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平成２５年度第２回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２６年２月２１日（金）   

３．場 所   我孫子市役所議会棟第二委員会室 

４．委 員   内藤 潤（委員長）、野尻 裕子、川崎 満 

５．審査内容 

  ・報告事項 

  ・審議事項（契約 No. 契約件名） 

   １）25-13186 資源回収及び用具管理並びに資源化処理業務委託 

   ２）25-13185 剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託【放射能対策】 

     25-13010 剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託 

   ３）25-13422 主灰・飛灰分離施設整備工事 

   ４）25-13580 我孫子市立我孫子第三小学校屋内運動場耐震補強等大規

模改造工事（本体工事） 

   ５）25-13076 我孫子地区高齢者なんでも相談室運営事業委託 

   ６）25-13509 我孫子市子ども総合計画ニーズ調査及び計画策定支援業

務委託 

   ７）25-13470 我孫子市災害時業務継続計画及び各課災害行動マニュア

ル作成支援業務委託 

   ８）25-13137（他９件） 近隣センター施設運営業務委託 

   ９）25-13228（他７件） 市民バス運行業務委託 

６．公開・非公開の別    公開 

７．傍聴人及び発言者の数  ２ 人（発言者：なし） 

８．概 要 

 ○報告事項 

  担当：総務課契約検査室（事務局） 

  １．入札不調と資材価格高騰及び労務単価上昇への対応について 

  ２．随意契約ガイドライン及び再委託ガイドラインの策定について 

  事務局：東日本大震災の影響で、建設資材の高騰あるいは労務単価の上昇

が続いており、我孫子市でも総合評価方式による大規模工事の入

札で不調があるなど影響が出ている。 

      市としても、労務単価の上昇に合わせて特例措置として変更契約

を行い、労務単価の引き上げを行った。 

      また、大幅に資材等の単価が上がった場合には、契約で認められ
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ている「スライド条項」を適用して増額の変更契約を行う。 

      随意契約ガイドラインでは、主な改正点として、「随意契約チェッ

クリスト」を作成した。契約の際にはチェックリストの提出を義

務付けている。これにより、法令・規則に則り適切に事務が進め

られるようチェック体制を強化した。ただ、実際に使用して使い

づらい点があれば、適宜見直しをすることにしている。 

      また、随意契約において、地方自治法施行令第１６７条の２第１

項の第２号と第６号の適用にあたっては、その判断に曖昧な部分

があった。この点を、チェックリストにおいて明確な基準、参考

事例を示し、担当者で判断しやすくした。 

      その他、随意契約ガイドラインの中身について、使いやすさと理

解しやすさの両面から内容を見直している。運用を行う中で、利

用する職員からの意見等も反映させていきたい。 

総務部長：随意契約ガイドラインを改訂した最大の理由が、議会から１者随契

が多いと指摘を受けたこと。安易な１者随契を行っていないか、本

来は入札に付すべきではないかという徹底が足りないのではない

かということも含めて、今一度職員に周知徹底をさせるということ

をふくめて、例示を含めてわかりやすいようにという趣旨でつくり

かえた。 

 事務局：次に、再委託及び相互供給について、約款違反があった事例を踏ま

え、適正な契約履行のためのガイドラインを作成した。本ガイドラ

インには罰則規定があるが、罰則が主ではなく、適正な手続きを厳

格に行うためのものである。 

     再委託をできない範囲を主要な部分とし、主要な部分を仕様書等で

示すこと、主要な部分を定められない場合は契約金額のおおむね２

分の１以上の内容とすることとしている。 

     また、再委託に当たる場合と当らない場合をわかりやすい例示で示

している。例えば、多数の業種を含む業務を一括とした複合業務を

対象とした場合、自ら実施できない業務について第三者に再委託す

る場合は認められるなど。 

     相互供給は明確に禁止として入札公告等に明記する。 

     これらに違反した場合は、１～４か月の指名停止を科す。 

     平成２６年度の契約案件から適用し、ホームページや市内業者に事

前に文書等でお知らせするなど周知を図る。また職員や業者から運

用にあたって意見を伺い、適宜見直し等対応していきたい。 

     報告事項は以上です。 
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 ○資源回収及び用具管理並びに資源化処理業務委託について 

  担当：クリーンセンター 

  質問事項： 

   １．平成２４年度における同一契約件名の契約金額が 227,559,000 円で

契約者も同じ(株)リサイクルである。11,000,000 円余りの増額の理

由は何か。 

   ２．随意契約とする理由。 

   担当者：１点目について、主な理由としては、９台の回収車両の更新に

伴う費用の増加と退職手当掛け金や社会保険料率、パート社員

の時給等人件費の増加、ガソリン価格の高騰等があげられる。 

       ２点目について、前回の平成２１年度に入札を実施した際に応

札者がなく不調であったため、市の収集・運搬業務に精通し、

実績のある当該業者に委託をした。今回は特に放射性物質の拡

散に伴う収集・運搬業務の特殊化により、ほかに委託できる業

者がいなかったため、随意契約となった。 

  川崎委員：増額の理由として挙げられている社会保険料率の増加は実際に

どれだけ上がっているか。また退職手当掛け金とはどのような

ものか。見積書を鵜呑みにせず、確認したうえで契約をすべき

ではないか。 

   担当者：退職手当掛け金はどのようなものか把握していない。積立金が

不足しているためと伺っている。法定福利費等人件費にあたる

部分も含め、しっかり確認していきたい。 

 

 ○剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託及び剪定枝木・雑草等収集運搬業務委

託について 

  担当：クリーンセンター 

  質問事項： 

   １．平成２４年度における「剪定枝木等収集運搬及び破砕処理業務委託」

は契約金額が 27,020,000 円であった。平成２５年度は、剪定枝木・

雑草等の収集運搬と破砕処理業務が分けられ各契約金額も

31,424,400 円と 34,574,400 円の大幅に増額されている理由は何か。 

   ２．随意契約とする理由。 

   担当者：１点目は、焼却灰の放射性物質濃度を低減するために実施して

いる剪定枝木・雑草等の分別回収が原因である。今まで可燃ご

みとして回収していたものを分別回収としたため、剪定枝木等

の回収量が５倍となった。そのため、運搬車両の増加や破砕処
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理経費の増加、ストックヤードの拡張等で大幅な増額となって

いる。 

       なお、福島第一原発事故による放射能汚染に起因する経費の増

加分については全額東京電力に損害賠償請求を行う予定である。 

       ２点目について、回収された雑草・落ち葉を袋ごと破砕処理す

る機器が必要であり、当該機器を調達可能な業者が近隣 30km

の範囲では当該業者しかいなかったため随意契約とした。 

  川崎委員：業務主任技術者が２本の契約で同一人となっていないか。見積

書ではそれぞれに人件費として積算している部分もあり、二重

取りとなっていないか確認が必要。 

   担当者：同一人のように見える。事実を確認したい。 

 

 ○主灰・飛灰分離施設整備工事 

  担当：クリーンセンター 

  質問事項： 

   １．工事請負契約書（約款含む）及び契約者の建設業許可通知書の写し

の提示。 

   ２．施工体制台帳の写しの提示。 

   担当者：当該資料を事前に配布した。 

  川崎委員：受注者は特定建設業者で請負金額も１億４８８９万円の規模な

ので、施工体制台帳は体系図のみならず下請負人に関する事項

についても記載するようにお願いしたい。 

 

 ○我孫子市立我孫子第三小学校屋内運動場耐震補強等大規模改造工事（本体

工事） 

  担当：教育委員会総務課 

  質問事項： 

   １．入札状況 

   ２．入札者数が多い割に落札率が高い理由 

   ３．最近、公共工事の入札者数が減少しているが、入札者の数を増やす

ための方策を検討しているか。 

   担当者：まず、２点目の質問について、当初総合評価方式により入札を

行ったが、工事内訳書の誤りによる応札の無効により不調とな

った。このため、１２者により再度指名競争入札を行った。落

札率が高い理由としては、設計金額が実勢価格に近いものであ

ったためと考える。 
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       入札状況については、応札者が限られている状況にある。近隣

市も不調があると聞いている。官民で需要が多い状況で技術者

が配置できないといった事情もある。 

       ３点目の入札者数を増やす方策として、総合評価方式による入

札の採用や参加資格要件・地域要件の緩和などを行っている。

しかし、結果として入札者数が増えたとはいえない。 

       建築工事などにおいては、積算基準の見直しに対応し、適正な

設計・積算額で発注するようにしている。 

   委員長：工事内訳書の誤りは、業者のケアレスミスということ。入札シ

ステムでなるべくミスの出にくい形にするといった対策を発注

者側でも心掛ける必要がある。 

  川崎委員：国交省の方針では、建設工事の下請負人について、社会保険未

加入業者は下請契約を締結することはできないという指導方針

になっている。本工事における施工体制台帳の中で、下請業者

の社会保険加入状況に記載漏れがある。今後はよく確認し、指

導を徹底してほしい。 

 

 ○我孫子地区高齢者なんでも相談室運営事業委託 

  担当：高齢者支援課 

  質問事項： 

   １．その他の地区においても同様の契約が他業者とかわされているが、

業者が異なることによるサービスの質の差は生じないのか。 

   担当者：運営の中心となる委託先の法人の職員に、２年間市役所の高齢

者支援課の中にある高齢者なんでも相談室で市の職員と一緒に

相談支援の実践を積んでおり、各地区で同じレベルで十分に相

談支援の機能を発揮できるようにした。 

委託整備の後も、市役所内の高齢者なんでも相談室はそのまま

存続しており、例えば、虐待の案件等困難な事例への対応や支

援方針の判断については市の職員も一緒にかかわることで、各

地区で同基準で実施できるようにしている。 

定期的に月１回で高齢者なんでも相談室長会議を開催し、同基

準のサービスを提供できるような情報交換または意思統一を行

っている。 

また、法定の機関であるため、全国的にも設置されており、統  

一されたマニュアルが整備されている。そのため、受託者が異

なることによる質の差が生じることなく運営できている。 
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  野尻委員：職員の配置が我孫子地区に集中している点について、我孫子地

区は７５歳以上の人口は多いが、その他の地区は我孫子地区よ

りも高齢化率が高い状況である。現状でこの人員配置で運営が

できているか。 

   担当者：現在の人員配置で運営できていると考えている。我孫子地区は

相談件数が他の地区の３倍と突出しており、他の地区より我孫

子地区に人員を多く割いている。介護保険法の改正により包括

支援センターの機能が強く求められてきており、今後は配置職

員を増やすことも検討していく。 

  野尻委員：予算書の中に研修費がはいっているが、これは必修か。 

   担当者：特定の研修については必修としているものもあり、市の職員も

一緒に受講している。 

 

 ○我孫子市子ども総合計画ニーズ調査及び計画策定支援業務委託 

  担当：子ども支援課 

  質問事項： 

   １．調査結果に基づき計画が作られる際の「支援」という業務はどのよ

うな内容か。 

   担当者：計画策定支援業務は、子ども・子育て支援法に基づき設置した

「我孫子市子ども・子育て会議」（審議会）と、それに伴う庁内

会議を支援する業務である。 

  野尻委員：ニーズ調査に基づいて報告書を作成するということだが、我孫

子市としてその結果を市民に向けて広報する予定はあるか。 

   担当者：ホームページで公表する予定である。 

  野尻委員：データ分析の結果、何かを提案するというようなことはあるか。 

   担当者：ニーズ調査は国で項目が決められており、例えば、人口分析な

どをして幼稚園や保育園、認定こども園など、保育部分のニー

ズ量を調査している。 

  野尻委員：審議会について、構成員はどのようになっているか。 

   担当者：審議会は、学識経験者に加え、関係する幼稚園、保育園の経営

者や保護者、学童の保護者を入れている。また、一般公募も行

っている。我孫子市では学識経験者が２人、子ども関係団体に

属する者が２人、教育関係者が２人、保育関係者１人、学童保

育・幼稚園・保育園に通っている子どもの保護者が１人ずつ、

公募の市民が１人の計１１人となっている。 

  野尻委員：会議の運営支援というのはどのようなことを行っているか。 
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   担当者：支援というのは、会議録の作成などである。主たる運営は市が

行っている。情報提供やニーズ調査の途中経過については確認

するが、運営は基本的に市が行っている。 

 

 ○我孫子市災害時業務継続計画及び各課災害行動ﾏﾆｭｱﾙ作成支援業務委託 

  担当：市民安全課 

  質問事項： 

   １．業務の内容 

担当者：業務内容について、業務継続計画の作成と各課の災害行動マニ 

ュアルの作成の支援を合わせて成果品として製本１００部とい

う形で納品する。 

  野尻委員：外の企業が市役所の通常業務をどれだけ把握していてどうやっ

て優先順位を決めていくのかが疑問。受注業者が市の業務に関

して精通しているとしているが、この部分の具体的な説明を求

める。 

   担当者：受注業者は２４年度地域防災計画の策定と防災マップの分析を

委託した実績を持つ。当該業者は、市の業務内容に精通してい

るわけではなく、防災内容について精通している。業務継続計

画について優先順位をつけているのは庁内の各課で、どのよう

な業務を優先させるかという例示を本業務で行っている。 

 

 ○近隣センター施設運営業務委託（各近隣センター分 １０件） 

  担当：市民活動支援課 

  質問事項： 

   １．「まちづくり協議会」はどのような団体で、どのように運営されてい

るのか。 

   ２．「まちづくり協議会」の構成員はどのようなメンバーか。 

   ３．「まちづくり協議会」の規約規則はどのような内容で、どのような手

続きで定められるのか。 

   担当者：まちづくり協議会は、平成元年に策定した「コミュニティ整備

計画」に基づき、市内を１１の地域に区切り、地域の交流や課

題解決に取り組むための母体の組織として各地域に作られてい

る。 

       構成員は、自治会や市民活動団体、文化団体など地域に密着し

た人たちによって作られているボランティア団体である。 

       組織としては、会長・副会長や管理するために必要な部会、例
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えば施設管理部会や地域の交流を作ってもらう企画部会、地域

に情報発信するための広報部会を作ってもらっている。毎年総

会を開き、予算・決算の承認を得てもらう。また、会則に基づ

いた運営を行ってもらう。 

ただ、地域の自主性を期待しているため、一定のルールはある

が運営は任せている。 

   委員長：地域の自主性を重んじた組織ではあるが、お金の管理など、市

がどの程度までかかわるのか。 

   担当者：定期に予算の執行状況を見せてもらったり、役員も変更になっ

たりするので時々確認している。 

   委員長：総会の議事録は提出してもらっているか。 

   担当者：総会には必ず出席している。 

   委員長：会則は一緒か。 

   担当者：市が基本的なマニュアルを示している。若干アレンジされてい

るが、基本的な部分は同じように作られている。 

   委員長：これまでにトラブルはあったか。 

   担当者：検査に絡むトラブルはない。また表立ったトラブルはないと認

識している。優先予約をさせる場合や減免させる場合の基準を

示して、毎年管理人を含めた勉強会を開催し周知している。利

用している方にとってはどこの近隣センターを利用しても同じ

条件でできるようにする。逆に、市の行事で使うことが多く、

そのため市民が利用できなくなってしまうという問題はある。 

   委員長：施設そのものを増やす計画はないか。 

   担当者：１１館の計画のうち、１０館ができている。１館をどうするか

は検討中である。 

   委員長：業務委託の積算シートについて。１つの近隣センターに対して

１人の管理人が滞在しているのか。 

   担当者：管理人自体は平均７人前後いて、１日１人担当している。 

  野尻委員：複数名でシフトを組んでまわしている場合、賃金の計算につい

て、勤務を要しない日で９５０円となっているのはなぜか。 

   担当者：月に１回休館日があり、その日に管理人の打ち合わせが行われ

たり、清掃がある場合はその立ち合いを行っている。開館日で

ない場合に出勤している場合がある。その部分について上乗せ

をしている。 
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 ○市民バス運行業務委託（４地区２期分 ８件） 

  担当：交通課 

  質問事項： 

   １．委託契約の内容 

   ２．運行業務の安全、適正化を図るために我孫子市はどのような指導監

督をしているのか。 

   担当者：平成２３年１月に策定された「我孫子市地域公共交通総合連携

計画に基づき、市内の交通不便地域、駅から５００ｍ、バス停

から２５０ｍ離れた地域において、市民バスを運行するもの。 

       安全対策に対しては、バスの仕様において、GPS をつけてバス

がどの時間にどの場所にいるかを把握している。 

運行の適正については、３か月ごとに委託会社から報告書があ

がってくる。運転手が毎回つけている日誌を照らし合わせて確

認を行っている。また、市民バスを含め、路線バスで事故等あ

った場合には運行会社の職員の教育が義務付けられており、そ

の時に市が参加してその指導内容を確認するようにしている。 

   委員長：本委託契約については、一般競争入札という形にはなじまない。

委託業者とは今後も継続的に随契で行かざるを得ない。随契な

らではのメリット・デメリットがあるが、その点については検

討しているか。 

   担当者：メリットとしてはこれまで行ってきた業者で仕事の内容をよく

理解している点で、デメリットとしては競争相手がいないため、

その値段が適正かどうかわからないという点がある。その点に

ついて近隣の柏市や印西市などの業者に時々見積もりをとって

確認しているが、委託業者の方が安くなる。そもそも地元業者

なので回送を考えると他の業者の参入は難しい。 

  野尻委員：昨年１０月１日から値上げをし、運賃が１５０円となったが、

各自治体で運行しているコミュニティバスの運賃はだいたい１

００円と認識している。これからの高齢化社会を考えた場合に

はできるだけ１００円を維持するのが望ましい。既存のバスと

競合しないようにルートを変更するなど検討していただきたい。 

 

○総括・提言 

委員長：委員会を急ぎすぎている。１案件あたり１０分という時間は少 

ない。できれば１案件１５分くらいの時間を確保してほしい。ま

た、こちらの質問の意図が伝わらず、回答がかみ合っていない場
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合がある。審議の中で確認しながら質問をしているため、時間が

足りなくなってしまっている。 

再委託については、報道で取り上げられているせいもあるが、  

そのものが悪いことではなく、運用次第。ガイドラインが作られ、

恣意的な判断が入る余地が少なくなると思われるが、現場で運用

する中で疑問に感じたところは随時改善していくことが必要。 

事務局：審議に時間制限を設定させていただいているが、あくまでも目 

安と考えていた。今後は余裕を持った運営を心掛けたい。 

また、再委託について、ガイドラインで罰則を設けているが、バ

ツを課すためのガイドラインではなく、あくまで適切な履行をす

るためのもの。そのために再委託の手続きを適正にとっていただ

きたいと考えている。業者、職員にその意図を明確に説明し、し

っかり運用していきたい。初めてのガイドラインなので見直す点

はきちんと見直していきたい。 

 

以上 


