
我孫子市入札等監視委員会会議概要 

 

１．名 称   我孫子市入札等監視委員会 

２．日 時   平成２２年２月１６日（火） 午後２時００分 

３．場 所   我孫子市役所議事堂第１委員会室 

４．出席者 

委員   河崎 義一、内藤 潤、野尻 裕子 

   市側   市民活動支援課、下水道課、水道局・工務課、公園緑地課、教

育委員会・総務課、学校教育課、文化スポーツ課、生涯学習課、

管財課 

５．審査事項 

  ・抽出項目の審査 

  ・前回の提言に対する検討及び一般的事項 

６．公開・非公開の別     公開 

７．傍聴人及び発言者の数   なし 

８．審査内容 

（１）市民活動支援課事案 

 案件名 

  （仮称）我孫子北区域近隣センター建設工事（メイン館本体工事） 

 質問事項 

1.どのような経緯で落札されたか。 

2.総合評価落札方式の技術評価点算出統括表（別紙のようなものがあれば）

3.予定価格書及び開札調書を拝見したい。 

○委員長 一番目は市民活動支援課さんです。ご説明お願いします。 

○担当者 工事の概要について説明させていただきます。仮称我孫子北区域近隣

センター建設工事です。我孫子市ではコミュニティ整備計画、平成元年３月制

定に基づき、コミュニティ活動の充実を図るためその活動の拠点となる近隣セ

ンターの整備を行っております。仮称我孫子北区域近隣センターは、近隣セン

ター９館目以降の整備計画、平成１６年１０月制定で１０館目の近隣センター

と位置づけ、平成１８年度から２１年度事業として、我孫子北区域に平成２２

年度開館を目標に建設するものです。概要としましては、構造は鉄筋コンクリ

ート造、一部鉄骨造、構造種別は耐火建築物、階数は地上２階建て、敷地面積

は１３６６．８８㎡、建築面積は５１１．０８㎡、延べ床面積が６７４．５０

㎡です。所在地は、我孫子市並木５丁目７１８番２です。 

○管財課担当者 次に質問のありました総合評価方式における落札基準について

管財課契約担当より説明させていただきます。お手元の資料６ページにありま

す別表第１０号様式が評価基準表になります。加点方法につきましては、それ

ぞれの工事ごとに見直しております。この評価基準につきましては、昨年３月



に県の学識経験者に意見を伺い了承されたものです。内容につきましては、工

事の施行実績、工事成績、ISO の取得状況などとなっております。ただその後

別の案件で学識経験者の意見の中で ISO 取得状況について取得している業者が

少ないので必要ないのではないかとの意見をいただいたことがあります。 

○委員長 業者の数が７者とありますが、この工事は大規模工事なので、特定建

設業許可の業者しか受注できないこととなり、この７者の中に一般建設業許可

業者がいると思われますがどうでしょうか。４５００万円以上の工事では特定

建設業許可の業者に限られており、今回はたまたま受注した業者は特定建設業

許可業者なので問題はなかったがこれは単純なミスでしょうか。 

○担当者 我孫子市では１億を超える工事については参加対象業者数を１０者と

しており、市内６者では不足しているため柏市、流山市まで地域を拡大してお

ります。７者につきましては、すべて特定建設業許可を持っていると認識して

おります。 

○委員長 その他については提出された資料は分かり易く説明して頂いてよく解

りました。 

○委員長 他に質問はございますか。 

○委員 管財課にお聞きします。評価基準表の点数配分はどのように決めていま

すか。 

○管財課担当者 基準表につきましては、国のモデル基準を基に作成しました。

現在試行ということで行っており、項目につきましては、国のモデルに沿って

決めており、配点についてはその都度見直しながら決めております。 

○管財課長 補足しますと加点の総合点につきましては、国レベルの指標があり

まして３０％以下となっており、総合点としては３０点以下となっております。 

○管財課担当者 現在はこの案件より総合点は上がっております。 

○委員 基準表の工事成績については、我孫子市が何らかの評価がありそれに基

づいて配点する事と思われますが、たとえば工事の実績がなく新規に参入しよ

うとした業者の場合は配点がないということですね。 

○管財課担当者 はい、それにつきましては業者からも指摘がありました。たと

えば工事成績が６０点以下の場合マイナス１点となり工事成績がない業者より

下になってしまう点です。ただ４００万円以上の工事については工事検査が義

務づけられており、工事成績は重みのあるものと考えております。工事成績が

次の工事での評価に影響することにより、工事の質の向上やいいかげんな工事

の抑止力につながることと考えております。 

○委員長 これは特別簡易型というのですか。 

○管財課担当者 そうです。簡易型、提案型等ありますが、たとえば提案を受け

てもそれを評価する職員がおりませんので、評価できる機関がないとできない

ため特別簡易型を採用しております。 

○担当者 先ほどご指摘のありました特定建設業許可につきましては、チェック



リストによりすべて持っていると確認しました。 

○委員長 それでは私の調べた時期とでずれがあったのかもしれません。 

○委員長 ほかに質問がありますか。 

○委員 ありません。 

○委員長 ないようですのでこれで市民活動支援課さんについては終了いたしま

す。 

○委員長 ご苦労さまでした。 

 

（２）下水道課事案 

 案件名 

  公下管我５処理（高野山・１工区）工事 

 質問事項 

1.入札者が１者であった理由（理由は推測で結構。）落札者は入札者数を知っ

ていたのでしょうか。 

2.予定価格書及びその明細（積算書類等）並びに開札調書を拝見させてくだ

さい。 

 

○委員長 次は下水道課さんですね。これは私が質問さしていただきましたけど、

入札者が１者だけだったことから質問させていただきました。それでは説明を

お願いいたします。 

○担当者 審査案件ですが、これは公下管我５処理（高野山・１工区）工事とう

案件です。我孫子市公募型競争入札実施要綱によりますと、今回の工事規模は

総合得点が４００点以上の市内業者という決まりがあるところですが、今回の

工事箇所は、具体的に言いますと、我孫子中学校と国道３５６号を挟みまして

南側の高野山という地域で、道路幅員が３．２ｍ程の狭あい道路に、既設のガ

ス管、ガス管については中圧のガス管２００ｍｍ、低圧のガス管１５０ｍｍ、

そのほか水道管７５ｍｍがある箇所であります。この既設管の間を縫うことや

部分的には下を縫うこととなります。また、小学校、中学校に近接する場所で、

交通安全に十分配慮が求められております。規程では４００点というところを

これらの条件を考慮しまして得点を１２００点以上の業者という条件を付けま

した。また、これについては審査会に諮り了承を得ております。この条件をク

リアする会社につきましては８９者ほどあるところですが、実際に入札に参加

しました業者は１者となりました。以上のような経過ですが入札者が１者にな

った理由については不明です。 

○委員長 管財課さんから補足がありますか。 

○管財課担当者 はい、担当課からの説明があったとおりですが、工事の難易度

等により本来４００点以上の市内業者というところを１２００点以上の県内の

業者に地域要件を変更しております。 



○委員長 非常に難しい工事だということですが、金額的にはそうではないと素

人ではそう思うところです。難しい工事なので絞ったということで経審が１２

００点以上ということですが、工事の難易度と経審の総合評定値とでは若干違

うのではないかと思います。例えば資格で絞るとか、経験で絞ることの方が絞

り方としては妥当と思いますがその点はどうでしょうか。たしかに総合評定値

１２００点という会社であれば技術的にもすぐれていると思いますがどうでし

ょうか。 

○担当者 その時点では経審の点数により技術力も保たれるという解釈で変更さ

していただきました。 

○委員長 技術力も総合評定値に基づいたということですね。 

○担当者 今回は開削工法ということで上から堀り開いて行う工法で、トンネル

のような推進という工法もありますが、そのような特殊な場合については特殊

工事の経験を条件に入れる場合もあります。ただ今回については、作業自体は

上から掘る工事で工手による縛りはありません。 

○委員長 他に質問はありませんか。 

○委員 ありません。 

○委員長 それでは、この工事は難しい工事で、幾重にも配管が重なっているの

で相当な技術力がないと出来ないという理由で変更したということとし、終了

いたします。 

○委員長 下水道課さんお疲れ様でした。 

 

（３）水道局工務課事案 

 案件名 

  並木６丁目・寿１丁目水道工事(21 改 05) 

 質問事項 

1.水道工事はどのような工事ですか。 
2.工事現場が２箇所にまたがる工事を１契約として発注した理由をご説明く

ださい。 
3.予定価格書及びその明細（積算書類等）並びに開札調書を拝見させてくだ

さい。 
○委員長 それでは水道局さんご説明お願いいたします。 
○担当者 水道工事には、配水管、道水管、送水管があり、配水管は浄水施設か

ら住民に配る管です。道水管については井戸から浄水場へ送る管です。送水管

については浄水場から浄水場へ送る管です。今回の管につきましては、配水管

の布設替えになります。今回の配水管につきましては昭和４２年から４３年に

布設されました石綿セメント管の布設替えということで、この管は非常に地震

に弱いので地震に強いＮＳ型のダクタイル鋳鉄管に替える工事でございます。

また工事が並木６丁目と寿１丁目に分かれたと書いてありますが、ＪＲ常磐線



を挟んで南北におよそ１００ｍの地点なので近接しているということで今回合

併して発注しました。 
○委員長 説明ありがとうございます。なぜ質問させていただいたかと言います

と、並木６丁目、寿１丁目となっており、通常ですと線路や川を挟んだ場合、

別発注になると思われること。また、現場ごとに配置技術者を置かなければな

らないこと。すなわち、配置技術者が兼務出来ないと規定されているので検討

されることが必要ではないのでしょうか。 
○担当者 ２つの工事を１つにしたということではなく、同種工事でたまたま並

木と寿に分かれていたということで、１つの同種工事として発注しています。

市内全域で残っている石綿セメント管は１０ｋｍほどになってきております。

今年度は９ｋｍほど行うため、どうしても残っているところでまとめて発注す

るために、近接する大字でまとめることとなりました。今年度終わりますと残

り１０００ｍとなりますので、来年度で布設替えが終わります。どうしても今

年、来年度ではこのようにまとめる事となります。 
○委員長 ２つに分かれていたのでどのようなことなのかということで質問させ

ていただきました。事情はよく解りました。私からは施行体制の適正化という

点から質問させていただきました。 
○委員長 ほかに質問がありますか。 
○委員 １点よろしいですか。その工事をまとめて発注することによってコスト

面でどう影響するのか、逆に言うとまとめることによってコストが削減できる

のか、あるいは余計にかかるのか、または、コストには影響がないが最終的に

やっていく上でとりあえず一緒にしたということなのかお聞きします。 
○担当者 非常にまとめることによってコストは削減されます。別々にやります

と工事自体が非常に小さくなりますので経費は高くなります。それを合せるこ

とによって経費は下がります。 
○委員長 それでは水道局さんこれで終了します。 
○委員長 ありがとうございました。 
 

（４）公園緑地課事案 

 案件名 

  我孫子市公園管理業務委託（並木１号公園ほか８４箇所） 

 質問事項 

1. 委託業務内容についてお伺いします。 
○委員長 公園緑地課さん説明をお願いいたします。 
○担当者 今回質問のあった公園管理業務委託ですが、市内に公園が約２１０箇

所あります。それを業務委託として、シルバー人材センター、福祉団体、自治

会等に委託しており、今回は民間業者に委託するものです。 
○委員 今お話を伺って解りました。すべての公園ということではないのですね。



今地域の力を付けていくということで、それぞれの団体を利用して地域社会を

再生するなどという動きがあります。今回は全部を業者の方にお願いしている

のかと思い質問いたしました。 
○担当者 そうですね、福祉団体とかシルバー人材センターにお願いして高齢者

や福祉関係については障害者団体等の雇用機会の確保のため願いして行ってお

ります。 
○委員 ということは、逆に言えばそうゆう団体が出来ない部分を委託している

ということですか。 
○担当者 はいそうです。 
○委員 たとえば、ここの中に入っている業務内容が清掃作業になると思います

が、規模が大きく民間の力が入っていけないような所を委託するという理解で

よろしいでしょうか。 
○担当者 シルバーさんなど団体ができる範囲内でお願いしております。それ以

上出来ないという部分についてです。 
○委員 単価については以前に比べて上がりぎみなのか、下がりぎみなのか、ど

のような状況ですか。 
○担当者 箇所数から見ると毎年同じくらいの金額になっております。 
○委員 単価も変わらないということですか。 
○担当者 そうです。 
○委員 ちょっと解らなかったのですが、清掃作業とトイレ清掃などとなってお

りますが、公園内にある植栽などは含んでいないのでしょうか。 
○担当者 植栽の剪定等は含んでおりません。 
○委員 清掃のみということですね。 
○担当者 そうです。簡単な花壇の草取り程度はありますが、樹木の剪定は含み

ません。 
○委員 回数は大きい所で週に２回、小さい所で週に１回を１年間通してだと思

いますが、清掃が終わったら報告書が提出されると思いますが、そのあと点検

は行っておりますか。 
○担当者 はい、外に出る機会がありますので、月１回報告の完了報告と毎日付

ける日誌を確認するとともに現地確認も行っております。 
○委員 委託契約書を見ると年間を通して同じ金額ですが、たとえば季節によっ

て頻度を増やしてほしいとの要望はないのでしょうか。たとえば落ち葉の落ち

る時期は週２回にしたり、そのような清掃作業が必要ないような季節は少なく

することではなく、定期的に行うということですね。 
○担当者 そうです。 
○委員 今回一般競争入札で入札業者が１者ということですが、過去はやはり業

者の競争はないのでしょうか。 
○担当者 これに関しては過去もありません。１者しか参加してきません。 



○委員 他に入札参加資格のある業者は何者くらいありますか。 
○担当者 図書を購入している業者は３者ありましたが、入札に参加した業者は

１者のみです。 
○委員 入札に参加しにくい状況というのはあるのでしょうか。 
○担当者 発注の条件としては、委託の大分類の３建物清掃または５緑地管理・

道路清掃から選んでおります。その上で３者が設計図書購入し、１者が入札に

参加したという状況です。 
○管財課担当者 業者数につきましては、実施伺いが上がってきた段階で規程の

業者数に達するよう契約担当が確認し発注しており、業者数は満たしておりま

す。その上で、図書購入が３者、参加業者数が１者という結果になっておりま

す。 
○委員 １回、２回ならいいですがこれが５年、１０年と同じ業者になっている

状況ではちょっと異常かなと思います。このことについて言っているわけでは

ありませんが、なにか入札に参加しにくい条件があるのではないかということ

です。 
○担当者 入札に参加しにくいのか、または業種として魅力がないのか、金額的

にどうなのかということがあるかもしれません。 
○委員長 業務終了後チェックをされているということですね。数が多いので大

変だと思います。 
○委員長 他に何かございますか。 
○委員長 ないようですので、これで終了いたします。 
○委員長 公園緑地課さん、ありがとうございました。 
 

（５）教育総務部総務課事案 

 案件名 

  我孫子市立我孫子第四小学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計委託 

我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託 

 質問事項 

1. それぞれの入札の状況についてお伺いします。 

2.同種の業務内容と思われるところ落札率に差が出たのは何故かお伺いしま

す。 

3.委託業務内容についてお伺いします。 
○委員長 教育委員会の総務課さん、質問に対する説明をお願いいたします。 

○担当者 質問で入札状況はどうだったかと言うことですが、資料としてお配り

しておりますが、ご覧のように、９４７２我孫子市立我孫子第四小学校校舎耐

震補強等大規模改造工事の設計業務については、落札率７７．７％で落札業者

と契約しております。同じように９４７３我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補

強等大規模改造工事の設計業務を入札で行い、落札率８４．１１％で落札業者



と契約しております。質問の中で落札率に差が出た理由ですが、各学校の建築

年度がまちまちであることや、敷地の状況、建物の規模が全部違います。設計

をする際には、設計業者がどの程度の建築物で、どうゆう耐震補強を進めたら

よいか事前の調査をすると思います。その中でこれはうちの方でやれそうだと

か、手に余りそうだというような判断をして決めると思います。あくまでも想

像ですが。次に予定価格の算出根拠の解る積算書類とのことですが、資料に記

載のとおりです。本来は公共建築設計業務等積算基準がありますが、取扱い注

意資料なのでお示し出来ませんでした。こちらの積算基準ではじき出すことも

出来ます。当初はこれによって予定価格を決めていましたが、時代の流れの中

で概ねこの金額で落ちているということで、予算も削減されており、直近の状

況では１校あたり１０００万円を想定して予定価格を設定しております。積算

基準に基づいて細かく割り出しても約１３００万円になるケースではないかと

想定しております。また、耐震工事は我孫子に限らず日本全国進めております。

政府もそれに対して支援する形で全市町村が手を上げていますので、相当な設

計業務が発注されている状況です。単年度工事の発注では４月、５月に集中す

るため取り合いになっている状況です。 

○委員長 教育委員会総務課さんの説明が終わりました。ご質問はありますか。 

○委員 それではまずこれは一般的な質問ですが、談合防止の観点からお聞きし

ます。こういった耐震補強工事が全国で行っていますが、しかも工事内容はほ

ぼ同種で、その場合複数の業者が複数の入札に参加するととなり、例えばある

業者がこの工事には安く参加して別の工事には高く、そういった不自然な動き

がないかなとか、そういった観点から、いわゆる業者間の談合についてチェッ

クされていますか。 

○担当者 耐震工事に関しては私どもも近隣の入札状況などをホームページにて

確認する事が出来ます。また国からそうゆう特別な事情があれば通知もありま

す。今回の状況は近隣の状況を調べた上でも落札率に差はありません。参加業

者については地域要件で千葉県内となっている場合があり、取り合いとなって

いる状況もあります。 

○委員 次に第四小学校の案件ですが、本来落札する業者が条件等で失格となっ

ていますが、もう一方も条件等は同じなのでこちらも条件不備となってきます

か。 

○担当者 こちらは条件不備ではありません。 

○委員 その条件が主任技術者を配置できるかということですが、この条件なら

ばもう一方も失格となるのではないですか。 

○担当者 主任技術者を個々に配置できるかというのは、その組織の大きさによ

ります。ただ今回のケースでは単純ミスと言いますか、本来提出する書類を忘

れていたことによるものです。この業者自体は我孫子での実績もありますし、

技術者は十分に備えております。本来はそういった不備がなければこの業者が



落札出来たかと思います。 

○委員 とすると次順位と価格が開いておりもったいないですね。 

○担当者 それについては、ルールということで対応しております。 

○委員 逆に言えばなんでそんな単純ミスするのかなと思いますが。 

○担当者 それは感じています。この業者は我孫子でも他市でも実績があります。

なぜそんなミスをするのか考えられないです。 

○管財課担当者 我孫子市では事後審査方式を行っており、入札が終わってから

資格審査をしております。そのためこのようなケースが出ております。 

○委員 参加業者に対しルールの徹底はされていますか。 

○管財課担当者 徹底といいますかたとえば、ここまではいいです。ここまでは

だめです。という線引きができませんので公告に合致していなければ失格とし

ております。 

○委員 それは解りますが、きちっと業者に説明をしておかないといけないので

はないですか。 

○管財課担当者 それについては、資格審査については開札後に行うと公告文に

示しておりますし、今までそのことで、異議申立を受けたことはありません。 

○委員 最初のご説明で建物によって工事金額が変わってくるということですが、

この入札の金額は先方から出てきますので、何でこの金額なのかということで

すが、今回の２つを見比べますと同じ業者でも一方は低く抑えられているのに、

もう一方ではそんなでもない金額となっていますが、これは何か理由があるの

かお解りになる範囲でご説明ください。 

○担当者 履行概要にありますように、四小については A 棟として３５６９㎡の

耐震設計となっておりますが、久寺家中は A 棟、B 棟の２９９４㎡と２２６６

㎡を合せて耐震設計するとなっており、その絶対金額が変わってくるのは当然

のことだと思います。規模が違うということです。 

○委員長 委員の質問は、物件ごとに違うのはいいのですが、同じ業者が積算す

るのだから金額は比例するのではないですか。 

○担当者 入札参加業者をすべて比較してはおりませんが、規模とか建築の状況

によって、やり易いとか、やり難いとかの違いがあるのではないでしょうか。

ですから同じ業者でも、こっちならこの位で出来そうだとか、こっちは複雑そ

うなのでちょっと出来ないなどそうゆう違いがあると思います。事前に図面を

示しておりますので、それによりある程度概算により補強の考え方とかで価格

の差が出てきていると思います。一外に面積に比例して上がるということはな

いということです。 

○委員 業者によって得て不得手みたいなことがあるということですか。 

○担当者 そうだと思います。 

○委員長 教育委員会総務課さんこれで終了いたします。 

○委員長 ご苦労様でした。 



 

（６）学校教育課事案 

 案件名 

  我孫子市立湖北台中学校給食調理業務委託 

 質問事項 

1.入札者の比較結果についてお伺いします。 

 
○委員長 次に学校教育課さんです。 
○委員長 我孫子市立湖北台中学校給食調理業務委託についてご説明お願いしま

す。 
○担当者 湖北台中学校は平成１２年から調理業務を委託しており、昨年度に更

新をしました。当初よりこの業者で調理業務を受託していただいております。

食数は変動がない中で委託が継続されてきております。選定に当りましてはプ

ロポーザル方式を採用しており、技術提案を７割、価格の点を３割で評価をし、

安定した給食が提供されるよう契約をしております。 
○委員 それでは質問いたします。プロポーザル方式ということで１次評価と２

次評価があって最終的な総合得点という形を取られていますが、内容を見ます

と１次評価にかかわってくるのは企業の評価と技術力、コストということで判

りますが、２次評価の評価項目ですが教育現場で食を自ら営んでいく中で、そ

ういったものを育成していくことがございます。２次評価の中での学校行事で

の交流とか、子どもに対する食育の推進にどう関わってくるのか、そういった

ところがこれから非常に大きくなってくると思われます。それが２次評価の中

に入っているものと思われます。そうすると、比較表を見ると２次選定で評価

点が０．４ポイント高い業者よりも低い業者が選ばれています。２次評価点を

重視する方向の流れだと思もわれますが、その点は選考のところでどう関わっ

てきたのかお聞きします。 
○担当者 ２次評価では学校の代表の校長、栄養士も入っております。あと共通

の委員としまして１次の委員もほとんど入っており、１次では事務局を含め実

施内容を分析できる栄養士が占めていますが、２次は校長、栄養士、総合的に

見る部長を委員長として部長、課長が入り、人数はおよそ１０名ほどです。こ

こでは２次評価で次点の業者と０．４ポイント高くなっていますが、これは全

体の３割部分の中で少し高いということで、全体で見ると点数差ほどの差はあ

りません。現在委託している業者については、いままでも学校が要望したこと

に対して十分応えてきており問題ないと思います。そのようなことから、この

０．４ポイントはそれほどの差はないと考えております。 
○委員 １次評価の内容を見ると企業の評価と技術力、コストですが、そうする

と業者は場所が変わっても評価は同じなのではないかと思いますが。１次の選

定で同じ業者で評価が違っているのはどうしてですか。学校が変わって変わる



評価項目ではないと思いますが。 
○担当者 原則はそうですが、１次評価の中では学校の設備の状況に対する提案

は変わってきております。全部図面も提示しておりまして、こうゆう流れでや

る実線を提示しており、そこで評価が変わってきます。 
○委員 わかりました。 
○委員長 他に質問がありますか。 
○委員 ありません。 
○委員長 それでは、学校教育課さんこれで終了します。 
○委員長 ありがとうございました。 
 

（７）学校教育課事案 

 案件名 

  電子黒板機能付きデジタルテレビ購入（市内小・中学校１９校） 

 質問事項 

1. 入札結果についてお伺いします。 

2.利用のための研修予定（これは物品購入と直接関係ありませんが今後の予

定として）についてお伺いします。 
○委員長 学校教育課さん、電子黒板機能付きデジタルテレビ購入についてご説

明ください。 

○担当者 電子黒板機能付きデジタルテレビ購入につきましては、昨年平成２１

年５月に文部科学省が２１年度補正予算案としまして示された事業です。その

事業は、学校 ICT 化環境整備事業の一環としてです。この一環ですけど来年テ

レビがデジタル化することで、市内１９校のテレビもデジタル化してます。そ

れに伴って電子黒板も導入することとなり、文部科学省に事業計画書を提出し

ました。経緯としましては、昨年７月に臨時議会で事業の承認がされ、同じく

７月に文部科学省より内示をいただきました。それで、８月に市の財政当局と

ヒヤリング等の結果を受けまして最終的に申請書を提出し、９月議会において

承認をいただきました。それで９月に入札を行い、１１月に説明会、１月に文

部科学省に実績報告をしました。現在市内１９校各校１台ずつ電子黒板が導入

されております。そして今活用を図っているところです。 

○管財課担当者 管財課からは、開札結果ということですので、資料のとおりで、

１位の業者が５９．７４％で落札しております。また活用につきましては、指

導課で指導員を雇用しております。この指導員により電子黒板の使い方などに

ついても指導してもらうと聞いております。 

○委員 開札結果を見ると相当幅があるように見られますが、９者のなかで落札

業者と一番高い業者とでは相当の開きがあるようですが、お解りになればご説

明ください。 

○管財課担当者 これは、企業の実績の違いだと思います。たとえば、一番高い



業者は官公庁関係の団体かと推測します。そのような面で仕入れ先などの確保

が出来ていないため値引き出来ないなどの理由と思います。７番目８番目の業

者は市内の電気工事業者で、工事をメインに行う業者なので物品の販売は不得

意なのではないでしょうか。そのような面では１番、２番の業者は物品の販売

がメインの業者なので、このような結果となったと思います。 

○委員 今後各校に複数台導入するということになるのでしょうか。今回の購入

には直接関係ないですが、機械の操作について講習会をされているとお聞きし

ましたが、それは機械の操作ということだけではなく、いろんな教科の中での

利用の仕方についての指導も含まれておりますか。 

○担当者 日立の機器なので業者の方から２回ほど教育機器担当、情報機器担当

の職員を集めて行いました。１９台の電子黒板がありますけど、そのほか３６

５台のデジタルテレビを導入しました。この５０インチのテレビは後付けの電

子黒板機能を持たせることが出来るもので、ソフトを追加すれば電子黒板と同

じように使うことができます。そこでこれを覚えればテレビも活用できるので、

学校に活用をお願いしています。ただ年配の先生でやらない先生が出ることで、

若い先生とで受けられる子どもに差が出ないように一番気を使っています。先

生方に頑張っていただきたいところです。 

○委員長 他に質問はありますか。 

○委員 ありません。 

○委員長 それではこれで終了いたします。お疲れ様でした。 

 

（８）文化スポーツ課事案 

 案件名 

  体育大会委託 

 質問事項 

1. 業務内容についてお伺いします。 
2. 随意契約とした理由について説明ください。 

○担当者 文化スポーツ課ですよろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは説明をお願いします。 

○担当者 体育大会の委託について説明します。体育大会の契約内容は、３つご

ざいます。まず１つ目に市民体育大会がございます。２番目としては体力づく

り大会があります。３番目としまして新春マラソン大会の開催という３つの業

務内容で契約をしております。１つ目の市民体育大会についてですが契約者が、

特定非営利法人我孫子市体育協会以下略して体育協会と言いますが、体育協会

が総括して各種目ごとに傘下の協会、連盟が行って開催しております。２番目

と３番目の体力づくり大会と新春マラソン大会については、体育協会の傘下と

なる２１団体の協力を得まして事業を開催しております。特に新春マラソン大

会の開催内容については、経験や事業を熟知しておりますので、円滑に進んだ



ということで、今年は無事終了しております。 

○委員長 説明は以上ですか。 

○担当者 はい、そうです。 

○委員長 管財課さんの方からは何かありませんか。 

○管財課担当者 特にありません。 

○委員長 それでは質問をお願いします。 

○委員 まずマラソン大会や市民体育大会ですが、いつごろから開催しているの

ですか。 

○担当者 仕様書にありますように体力づくり大会については１０月１１日に。 

○委員 そうではなくて、何年くらい前から行っているのかをお聞きします。 

○担当者 体力づくり大会については、市制施行当時には開催していたと思いま

す。 

○委員 いずれにしても、相当前から開催しているということですね。それで、

この我孫子市体育協会は前からあったのですか。 

○担当者 ありました。 

○委員 ここがずっとやっていると言うことですか。それはそれで良いのですが、

問題はこの体育協会がどのような団体で、どのような役員がいて、運営がきち

んとされているのかということだと思います。その点を市ではチェックをされ

ているのでしょうか。 

○担当者 私どもも、NPO 法人我孫子市体育協会の扱いについてですが、市民体

育館の管理についても指定管理者としてもう１つの業者と共同体で運営してお

ります。最所に指定管理者の指名をした時に、法人格の取得手続き等の内容に

ついてチェックをしており、確認しております。今回指定管理者となる時に NPO

法人として登記しております。これについては、設立について県の審査もあり

ますので、両方で審査しています。 

○委員 言い方は悪いですが、この様な団体は天下り先になっていることがある

ので、いわゆる関係者の縁故採用があったりするようなことがありがちなので、

そこはきちんとチェックしていただきたい。また、マラソン大会は最近ブーム

となっており、やはり規模が大きくなるとそれだけいろんなトラブルが発生し

やすいので、そうなると団体もそれなりの規模がないと対応出来ないというこ

とに成りかねませんので、そこは市がある程度イニシアチブをとって、おまか

せではなくきちんと意見を言っていただきたい。 

○担当者 今回行ったマラソン大会ですが、参加者は１７３５名で、種目は３１

種目と多種に渡り、小さい子から高齢者までとなります。一番大事なことは、

それだけ人数が集まるので安全なコース運営や、万一の時の緊急体制で、警察、

消防、自治会、文化スポーツ課の職員も実行委員の中に入って運営しておりま

す。 

○委員 非常に細かいとこですが、たとえば体力づくり大会で、予算が４０万円



あって、そのうち４分の１ぐらいが役員の弁当代となっています。もう少し使

い方を考えたほうが良いのではないでしょうか。 

○担当者 今回延べ人数で申し上げますと、２０００人ほどの参加がありまして、

体育協会の役員だけではできません。そこで傘下のクラブ員に入ってもらいま

して、体育館やアリーナ、野球場等すべて使っていろいろなスポーツ、ニュー

スポーツの照会も兼ねております。そのような状況なのでボランティアと言い

ながら弁当を出しています。 

○委員 そのような大会では出しているのは解りますけど、全体のバランスがど

うかという事です。 

○委員長 よろしいですか。それではこれで終了いたします。 

○委員長 どうもご苦労様でした。 

 

（９）生涯学習課事案 

 案件名 

  我孫子市生涯学習センター総合管理業務 

 質問事項 

1. 業務内容についてお伺いします。 
2. 金額の妥当性、ムダな支出がないかお伺いします。 

○委員長 生涯学習センターの総合管理業務委託についてご説明お願いします。 
○担当者 生涯学習センター総合管理業務委託での質問事項は、業務内容、金額

の妥当性、むだな支出はないかということですが。生涯学習センターは、平成

２０年に提案型公共サービス民営化制度によるプロポーザル方式を採用しまし

た。業務は大きく分けると４業務で、受付業務、管理業務、清掃業務、警備業

務です。１９年度までは個々に契約していたものを、提案型公共サービス民営

化制度によるプロポーザル方式で、４業務を一括で管理をすることとしました。

それにより経費の削減、個別に契約するよりも経済面、コスト面で安くなると

いうことと、１者にすることにより運営がまとまるということです。清掃は清

掃業務だけするということではなく、すべてを１者で賄ってもらうということ

で採用となりました。その際業務が多岐に渡るため、業務の引継ぎ時には業務

の混乱が生じやすい、また業者が毎年変わるということでサービスの低下が見

込まれてしまうということが考えられます。そこで２０年の契約の際に経済状

況が大きく変動がなく、また１年１年の業務実績が良く、なおかつ委託料が同

額以下であった場合には、３年間は同業者と随意契約したいということで市長

の決裁をいただいております。今年は２年目でとなります。また、無駄な支出

については、仕様書の内容については毎月十分確認し、仕様書に載せていない

部分についても一括管理という責任を持ってもらい、運営上必要なこととか管

理上必要なことなど責任を持ってもらいます。市から委託されているのではな

く、市民に委託されているという意識で教育をしていますので、決して無駄な



支出ではないと思います。以上です。 
○委員長 説明が終わりましたので質問をお願いします。 
○委員 １９年までは個別にということですが、今回新たに導入し、実際にコス

トはどの程度削減されたんでしょうか。 
○担当者 １９年度までの個別の実績と比べて２０年度に契約した時に実績ベー

スで２７０万円減額しております。 
○委員 この方式になって今行っている業者の実績というか評判はどうでしょう

か。 
○担当者 最初は個別にしていたものが一括になったということで現場の者は多

少混乱したかと思われます。市民から見ればそこはどこの業者、ここはどこの

業者という区別はないので、総括管理者という責任者を置いていただくように

しました。今までは職員が個々に管理していたのを、総括管理者に一元化する

ことで、運営しやすくなり、市民にも分かり易くなったと思います。 
○委員 ２２年度で終了して再度プロポーザルということですか。今回総合型と

いうことで行いましたが、これだと参加する業者が限られてくるのではないで

しょうか。その点良い形での競争ができるのかどうか、この点についてはどの

ように考えておりますか。 
○担当者 その点については、正直この金額で委託できるか懸念しております。

これよりも５パーセント下げて委託はできないと思います。 
○委員 継続できる要件として業務実績が良好ということと、金額が同額以下と

いうことで、たとえば燃料費、材料費など企業努力では吸収出来ない部分もあ

ると思います。そうすると同額以下でやることは、確かに市の予算からすれば

ありがたいことですが、逆に業者からすれば相当厳しく、最悪だれも手を上げ

てくれないと結局空白が出来てしまうのではないですか。そこはある程度柔軟

には考えられないでしょうか。 
○担当者 そうですね、一番の問題点ですね。実際１９年に個別に行っていた時

に、毎年１０パーセントカットされて、警備業務で１者も手が上がらず、４月

は職員が対応した事がありました。予算額としては限界に来ていると思います。 
○委員 市民のためには、必要なものは必要だということで、安かろう、悪かろ

うではいけないので頑張ってください。それからもう一点ですが、市民からの

視点ということは良いと思いますが、そういった市民からの声を吸い上げる仕

組みはあるのでしょうか。 
○担当者 必ず月に２回ほど各セクションの受付の責任者、総括責任者、警備、

清掃、管理の責任者と市の職員が会議を開き、必ず何かあった事、苦情など、

小さい事も大きい事も打ち合わせをして対応について確認しております。ただ、

予算が必要なものについては結論が出ないこともありますが、市民の声が通る

ように話し合いの場を設けております。 
○委員長 運営マニュアルは作ってありますか。 



○担当者 特にマニュアルはないです。基本的には仕様書で運用しています。 
○委員長 適正な価格の競争だけでは、１つ間違えると手を上げる人がいない事

態が起きる恐れもありますので、マニュアル的なものを作っておくことの必要

性を感じます。 
○委員 管理という面でむずかしいこともあると思いますが、たとえば、せっか

く生涯学習という部分なので、ボランティアなどで管理の中に入り込めるよう

な事は無いのでしょうか。受付などは出来ないでしょうが、清掃などボランテ

ィア活動を通して生涯学習に関わっていくという風に考えると出来そうな感じ

ですが。 
○担当者 施設運営の中ではありませんが、ソフト面では授業の方で、たとえば

託児室を使った託児スタッフとか、市民の協力を得て毎週水曜日には行ってお

り、お子様づれの方も図書館、公民館を利用されています。そういった施設管

理よりも運営の中に取り入れています。 
○委員長 どうもお疲れ様でした。これで終了いたします。 
 

（１０）管財課事案 

 案件名 

  前回の提言に対する検討及び一般的事項 
 前回の提言 

・事務局との意思疎通が不足している。 
・委員同士の協議の場がない。 
・委員会としての方向性が示されていない。 
・総合評価方式の落札決定基準の評価項目の中で、ＩＳＯの導入は業者にと

って負担が大きい。 
○管財課担当者 最後に管財課の方から前回の提言に対する検討についてご説明

させていただきます。前回の提言としては、事務局との意思疎通が不足してい

る。委員同士の協議の場がないということで、今回会議開始前に１時間を設け

ました。次に委員会としての方向性が示されていないことについては、引き続

き検討してまいります。ISO についてですが、総合評価の落札基準の評価項目

については毎回委員の指摘も踏まえ検討し行っております。次に一般的な事項

ということで報告があります。平成２０年度から今まで試行で行っていた総合

評価方式を４月より本格実施いたします。具体的な内容ですが、ほぼ試行と変

わりません。ただ対象工事については、５０００万円以上としました。根拠と

しては、当初８０００万円以上の中規模工事と考えましたが、建築一式工事で

すと年に数件の発注がありますが、土木一式工事では年に１件あるかないかと

いう状況なので、年に数件は発注のある５０００万円以上としました。総合評

価方式を導入する際に県の担当者より、導入するからにはある程度実績が残せ

るようなものとするよう意見がありました。このことを考慮して決めました。



また、これに合せて我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施要綱についても

中規模工事を５０００万円以上に一部改正しております。また、市長の決裁区

分も５０００万円で区切られておりますのでこの額としました。さらに、地域

要件の区分についても市内、準市内、（柏・流山）、（松戸・野田）となっている

ところを（柏）、（松戸・野田・流山）に改正しました。これは、準市内の次に

特に隣接していない流山を加えなくても柏市だけで数が足りると判断したため

です。 

○委員長 流山は隣接してないですね。 

○管財課担当者 そうです。どういう経緯で柏・流山となったかは不明です。市

長との協議の中でもたびたび流山がどうして入っているのかとの意見もありこ

のようにしました。 

○委員長 よその市町村でも同じことをやられてますからね。 

○管財課担当者 そうです。逆に流山市でも我孫子の参加は認めていません。 

○委員 去年流山市の業者の受注は何パーセントくらいありますか。 

○管財課担当者 去年はありませんが、一昨年にめったに発注することのない土

木一式工事で１億円以上の工事を、流山の業者が低入札調査基準価格を下回っ

た額で落札しており話題となったことがありました。 

○管財課担当者 最後に我孫子市小規模工事等契約希望者登録制度を、平成２１

年１２月１日に施行し、この４月から実施することとしました。これは、競争

入札参加登録簿に登録が出来ない業者に受注機械を拡大するために実施します。

２月１５日から２月２６日まで申請を受付し、４月から発注することとなりま

す。現在９者の申請があり、問合せ等もありますのでさらに申請があることと

思います。この名簿が活用されるよう契約担当としても努力していきます。以

上です。 

○委員長 以前市内の業者で実態のないものがあるのではないかとの質問をし、

それ以降営業所の写真を提出させることとなったと聞きますが効果はありまし

たか。 

○管財課担当者 はい、市長からも我孫子に営業所を置いてすぐ受注するような

ことではなく、営業実績がありその上で受注し、税金として我孫子市に還元す

ることが望ましいと意見がありました。 

○委員長 よろしいですか。 

○委員長 長時間にわたりご苦労様でした。これで終了いたします。 

 


