６）入札不調時及び１者入札の取扱いの明確化 
 

   入札が不調になることがあった際、あるいは入札を辞退する業者があった際の取扱い

を明確にして、入札における競争性を確保する。 

 

  ① 入札不調時の対応については、原則として再度入札を行うものとする。 
 

  ② 指名競争入札における入札辞退者の発生による１者入札については、入札を

執行しないものとする。 
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（７）多様な契約方法の導入、契約システムの充実強化、入札契約担当部署の新設 
 

   工事等の内容によっては、価格だけの競争ではその実効性を確保できないことがある。

常に最適な契約方法を選択し、工事等の品質を確保し、効率のよい事務を行う。また、

入札契約主管課の業務が増大していくことから、使用していくシステムの更なる強化を

図り、チェック機能が働きやすい組織に強化していく。 

 

  ① 公共工事等の品質の確保と向上を図るため、プロポーザル方式・総合評価方

式等の導入を拡大する。 
 

  ② 維持修繕工事等については、事務の効率化を図るため、単価契約方式の活用

を図るものとする。 
 

  ③ 契約管理システムについては、埼玉県電子入札システムと連動した新たなシ

ステムを導入し、セキュリティを含めたシステムの充実強化を図るものとする。 
 

  ④ 入札及び契約におけるチェック体制の強化と事務の透明性を確保するため、

入札、契約及び検査を所掌する専門の部署を新設し、組織体制の強化を図るも

のとする。 

 

 

 

（８）職員倫理の確立、入札及び契約制度の周知徹底 
 

   職員不祥事の最大の要因は、職員の公務員としての倫理意識の欠如である。不祥事を

二度と起こさない強い決意を持ち、職員一人ひとりが公務員としての高い倫理観と社会

的責任を深く認識するとともに、これまで以上に入札・契約制度への理解を深め、事務

執行等における適正な運用を図るための仕組みづくりが必要である。 

 

  ① 公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、職員倫理規程を新た

に制定した。全体の奉仕者である職員の公務員としての自覚を促すため、全職

員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、倫理に対する理解を深め、法

令遵守の保持と強化を図るものとする。 
 

  ② 職員一人ひとりが契約事務の重要性を認識するとともに、統一的な事務の執

行を確保するため、分かりやすい契約実務マニュアルに改正し、入札及び契約

制度の周知徹底を図るものとする。 
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一般競争入札及び指名競争入札における選定部署別発注区分 

 

【現行】                         （設計金額：税込） 

業者選定部署 指名委員会 適正化審議会 事業課 

工事 
1,000万円以上 

（一般競争入札・電子入札） 

500万円超～ 

1,000万円未満 

（指名競争入札・電子入札） 

500万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

委託 

（工事に係るもの） 

2,000万円以上 

（一般競争入札・電子入札） 

500万円超～ 

2,000万円未満 

（指名競争入札・電子入札） 

500万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

委託 

（上記以外のもの） 

市長が認める額 

（一般競争入札・電子入札） 

500万円超 

（指名競争入札・紙入札） 

――― 
500万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

物品購入等 
委員長が認めた場合のみ 

（指名競争入札・紙入札） 
――― 

指名委員会委員長が 

認めた場合を除く全て 

（指名競争入札・紙入札） 

 

 

 

【改善策（検討結果）】                  （設計金額：税込） 

業者選定部署 指名委員会 適正化審議会 事業課 

工事 
500万円超 

（一般競争入札・電子入札） 

130万円超～ 

500万円以下 

（指名競争入札・電子入札） 

130万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

委託 

（工事に係るもの） 

500万円超 

（一般競争入札・電子入札） 

50万円超～ 

500万円以下 

（指名競争入札・電子入札） 

50万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

委託 

（上記以外のもの） 

50万円超 

（指名競争入札・紙入札） 
――― 

50万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

財産の買入れ 

（物品購入） 

80万円超 

（指名競争入札・紙入札） 
――― 

80万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 

物件の借入れ 

（リース） 

40万円超 

（指名競争入札・紙入札） 
――― 

40万円以下 

（指名競争入札・紙入札） 
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級別格付けに応じた設計金額の標準額 

 

【現行】                         （設計金額：税込） 

業者 

級別 

発注の標準となる設計金額 

建築工事 土木工事 電気・管工事 造園工事 その他の工事 

Ａ級 1億円超 3,500万円超 4,000万円超 3,500万円超 
その都度市長 

が定める額 

Ｂ級 
3,000万円超～ 

1億円以下 
2,500万円超～ 

3,500万円以下 
2,000万円超～ 

4,000万円以下 
2,500万円超～ 

3,500万円以下 
同上 

Ｃ級 
800万円超～ 

3,000万円以下 
500万円超～ 

2,500万円以下 
500万円超～ 

2,000万円以下 
500万円超～ 

2,500万円以下 
同上 

Ｄ級 800万円以下 500万円以下 500万円以下 500万円以下 同上 

 

 

 

【改善策（検討結果）】                  （設計金額：税込） 

業者 

級別 

発注の標準となる設計金額 

建築工事 土木工事 電気工事 管工事 造園工事 その他の工事 

Ａ級 1億円超 4,000万円超 

Ｂ級 
3,000万円超～ 

1億円以下 
2,000万円超～4,000万円以下 

Ｃ級 
800万円超～ 

3,000万円以下 
500万円超～2,000万円以下 

Ｄ級 800万円以下 500万円以下 
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設計金額別指名業者数 

 

【現行】                         （設計金額：税込） 

設計金額 
指名業者数 

工事 委託 物品購入等 

1億 5,000万円超 １６業者以上 

1億円超～1億 5,000万円以下 １２業者以上 

5,000万円超～1億円以下 ８業者以上 

1,000万円超～5,000万円以下 ６業者以上 

500万円超～1,000万円以下 ５業者以上 

300万円超～500万円以下 ４業者以上 

130万円超～300万円以下 ３業者以上 

３業者以上 

３業者以上 

80万円超～130万円以下 

２業者以上 50万円超～80万円以下 

２業者以上 

50万円以下 ２業者以上 

 

 

 

【改善策（検討結果）】                  （設計金額：税込） 

設計金額 

指名業者数 

工事 委託 
財産の買入れ(物品購入) 

物件の借入れ(リース) 

1億円超 １２業者以上 

5,000万円超～1億円以下 ８業者以上 

1,000万円超～5,000万円以下 ７業者以上 

500万円超～1,000万円以下 ６業者以上 

130万円超～500万円以下 ５業者以上 

130万円以下 ３業者以上 
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蓮田市入札及び契約制度検討委員会の開催状況 
 

 回 開催日 内 容 

第１回 
平成２９年 

５月２６日（金） 

(1) 蓮田市の入札及び契約制度について 

  ①入札・契約制度の概要 

  ②事件の概要 

  ③課題（問題点） 

(2) 他市の取り組み 

(3) 今後の進め方 

第２回 
平成２９年 

７月１３日（木） 

(1) 蓮田市の入札及び契約制度について 

  ①入札及び契約に関する意見・課題 

  ②意見・課題への取り組み 

  ③他市の事例 

第３回 
平成２９年 

８月２２日（火） 
(1) 入札及び契約制度の見直し(案)について 

第４回 
平成２９年 

９月２２日（金） 
(1) 報告書(案)について 

 

 

蓮田市入札及び契約制度検討委員会名簿 
 

役 職 氏 名 備 考 

アドバイザー 青木 幹治 学識経験を有する者（弁護士） 

委員長 新井 勉 副市長 

副委員長 渡辺 実紀夫 総合政策部長 

委員 小山 猛 政策調整課長 

委員 山﨑 隆 庶務課長 

委員 中野 敦一 みどり環境課長 

委員 小林 正 農政課長 

委員 橋本 佳典 福祉課長 

委員 栗原 栄 道路課長 

委員 石井 伯夫 建築指導課長 

委員 増田 吉郎 下水道課長 

委員 細井 満浩 水道課長 

委員 松永 恭武 教育総務課長 

委員 田中 和之 社会教育課長 
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