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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２５年２月１８日（月） 午後１時２０分 

３．場 所   我孫子市役所議会棟第二委員会室 

４．出席者 

委員   内藤 潤、野尻 裕子、川崎 満 

   市側   水道局工務課、クリーンセンター、文化・スポーツ課、教育委

員会総務課、下水道課、障害福祉支援課、総務課、施設管理課 

５．審査事項 

  ・一般的事項 

  ・抽出項目の審査 

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．審査内容 

（１）一般的事項 

○事務局 報告事項の始めは、株式会社アオイの民事再生法適用申請に係る事項

ついて説明させていただきます。 

  平成２５年１月３１日に千葉地方裁判所に株式会社アオイが民事再生法に基

づく適用申請を行いました。同日、千葉地裁から保全命令が出されました。新

聞報道等によりますと、株式会社アオイは、１２億９０００万円の負債があり、

支払いについての保全命令が出されたということです。 

  株式会社アオイと我孫子市の契約の状況については、平成２５年２月１日の

時点で５件の契約がありました。このうち、下水道災害復旧工事については、

現時点で完了し、検査も終了しています。 

  他の４件の契約については、平成２５年２月１４日に千葉地裁からの再生手

続開始決定がなされ再生の見込みがあることが認められたことを受けて、契約

のとおり履行するよう文書で通知しました。また、株式会社アオイを構成員と

するＪＶとの契約も平成２５年２月１５日に締結しました。 

  我孫子市には、民事再生法等に対応するマニュアル等がありませんでしたの

で、千葉県のマニュアルを入手し、契約続行の意思確認等、千葉県に準ずる形

で本件に対応しました。 

○事務局 次の報告事項は、入札及び契約制度の検討についてです。 

昨年の議会で我孫子市の入札及び契約の制度について、ご意見やご指摘をい

ただきました。公契約制度への取り組みについてがひとつ。それから総合評価

方式入札制度についても、落札業者が偏っていないかなど、制度上の様々な課

題を本委員会に諮問し、ご意見をいただくことで、契約制度に関する市民サー

ビスにつながるのではないかといったご指摘をいただきました。 
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もう一方で、契約制度の課題もあり、６０数項目の課題があがっています。

公契約については、平成２１年度議会で条例化していくと市長が答弁しており、

具体的に検討しています。今ある課題を検討していく中で、公契約につながる

ものを導き出して具体的に公が行うべき契約制度の在り方をまとめていく予

定です。 

  公契約について近隣市の取り組み状況は、条例化をしているのが野田市、検

討しているのが市川市となっています。検討の進め方について、将来的には検

討委員会（総務部長をはじめ８名の委員）を設置し、課題の検討をはじめ公契

約についての基本的な考え方を整理していきます。この他、作業チームを編成

し検討を進めます。これから１年程度、意見交換会をしながら出てきた課題を

分類し、チームごとに課題の整理を進めていきます。 

  また、検討結果をまって進めていくのは時間的なロスがあるため、再委託や

システムによる技術者の確認、総合評価方式の落札者の決定基準、設計図書の

配布方法（今までは市の公社のほうで行っていたが、公社が今年度で解散する

にあたり契約担当で閲覧方式による配布を検討している）、一者随契の在り方、

随契理由の書き方など、実施できるところは行っていきます。 

  今後監視委員会の中で、審議事項ではないが状況報告させていただき、必要

に応じてご意見をいただきたいと考えています。 

再委託についていえば、委託の約款上、再委託は禁止されていますが、承諾

を得た場合はこの限りではなく、罰則もありません。そのため一括で再委託を

しているケースもあり、再委託の基準づくりが必要と考え検討しているところ

です。 

  お配りした資料に、課題等整理報告様式があり、課題を整理しやすいように

作成しています。 

○委員長 市の発注業務は、できるだけ安く、ただし品質は良く、そしてできる

だけ市内の業者を使うなどすべてを満たすのは難しいと思います。ただ、資料

にあるように、業務によって発注の仕方の類型化ができており、なんでも入札

が良いというわけではないように感じます。 

○事務局 清掃業務でいえば、施設ごとに業者がばらけていますが、毎回同じ施

設に同じ業者が受注しています。しかし、毎回受注している業者は適切な費用

を算定でき、価格を安く抑えられるのではないかと考えられます。同じ業者が

受注しているとしても、入札で業者選定されている以上、不適切とは言えませ

ん。 

○委員長 新規業者が慣れない作業を行って業務に支障が出た場合に、市民サー

ビスに影響することも考えられます。 

  他方でひとつの業者に依存をしていると、その業者に発注できなくなった場

合に業務が立ち行かなくなってしまいます。新規業者の参入が進まないという

指摘はわかる気がします。答えを出しにくい課題であると思います。 
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○事務局 市としては、まずは１年という期間を決めて課題を検討していきたい

と考えています。以上です。 

 

（１）水道局工務課事案 

 案件名 

  つくし野５－９水道工事（２４改０７） 

 質問事項 

  １．水道局における総合評価方式入札制度の特徴 

２．施工体制台帳の提示 

３．社会保険未加入対策について、法定福利費を含んだ見積もり（内訳）や

契約の実施など、具体的な下請企業への社会保険加入促進を発注者とし

て指導しているか 

○担当者 まず水道局における総合評価方式入札制度の特徴から説明します。市

長部局と比較しますと、対象工事を５０００万円以上としていますが、水道局

では金額設定しておらず、水道事業管理者が指定するものとしています。ただ、

他の水道事業体を調べたところ、対象工事を５０００万円以上とするところが

多かったため、５０００万円以上を対象とする予定です。 

  あとは、総合評価の加算点を算出するために行わなければならない学識経験

者への意見聴取について、市長部局では千葉県で選定した委員から意見聴取を

行っていますが、（千葉県から市長部局と別組織の支援はできないといわれたた

め）水道局は独自で委員の選定を行っています。２名以上の委員から意見を聞

かなければならないとされていることから３名を選定しています。 

  加算点の算出方法のうち、工事成績評定の対象年度について、市長部局では

２年としていますが、水道局では３年にしています。市長部局は工事発注課が

複数いて発注件数も多いですが、水道局は工務課のみで発注件数も少ないこと

が理由です。 

  下請け企業への社会保険加入促進について、現場従業員および現場労働者の

法定福利費は、現場管理費の中に率で計上されています。また、本店および支

店の従業員の法定福利費は一般管理費に率で計上されています。 

  社会保険の未加入対策について、現在のところ、建設業の許可を有して違反

等があり処分期間の企業でなければ、下請け契約について発注者が条件を付す

ことは困難です。ただ、平成２４年７月に国土交通省から社会保険の加入に関

する下請け指導ガイドラインが制定されたため、施工体制台帳が提出された際

に未加入の状況であれば、元請け業者に下請け業者の加入をお願いしています。 

○委員 我孫子市の総合評価入札制度は平成２０年度から実施されていますが、

水道局では１件だけということでした。少ないと感じますがなぜですか。 

○担当者 ５０００万円以上の案件が１件のみであったためです。 

○委員 施工体制台帳について、従来は社会保険の記載はありましたか。 
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○担当者 従来はありません。建設業法の施行規則改正に伴い、施工体制台帳の

記載方法が変わったため、平成２４年１０月より記載されるようになりました。 

○委員 この施工体制台帳で社会保険が未加入であった場合に、公共工事から排

除するといった方針はとられていますか。 

○担当者 今はありませんが、ガイドラインによると平成２８年度以降は社会保

険の未加入業者は使わないということになっているため、使わないようになる

のではないかと考えます。 

○委員 入札の資格審査申請の受付が、平成２４年度定期受付の自治体が多数あ

る。たとえば東京都、横浜市は、社会保険未加入の業者は資格審査申請の段階

で排除するとしている。建設業労働者の福利厚生などをかさ上げしていくので

あれば、最低社会保険の加入を義務付けなければならないと考えます。 

  また、法定福利費について昨年１１月ごろまでに国土交通省方針に従った形

で、各建設業団体でとりまとめた工事見積書のなかに、法定福利費を入れる標

準見積書を作成しています。 

  水道局では、これまでの工事において法定福利費を含めた形で契約を行って

いますか。 

○担当者 現在、法定福利費は、一般管理費・現場管理費の中に率で計上されて

おり、契約段階で法定福利費は含まれていると考えます。 

 

（２）クリーンセンター事案 

 案件名 

  焼却炉運転業務委託 

 質問事項 

１．公募型プロポーザルとした理由 

２．入札者数が１者のみであった理由 

○担当者 当該焼却施設は昭和４８年に竣工し、数回の大規模な改修工事を行い

ながら運転してきています。焼却施設は市内に１か所しかないことから、長期

間停止することができない状況です。そのため、運転にあたっては、当該施設

を理解しているとともに、必要な資格・知識を有することが重要で、施設状況

を熟知したうえで業務を行えるものを、公募型プロポーザル方式で選定したも

のです。 

  前回の平成２１年度については２者でしたが、今回は公募期間が短かったた

め１者であったと考えています。 

○委員長 前回と今回の公募期間はどれくらいか。 

○担当者 前回は２月２３日から３月９日までの１５日間、今回は３月９日から

２１日までの１２日間です。 

○委員長 伺いたいのは、現状で行っている業者が優位となっていないかという

ことです。プロポーザル方式だと、価格競争だけでなく、施設をよく理解して
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いるなどその他の要素も判断基準となります。これは既存業者に優位だと考え

られます。 

  また、公募型プロポーザル方式では、一般に５者程度を選定し、その中で評

点をつけるものです。これが２者だと十分に比較ができず、今回のように１者

だと既存業者と継続して契約しているのに等しい状況です。 

  広くいろいろな業者に参加してもらうために、発注課として何か取組みを検

討していますか。 

○担当者 今後は１月あたりの早い時期に公募を行い、公募期間を長くして、よ

り多くの業者に参加してもらうことを考えています。 

○委員長 地域要件を設けていますか。 

○担当者 業者数が少ないので設けていません。 

○委員長 これまで何者くらい応募してきたか。 

○担当者 地域要件を設けずに、多くても３者です。 

○委員長 競争原理を働かせることと、同種の業者の受注機会均等のため、引き

続き検討していただきたいと思います。 

○委員 公募の期間は前回と比べ短くないが、プロポーザルということで提案者

側の準備期間が相当に必要だと考えます。なるべく早い段階で公募をかけるよ

うに検討していただきたいと思います。 

○委員 プロポーザル方式で随意契約という形になると、予定価格がそのまま契

約金額になってきます。プロポーザル方式が適切かどうかは検討すべきと考え

ます。 

 

（３）文化・スポーツ課事案 

 案件名 

  市民体育館防球ネット・支柱交換工事 

 質問事項 

１. 交換工事の必要性について（本年度に実施された理由：安全性や利便性

など） 

○委員 工事中の利用の制限はありますか。 

○担当者 野球場に関しては、工期中、全面使用不可としています。ただ、もと

もと冬期整備の期間は使用できないようになっており、今回の工期と一部重な

っていますので、利用者への影響は軽減されていると考えます。 

○委員 既存の支柱は東京電力のものですか。 

○担当者 はい。目視でもひび割れ等が認められ、抜柱して交換の必要があるこ

とを確認しました。 

○委員 支柱・ネットはどのくらいもつものですか。 

○担当者 コンクリート柱は４２年、ネットは１５年となっています。 

○委員 今までネットの交換はされていましたか。 
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○担当者 ネットは切れた部分を補修するのみで、全面交換はこれまで実施して

いません。そのため、補修だけでは耐えられなくなっています。 

○委員 野球場の利用率はどのような状況でしょうか。 

○担当者 平日は空いていますが、土日はほぼ予約で埋まっています。ナイター

もありますが、近隣の田んぼへの影響に配慮し、全日点灯は行っていません。 

○委員 今後、平日の利用が増えると見込んでいますか。 

○担当者 ほかにも安く利用できる施設があり、利用率は上がらないと考えられ

ます。 

○委員 野球場は野球でしか使えないものですか。 

○担当者 人工芝なら多目的に使えますが、当該施設は内野が土で外野が芝生と

なっており、野球以外では整備に多額の費用がかかることから使っていません。 

○委員 可能であれば、下請けに入ってくる業者も建設業許可を持っていること

が望ましいと考えます。 

 

（４）教育委員会総務課事案 

 案件名 

  我孫子市立我孫子第一小学校屋内運動場耐震補強等大規模改造工事（本体工 

事） 

 質問事項 

１．総合評価方式入札制度の特徴 

２．施工体制台帳の提示 

３．落札率１００％であることの理由 

４．社会保険未加入対策について、法定福利費を含んだ見積もりや契約の実

施など、具体的な下請企業への社会保険加入促進を発注者として指導し

ているか 

○担当者 我孫子市の特徴として、落札者決定基準の評価項目については、国土

交通省が提示している市町村向け特別簡易型の例を参考にしています。配点に

ついては、企業と技術者の技術力と市内業者の育成に重点を置いています。ま

た、学識経験者の意見聴取は、千葉県の総合評価における学識経験者の意見を

いただいています。 

○担当者 工事の内容としては、壁ブレースや屋根ブレースによる補強、耐震補

強に合わせて外壁や樋の改造を行いました。ご質問の落札率が１００％である

ことの理由については、厳しい設計金額のため、落札価格が設計金額と同額に

なったものと思われます。 

  次に、社会保険未加入対策について、社会保険加入促進の指導は行っていま

せん。 

○委員 市長部局については、平成２４年度に総合評価方式で７件実施していま

すが、他の市町村と比較して多いと考えますか。 
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○担当者 総合評価方式を導入する基準については各市町村で異なるため一概に

はいえませんが、我孫子市と同規模の市町村の中では少ない状況ではありませ

ん。 

○委員 今後市長部局で社会保険未加入対策を考えていますか。 

○担当者 法定福利費は、一般管理費の率の中に計上しています。国土交通省か

らガイドラインが示されているので、関係している業者には周知するようにし

ています。今後考えなければならないこととして、工事成績評定の中で建退協

については評価項目になっていますが、社会保険の加入状況についても評価項

目を入れて、対応しているかチェックしなければならないと考えています。 

○委員 建退協については加入促進をしていますか。 

○担当者 元請け業者が下請けの建退協の加入を調査しなければならず、調査し

た結果を報告することとしています。また、加入していない場合には、加入す

るように指導しています。 

○委員 建退協の加入を発注の条件としていますか。 

○担当者 発注の条件とはしていません。 

○委員長 今回応札したのが１者で他の３者は辞退しています。このようなこと

はよくあることなのでしょうか。 

○担当者 よくあることではありません。工事の内容としても現場の立地が特殊

で作業が難しいため、辞退する業者が多かったのではないかと考えられます。

応札した１者は当該施設を建設した業者であるため、現場を熟知しており、施

工可能と判断したのではないかと考えます。 

○委員 評価値の２．１０３８について、今回の値は高い方ですか。 

○担当者 お配りした資料にある算出式を用いて評価を行いました。これは技術

点の合計と標準点を足したものを、応札額で割ることになっています。そのた

め、評価値が高いか低いかは予定価格によって案件ごとに異なってくるもので

す。ただ、落札率が１００％であるため、評価としては低い方と思われます。 

 

（５）教育委員会総務課事案 

 案件名 

  我孫子市立我孫子第二小学校校舎解体工事 

 質問事項 

１．解体工事はとび・土工工事業へ発注すべきと考えるが、建築一式工事に

発注した理由 

２．施工体制台帳の提示 

○担当者 我孫子第二小学校は児童数の増加により教室不足が見込まれることか

ら、昭和３３年と昭和４１年建設の既存の木造校舎を解体する工事です。この

跡地に普通教室６室等とコンクリートの新校舎を建設します。 

  建築一式工事に発注した理由は、既存校舎との接続があり、機械設備工事や
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電気設備工事を伴うためです。 

○委員 契約の内容を見ると、契約金額に対して解体工事が占める割合が約６

５％となっています。建設業法上、解体工事はとび・土工工事に該当します。

とび・土工工事としては検討されなかったのでしょうか。 

○担当者 今回の解体工事にあたっては、引き込みの電線が道路から当該建物を

伝って既存校舎に接続していました。また、当該建物の手前に別の建物があり、

そこからの配水管が当該建物のすぐ脇を通っており、それを切廻す必要があり

ました。 

  とび・土工工事の業者が下請けにこうした電気設備工事の業者をつかっては

いけないというわけではありませんが、一般工事業の方が対応に慣れていると

考えました。なお、建設業法上の解体工事の許可業種には、建築一式工事も含

まれています。 

○委員 建設業法の趣旨からすると、元請けとして下請け事業者に対する具体的

な施工の中で工事進捗に関する指導が入るべきと考えますが、建築一式工事の

業者で大丈夫かという疑問があります。 

○担当者 元請け・下請けの業者それぞれに主任技術者・監理技術者の資格者が

おり、資格者が現場を指導することになっているので問題ないと考えています。 

 解体だけでなく、その後に造成工事を伴う場合には、土木業者かとび・土工の

業者に出すということになりますが、今回の場合は、解体工事後に建築工事が

必要となるため、建築業者に発注した方がよいと考えました。建築工事を伴う

ものでなければとび・土工工事または土木一式工事として発注します。 

○委員 工事の規模によって特定の業者が落札・受注するようなことがあります

か。 

○担当者 市で発注している規模の工事では、現場管理ができる程度の会社であ

れば業者間に差はないと考えています。 

 

（６）教育委員会総務課事案 

 案件名 

我孫子中学校他４校中学校図書室空調設備賃貸借（長期継続契約） 

 質問事項 

１．学校の設備として設置した場合との比較 

○担当者 安心して快適に学べる学習環境を整備する目的で、平成１６年９月か

ら中学校図書室に空調設備を１０年リースで賃貸借契約しました。リース料は

１０年間で２１，０２９，４００円です。ご質問にあるように、学校設備とし

て設置した場合は、工事費にすると１８，９００，０００円となります。 

○委員 工事費に空調設備は含まれますか。 

○担当者 工事費等としており、空調設備も含まれています。 

○委員 リースの方が高くなるということですが、リース契約にした理由をお聞
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かせください。 

○担当者 市の予算編成の段階で購入かリースかを検討しており、市の財政的な

問題でリース契約としています。リースの場合、１年単位で予算計上されてい

ます。 

○委員 空調設備は１０年間で無償提供されることになりますが、学校のような

大きな施設で１０年間使用したのちに引続き使用できる状態にありますか。 

○担当者 そのような課題もあると考えています。その場合、修繕で対応するか

入れ替えるかを検討することになます。 

○委員 リース中のメンテナンス料金は含まれていますか。 

○担当者 メンテナンスは別途発注します。 

 

（７）下水道課事案 

 案件名 

公下管実施設計（２４－１・中峠台）業務委託 

 質問事項 

１．入札状況 

２．入札者数が著しく多い理由 

○担当者 入札状況については、電子入札システムの開札時のモニター画像等を

資料として提出しています。これを見ますと、５２者応札があり、うち１者を

除き、最低制限価格で応札しています。このため、電子くじにより当該業者が

落札者となりました。 

  システムにおける電子くじの仕組みについては、資料にありますとおり、応

札者は入札時に３桁のくじ番号を入力することになっています。くじ番号とサ

ーバー側で入札を受信した時間をシステムで処理し、落札業者を決定する仕組

みとなっています。 

○委員長 この仕組みは他の機関の入札でも使われていますか。 

○担当者 国土交通省のシステムを使っているため、電子入札を行っている自治

体は同じように落札者の決定を行っています。 

○委員長 使用するコンピューターによって入札結果に差が出ませんか。 

○担当者 落札者の決定はランダムであり、作為が入る余地はないと考えます。

ただ、事実として３度くじを引き当てた業者も存在します。 

○委員長 次に、入札者数が多い理由についてお聞かせください。 

○担当者 前回と比べ、今回は最低制限価格を設けたことが入札者の増加につな

がったと考えられます。 

○委員 前回は予定価格に対し、どれくらいの比率で落札されていましたか。 

○担当者 約２割５分程度です。今回は６～７割で落札されています。 

○委員長 担当部署として、最低制限価格を設定した方が、工事の品質を管理し

やすいといったメリットは感じていますか。 
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○担当者 前回も今回も、落札業者は同じように業務を行っており、最低制限価

格を設けたことによるメリットは特に感じていません。 

○委員 予定価格が２８９５万円、最低制限価格が１７３７万円と価格に開きが

ある理由についてお聞かせください。 

○担当者 内訳書のそれぞれの経費ごとに一定の率をかけて積算したものを最低

制限価格としており、だいたい予定価格の６～７割程度となっています。 

 

（８）障害福祉支援課事案 

 案件名 

平成２４年度在宅生活支援事業（日中一時支援事業）業務委託 

 質問事項 

１．委託されている業務内容 

２．成田市福祉課と随意契約を交わしていることの理由 

○担当者 １点目の委託されている業務内容については、配布資料にもあります

ように、障害児者の家族の就労支援や障害児者を日常的にケアしている家族の

一時的な休息を図ることを目的に、見守り等の支援及び活動の場が必要な障害

児者に、その場を提供するとともに、社会に適応するための日常的な訓練をす

ることにより、それを習得するための指導を委託するものです。 

  ２点目については、障害児者の支援にあたり社会福祉法人大成会「成田市の

ぞみの園」へ通所することから、当該施設に指定管理業務を委託している成田

市障がい者福祉課と業務委託契約を交わしました。 

  当該施設については、単にお預かりするというだけではなく、将来の就労に

結びつく作業訓練等を実施しているため、利用する者の有意義な生活の場の提

供に繋がるものと考えています。 

○委員 我孫子市内の施設の受け入れ状況はどのようになっていますか。 

○担当者 市内に日中支援事業を行っている施設が８か所あり、そのうち規模が

大きく広く受け入れている施設は３か所です。本来であれば市内でまかなえれ

ばよいですが、支援を受けることができる利用者に対し、施設が足りていない

状況にあります。市内でさらに事業者を育成することも必要ですが、近隣市で

同様の支援を実施している施設と契約し、利用できる状態にしています。当該

施設のように直接就労に結びつくための支援をしている施設は少ないため、利

用者の希望で当該施設への通所の支援を実施しています。 

○委員 近隣市の方が我孫子市内の施設を利用する場合もありますか。 

○担当者 日中支援事業は、自立支援法の中にある地域生活支援事業に規定され

ており、地域生活支援事業は市町村裁量でその事業をやるかどうかを決めてよ

いことになっています。我孫子市では、委託契約を結んだ事業所に事業を委託

していますが、他の市町村でも同様なことを行っており、実数は把握していま

せんが、市内の施設を利用する場合もあると聞いています。 
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○委員 今後も市外の施設の利用を希望する方がいれば、随時個別に委託契約を

行いますか。 

○担当者 はい。希望者がいれば、他の施設であっても委託契約を結ぶ予定です。 

○委員 料金の計算について、３０分５００円という料金を利用者と市で分担す

るというのはどのようなものですか。 

○担当者 ５００円は委託料であり、規則上では上限１０％までを利用者の所得

状況に応じて負担することになっています。生活保護など非課税世帯では０％

となっており、市町村税が均等割りのみ課税されている世帯は５％、それ以外

の世帯は所得に応じて７．５～１０％負担していただくことになっています。 

○委員 日中一時支援は１日あたり何時間になるのか。 

○担当者 特別支援学校に通われている方が放課後に利用されることが多く、２

時～５時の３時間程度利用するのが一般的です。 

 

（９）総務課事案 

 案件名 

公共施設（５４施設）の包括管理業務 

 質問事項 

１．事業内容 

２．随意契約とした理由  

○担当者 当該業務はこれまで担当課ごとに発注した公共施設の保守点検等の維

持管理業務を一括して委託したものです。対象となる公共施設は、行政サービ

スセンター、近隣センター、市営住宅、駅のエレベーター、小・中学校の施 

設等になります。本契約は、平成２３年度の提案型公共サービス民営化制度と

いう我孫子市独自の制度で、提案を募集し、採用されたものです。これは、行

政改革のツールとして我孫子市が組織的に取り組んでいるものです。 

  この制度について説明しますと、市の全事業を例外なく公開し、民営化ある

いは民間委託の公募をするものです。市の事業の中には行政でしかできないも

のもありますが、規制改革や構造改革特区の制度などから民間が行えるものも

あります。民間から市の事業に提案してもらう制度なので、行政では考えつか

ない事業もあるということで全事業を公開しています。 

  提案できる団体は、企業やＮＰＯ法人、自治会なども含まれます。 

  なお、この制度は、現行事業の単なる委託先を募集するものではありません。

提案には、提案者独自のアイデア・工夫が盛り込まれており、市が実施するよ

りも民間が実施した方が、サービスが向上するといった提案を求めています。 

  また、コスト削減が目的ではなく、コストが上がっても市民にとって効果が

ある提案を採用することになります。 

  本件については、各課で行っていた契約事務を一括で発注したことにより、

対応窓口が一本化され、担当課の事務の軽減化につながりました。また、定期
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的な巡回点検で修繕や更新、緊急度・危険度・重要度を専門の技術者が確認し、

簡易な修繕はその場で行うことができます。そのため、施設の高寿命化につな

がるという提案です。中・短期の修繕計画を作成することにより、今まで各課

からあがっていた修繕の要望を、緊急度等をもとに優先順位をつけられるとい

うメリットがあります。また、インターネットを活用し、いつでも施設の管理

状況が見られることになります。市民の施設利用の安全や安心につながると考

えています。 

○委員長 提案者との契約にあたっては３年間ということですが、委託契約書で

は１年となっているのはなぜですか。 

○担当者 随意契約のガイドラインに沿って、企画競争により選定されたものと

の契約については、当初契約を含めて３年まで契約することができます。民営

化は１年では効果が出にくいと考えられることから、３年間の契約は制度の大

きなポイントになっています。ただし、随意契約のため、１年ごとに更新する

こととしています。モニタリングを行い、更新するか否かの見極めを行ってい

ます。 

○委員長 ３年契約というのは、逆に受注者側に責任をもって３年間業務をさせ

るという利点があります。制度の中で、業者が途中で業務を投げ出してしまう

のを防ぐような規定はありますか。 

○担当者 今のところはありませんが、そのようなことが発生した場合には、損

害賠償請求を行うことになります。 

○委員長 これまでは各施設の管理担当課がそれぞれに管理業務委託を発注して

いたのですか。 

○担当者 そうです。 

○委員長 採用（随意契約）の理由として、巡回サービス、施設管理サポート、

管理情報の共有を加えた施設の包括管理によるシステムに高い独自性があると

いうことが一番のポイントですね。その提案書はどのようなものですか。 

○担当者 提案者の知的財産権保護のため、公開はしていませんが、簡易的に提

案していただくことを目的としているため、詳細なものではありません。提案

書を担当課でチェックしていただき、 

○委員長 提案数は何件になりますか。 

○担当者 実際に採用された提案は、平成１８年度からの合計で２４件になりま

す。提案数はもっと多くなります。当初は提案が採用されても独自性がないこ

とから入札になり、提案者が受託できないケースがありました。そのため、制

度検討のため２年間休止し、有識者等からの意見も踏まえて随意契約で提案者

に委託することになりました。 

○委員 この制度は市の財政などにどれくらいのメリットがあるものですか。 

○担当者 この制度の目的の一つは「行政改革」です。行政の業務を民間に委譲

し、公民連携を深めていく狙いで行っています。ただ、今まで実施した事業に
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ついて、財政規模に対してどれくらいの効果があったかといった検証は行って

います。 

○委員長 最終的な目的は「民営化」であり、市の行政サービスを民間にやって

もらおうという制度です。残念ながら、完全に民営化した事業は１事業でそれ

以外は委託化によって新たなプラスのサービスに留まっている状況です。 

  それが本来の事業目的に転嫁されていけば、行政効果・財政効果が大きくな

ると思いますが、そこまでは至っていないようです。今後に期待しています。 

 

９．総括 

○事務局 本日の審議はすべて終了しましたが、最後に総括・提言を行っていた

だきます。本日の項目に関しまして、改善点等のご意見がございましたら、本

日の結果としていただければと思います。 

〇委員 特にありませんが、資料については引き続きこのような形でご提示いた

だければと思います。 

○委員 事前に資料をいただいて質問をさせていただいていますが、審査会当日

に疑問点を質問させていただくこともあります。毎年度実施する事業に関して、

その経緯や前年度の状況などがわかるような資料を審査会の場に用意していた

だければと思います。 

○委員長 最低制限価格についてですが、公開しないというわけにはいかないで

しょうか。例えば、最低制限価格を予定価格の６割～８割の範囲というように

してしまえば、業者も単に最低制限価格を入れるというのではなく、金額を計

算してくるのではないでしょうか。 

○事務局 最低制限価格にしろ予定価格にしろ、事前公開を行うというのが我孫

子市の方針です。国の方針は事後公表であり、本来的にはそれに倣うべきでし

ょうが、それによって業者から情報漏えいの圧力がかかることを懸念していま

す。 

  ただ、最低制限価格の事前公開によって多数の業者が最低制限価格を入れ、

くじ引きが多くなってしまうという状況は適正とは言えません。改善策を考え

ていかなければいけないと認識しています。 

  とりあえずは、最低制限価格を見て、その額をそのまま応札することが無い

ように、設計書の確認等を行っていきます。 


