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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２４年２月２４日（金） 午後１時４５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   保育課、クリーンセンター、生涯学習課、文化・スポーツ課、

学校教育課、道路課、下水道課、治水課、管財課 

５．審査事項 

  ・前回の提言に対する検討及び一般的事項 

  ・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   １人（発言者：なし） 

８．審査内容 

（１）前回の提言に対する検討及び一般的事項 

○事務局 前回の提言について、市の内部で検討した内容を報告します。「適切な

受注機会の確保」について、入札に付したにも関わらず応札がない案件がある

との指摘がありましたので、その事態の改善に取り組みました。 

改善の一点目は、従前から市のホームページにおいて入札情報を公開していま

したが、電子入札の案件については、平成２３年４月の入札より「ちば電子調

達システム」の入札情報サービスにおいても並行して入札情報を公開していま

す。 

改善の二点目は、ガス工事について、ガス事業者以外の者が受注できる範囲に

ついて明確化すると共に、入札にあたっては発注担当課より市内の管工事業者

にお知らせしました。 

 改善の三点目は、我孫子市小規模工事等契約希望者登録制度を有効活用するよ

うに、平成２３年度中に２回、管財課長名で各課に通知をしました。しかし、

本制度の登録者の利用については、未だ少ない状況が続いていますので、更な

る努力を重ねていきたいと考えています。 

 また、前回の委員会において「案件によっては、過去の経緯が判る資料も添付

すべき」との指摘がありました。 

今回の議題には、直接的に過去の経緯を必要とする案件は、含まれていないと

思われますが、「５．旧村川別荘再整備工事（第二期工事）建物修繕」につい

ては、比較のため、前年度に実施した第一期工事の資料を添付しました。 

前回の提言に対する検討については、以上になります。 

 続いては、報告事項です。 

報告事項の一点目は、平成２４年４月以降に契約する建設工事を対象に、現場
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代理人の専任義務を緩和する予定です。緩和するための条件や具体的な手続き

方法は、現在調整中です。 

報告事項の二点目は、最低制限価格決定基準の改正です。平成２４年４月以降

に入札に付する測量・コンサルタント業務に最低制限価格制度を導入する予定

です。 

報告事項の三点目は、平成２３年８月１６日執行の入札「布佐ポンプ場築造工

事（土木・建築）」に参加業者を特定する等の情報が寄せられたことについて

です。この情報は、飲食店での会話を聞いた匿名の第三者が作成した形の文章

で、署名等がなく不確かでありました。市では、我孫子市談合情報対応基準に

よる対応として、参加者より誓約書を求めた上で執行しました。 

報告事項は、以上です。 

    

（１）保育課事案 

 案件名 

  我孫子市ファミリーサポートセンター事業運営委託 

 質問事項 

  １．センターの組織概要 

  ２．委託内容と運営状況 

○委員 ファミリーサポートセンターについて、組織の概要と具体的な委託内容

及び運営状況について確認したく、議題としました。 

 回答の資料を見て特徴的に感じたのは、地域によって利用会員と提供会員の数

に大きな差があることです。我孫子北地区の場合、利用会員数は他と比べて非

常に多いのですが、提供会員は多くありません。このような場合、市又はセン

ターは他の地区の提供会員に協力を求める等の対応は採っているのでしょうか。 

○担当者 我孫子市における子供の数は、７割以上が我孫子・天王台地区に集中

しています。利用会員についても同地区が多くなっています。しかし、提供会

員については、我孫子・天王台地区が特別に多い訳ではありません。基本的に

は、同じ地域の利用会員と提供会員の関係を作る方針で運営していますが、提

供会員が不足してそれが困難な場合は、地域を度外視して対応が可能な提供会

員を紹介することも行っています。 

○委員 利用会員と提供会員は１対１の契約をしているようですが、近くに他の

利用を希望する利用会員がいた場合、１人の提供会員が複数の利用会員と契約

することもあるのでしょうか。 

○担当者 利用会員の側で複数の利用でも構わないと承諾を得ている場合は、１

人の提供会員が複数の利用会員と同時に契約することもあります。基本は、１

対１での契約としていますが、状況に応じてそのような対応もしています。 

○委員 会員数は、減ってきているのですか。 

○担当者 平成２２年度に受益者負担の見直しが行われ、平成２１年度までは入
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会時に１，０００円を払えばずっと会員でいられましたが、平成２２年度から

は入会時に５００円・年会費に１，２００円必要となりました。これにより、

本当に制度を必要とする会員のみに整理できたと考えます。 

○委員 事業には市の予算が付いていますが、利用会員の入会費と年会費はどこ

の収入となりますか。 

○担当者 市の歳入になります。 

○委員 利用に係る費用は、利用会員と提供会員の間だけでのやり取りとなりま

すか。 

○担当者 そうなります。 

○委員 広報誌のカンガルー通信を年２回発行していますが、どのくらいの部数

で、誰を対象とし、どのように配布しているのですか。 

○担当者 利用会員と提供会員に配布しています。また、各公共施設に置いて興

味のある方にも見てもらっています。発行部数は、各回２，０００部づつ発行

しています。 

○委員 広報誌の内容は、ファミリーサポートのシステムや実際の事例を紹介し、

利用会員と提供会員の拡大を図るものですか。 

○担当者 提供会員と利用会員の間で実際にあったコミュニケーションの内容や

子供たちも負担無く事業を利用できている事例等を紹介しています。また、研

修会の状況、利用説明会の日程や提供会員による講習会の日程なども掲載して

います。 

○委員 説明会の参加者数は、増加の傾向にありますか。 

○担当者 説明会の参加者数は、あまり変化はありません。最近の傾向として、

習い事の送り迎えなどの利用が増えています。また、提供会員の増加について

は、課題となっています。提供会員がコンスタントに増える方策が無いか考え

ているところです。 

○委員 利用会員から利用に当たり市の補助を求める意見等は出ていますか。 

○担当者 現在のところ、出ていません。また、利用者が負担する費用について

近隣市町村と同様であることから、妥当な金額と考えます。 

○委員 利用会員が制度を利用したときは、提供会員に直接費用を払う仕組みで

すか。 

○担当者 そのような形態としています。センターは、利用会員と提供会員のお

金のやり取りには関与しない方針です。 

○委員長 今年度は、我孫子市社会福祉協議会に委託していますが、今後も我孫

子市社会福祉協議会に随意契約で委託する予定ですか。 

○担当者 本事業は、提案型公共サービス民営化事業の対象としてありますが、

今まで提案がありません。現状から判断すると今後も我孫子市社会福祉協議会

にお願いすることになると考えます。 

○委員長 契約書の第６条に「発注者は、必要に応じて委託業務の実施状況につ
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いて、説明若しくは報告を求め、または帳簿その他の関係書類を閲覧し、若し

くは調査することができる。」とあります。また、同条第２項に「発注者は、前

項の報告を受け、又は調査を行なった場合において必要があるときは、受注者

に対して委託業務の改善その他の措置を指示することができる。」とあります。

長く同じ事業者が事業を担うと信頼も生まれますが慣例も生じます。そのよう

なときには、この２項目が重要になりますので、気を付けてください。 

○担当者 現在も利用者の方から色々な意見を聞いています。社会福祉協議会に

は意見を伝え、改善を求めています。 

○委員長 『我孫子市ファミリーサポートセンター事業運営委託』については、

以上とします。 

 

（２）クリーンセンター事案 

 案件名 

  粗大ごみ処理施設破砕機定期補修工事 

 質問事項 

１. ２２年度事業と２３年度事業との差異 

 

○委員 平成２２年度事業と平成２３年度事業とでは、金額が異なっているので、

その要因について確認したく議題としました。 

○担当者 粗大ごみ処理施設は、不燃物を破砕し、鉄等の資源と埋立ごみと燃え

るごみを分別するための機械です。施設の維持管理については、長期に渡る計

画があり、その計画書に沿って行っています。２３年度事業では、ハンマーの

交換が高額となっており諸経費と合わせると、２２年度事業に比べ２００万円

位高くなっています。この施設は、昭和５２年に作られてから３４年４カ月か

経過し老朽化が進み、定期的に補修をしなければ壊れてしまいます。２３年度

事業の補修箇所は例年にくらべ大規模であったため、２２年度事業に比べ費用

が上がってしまいました。 

○委員 費用の違いについて、理解できました。 

○委員長 『粗大ごみ処理施設破砕機定期補修工事』については、以上とします。 

 

（３）生涯学習課事案 

 案件名 

  我孫子市生涯学習センター太陽光発電装置設置工事 

 質問事項 

１. 落札率が１００％であった理由 

２．契約者選定の理由 

３．入札状況 

○委員長 落札率が１００％であった理由と契約者選定の理由、及び、入札状況
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について確認したく、議題としました。 

○担当者 この入札については、正式な手続きを踏んで予定価格を決定し入札を

執行した結果、落札率１００％での落札となりました。予定価格については、

厳しい価格を設定したため、落札した額が予定価格と同額になったものと思わ

れます。契約者選定の理由については、我孫子市公募型競争入札（建設工事）

実施要綱第３条に基づき参加対象者を決定しました。電子入札により行い、設

計図書購入者が５者ありましたが、開札の結果は入札者１者辞退者４者となり

ました。 

○委員長 設計金額が厳しいとありましたが、担当者としても金額的に厳しいと

感じていましたか。 

○担当者 この事業は「千葉県地域グリーンニューディール基金」の対象事業と

して全額補助金で賄われています。千葉県に近隣の状況を確認したところ、設

置状況によって条件は異なると思いますが、１５００万円から１２００万円の

範囲が多いとの情報を得ました。入札に付したところ、設計図書の購入者は５

者いましたが、業者側で内訳を積算した結果、１者の入札者がありました。 

○委員長 ４者が辞退するような予定価格は、かなり厳しいと感じます。入札に

あたって予定価格の積算は、最も難しい点だと思います。大盤振る舞いする訳

にもいきませんし、厳しすぎると今回のように入札者がいなくなることや不当

な目的で落札することが懸念されます。 

○委員長 我孫子市としては、今後も太陽光発電に積極的に取り組む方針ですか。 

〇担当者 市の方針としては CO2 の削減ということで、手賀沼課が中心となっ

て、LED の設置などを予定しています。 

○委員長 太陽光パネルを設置しましたが、稼働状況について教えてください。 

〇担当者 １０月２１日に動き出してから本日までに３６６４KW 発電していま

す。本日で１２７日目になりますので１日当たりの平均は、２８．８５KW を

発電しています。 

○委員長 アビスタの全電力は賄えないのですか。 

○担当者 発電量が１０ＫＷなので、消費電力のほんの一部です。現在、公共施

設に設置してあるソーラーパネルは、ＰＲの意味合いが大きくなっています。

補助金を申請する際にも、ＰＲ方法が重要になりました。アビスタでは、１階

に４０インチのモニターを設置して、リアルタイムの発電量を表示しています。 

○委員長 本格的な代替エネルギーとして利用できるレベルには達していません

が、こういう分野は市などが率先して行わないとなかなか民間にも広がってい

かないと思います。 

○委員 耐用年数はどのくらいですか。 

○担当者 パネル自体はほぼ永年であり、基本的に保守も必要がないとメーカー

から説明を受けています。 

○委員 入札制度の趣旨からすると、参加の意思を持った業者が希望の額を提示
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することが望ましいと考えますが、このように１者を除いて他の者が辞退する

状況をどのように考えますか。 

○担当者 応札者が１者で落札率が１００％という結果に我々も委員の方と同様

の心配をしました。今後どうするかについては、契約担当と協議しながら進め

ていきたいと考えます。 

○委員 今後は、１者を除いて全員が辞退するようなことの無いように適切な入

札が推進されるよう希望します。 

○事務局 補足的に説明しますと、設備の予定価格の設定は難しいものがありま

す。設備の種類によって積算額と実勢価格が近い物と大きく乖離している物が

混在しているのが実態です。設計時にそれらも考慮されてはいますが、設備の

種類によっては、より詳細な実勢価格の調査も必要な場合があると考えます。 

  また、入札はオープンな形で実施し、参加者が自らの意思で行動しているこ

とから、手続き自体には問題がないと考えますが、１者を除いて全員が辞退す

るという結果を見ると予定価格の設定が厳しかったのではないかと予想されま

す。この点においては反省すべき点ではないかと思われます。 

○委員長 全額が補助金ということでしたが、予算を確保する段階では、もう少

し余裕がある金額を求めていたのですか。 

○担当者 県から提示された補助金の額には上限がありました。担当者としては、

その額では厳しいと感じていましたが、枠が決められている以上、その範囲内

で執行せざるを得ませんでした。 

○担当者 この案件は東日本大震災後の発注でしたので、ソーラーパネルが確保

できるかが懸念されていましたが、無事に確保でき、工期内に完成することが

できました。 

○委員長 『我孫子市生涯学習センター太陽光発電装置設置工事』については、

以上とします。 

 

（４）文化・スポーツ課事案 

 案件名 

  杉村楚人冠邸地震損壊箇所修復工事（その２） 

 質問事項 

  １．随意契約とした理由（№23- 11566「杉村楚人冠邸澤の家整備工事」及び

№23- 11772「杉村楚人冠邸建具修繕」についても同様） 

○委員 杉村楚人冠邸は、平成２２年度に「杉村楚人冠邸整備工事」で修復され

ています。修復された直後の地震で建物に損壊が生じたことについて説明を求

めます。 

○担当者 杉村楚人冠邸は、最も古いもので大正１０年、主となる建物で大正１

３年に造られた、およそ９０年を経過した木造建築物です。歴史的建造物を整

備するにあたっては、現状を把握し可能な限り既存の部材を活かし、腐朽箇所
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等の使用に適さない箇所のみ除去し新材と置き換える工事手法としています。

杉村楚人冠邸においても、シロアリや雨漏りによる腐朽箇所が見られましたが、

どこを活かしどこを整備するかは文化財審議委員にも諮りながら決定し、「残し、

活かす」方針で工事を進めました。 

  工事完成の直前に東日本大震災により被害が生じましたが、「杉村楚人冠邸整

備工事」で修復した箇所の損傷は軽微で簡易な補修により対応することができ

ました。しかし、本来ならば補修の必要がない既存の部材を活かした箇所にお

いて壁のひび割れや崩落、歪みなどが生じてしまいました。これらの損傷に係

る修復については想定外であり、予算も確保されていなかったことから、平成

２２年度では修復を行わずに工事を完了させ、平成２３年度に地震損壊箇所修

復工事を行いました。平成２３年度の地震損壊箇所修復工事は、平成２２年度

の手戻り工事ではなく、当初において活かせるであろうと判断した箇所が想定

外の破損をしたことによる修復工事であります。我孫子での地震の程度は震度

５でしたが、近隣の家屋も被害を受けており、築９０年の建物であることから

すると致し方ないものと判断しました。 

○委員 今後、同程度の地震が起きれば、同様の被害が生じる可能性があるとい

うことでしょうか。 

○担当者 修復に現在の素材や工法を用いれば、被害を食い止めることは可能で

すが、文化財の補修ではなるべく当時のものを活かす必要があり、それができ

ませんので、同程度の地震が起きたときに同様の被害が生じる可能性がないと

は言えません。また、さらに大きな地震が発生した場合には倒壊の危険も否定

できません。これは、文化財である以上、宿命的なものと考えます。 

○担当者 今年度の補修が完了してから約６カ月経過し、その間に何度か余震が

ありましたが、現在までのところ壁のひび割れなどの被害は発生していません。

これまでの補修により、柱の傾きや破断、緩みなどは解消されたものと考えま

す。また、施工業者から、気が付いた損傷に即時に対応すれば、大規模な補修

につながりにくくなるとの話がありましたので、平成２４年度も予算を確保し、

日々メンテナンスを続けていきます。 

○委員 同程度の地震が起きれば、同様の被害が生じる可能性があるということ

であれば、同時期に複数の文化財を補修する必要が生じることもあるかと思い

ます。それに対応した基金などはあるのですか。 

○担当者 つい最近できました。現在は皆様からの浄財を募る方法などを検討し

ています。 

○委員長 シロアリの被害などがあったようですが、建物を支える柱や梁などの

構造材は、どのように補修したのですか。 

○担当者 使用できない箇所については、同じ材質の木材と取り換えました。柱

などは、既存の部材と新しい木材を継ぎ合わせるなどして、なるべく既存のも

のを残すようにしています。 
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○委員長 どの程度の地震に耐えるものにするのかの判断は難しいものがあると

思いますが。 

○担当者 東日本大震災により東北地方を中心に多くの文化財が破損・倒壊しま

した。この中には、公共施設として利用されていたものもありました。これら

のことから、国において文化財の構造や耐震性について基準が検討されていま

す。基準が定まった後の補修は、基準に沿って行われるものと思います。 

○委員長 『杉村楚人冠邸地震損壊箇所修復工事（その２）』については、以上と

します。 

 

（５）文化・スポーツ課事案 

 案件名 

  旧村川別荘再整備工事（第二期工事）建物修繕 

 質問事項 

１．応札者が１者であった理由 

（平成２２年度の第一期工事の入札では、４者の応札） 

２．予定価格書及び開札結果の提示 

○委員 入札の形式をとっているが、随意契約しているような結果となっていま

す。適切な入札が執行されているか説明願います。 

○担当者 東北地方太平洋沖地震で、東北地方の多くの文化財が被災しました。

それにより、文化財の修復を手掛ける業者の多くが、東北地方の文化財の修復

で手一杯になってしまいました。そのような状況の中で、震災前から本市に関

わっていた風基建設（株）が、我孫子市を見捨てることができないという意味

で応札してくれたものと思われます。また、現在の状況は、東日本大震災によ

るもので東北地方の文化財が復旧するまでの一時的な現象と理解しています。 

○委員 旧村川別荘も我孫子市の誇れる歴史的建造物であり、我孫子市民や近隣

の県民の大切な財産です。できるだけ現状を維持していくようお願いします。 

○委員長 『旧村川別荘再整備工事（第二期工事）建物修繕』については、以上

とします。 

 

（６）学校教育課事案 

 案件名 

  学校給食調理業務委託 全般 

 質問事項 

１．給食への放射能汚染対策について具体的な取り組み内容 

○担当者 ２学期以降の給食を対象に毎月５０品目を目標として、使用前の食材

の検査を８月末から開始しました。９月分については、市に放射性物質の測定

器がありませんでしたので、外部の検査機関に依頼して行いました。９月末に

農政課に放射性物質簡易測定器が設置されたことから、１０月分以降は農政課
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の測定器を利用して検査を行いました。５０品目のうち１２品目は全体又は一

部の学校で共同購入している使用頻度の高い食材としました。残りの３８品目

については、小・中学校１９校から各２品目の希望を取り、給食の食材又は授

業で栽培した作物を対象としました。検査対象が決まりましたら、各小・中学

校へ確認したうえで、検査を実施しています。検査の結果放射性物質が検出さ

れた食材は、給食には使用を中止しています。また、検査結果は、速やかに我

孫子市のホームページで公表しています。 

  現在までに、放射性セシウム１３４及び１３７の合計値が２０Bq 以上検出さ

れたことが２回ありました。 

  一方は、食材の柿で給食への使用を中止しました。もう一方は、授業で栽培

したサツマイモで、放射性物質が検出されたことを説明した手紙を添えて各家

庭に配布しました。 

  ２月１５日からは、放射性物質簡易測定器の性能がバージョンアップされ、

従来の検出限界値が放射性セシウム１３４及び１３７の合計値２０Bq 以上で

計測時間が１５分であったものを、放射性セシウム１３４と１３７のそれぞれ

の検出限界値が１０Bq 以上と詳細に計測できるようになりました。ただし、計

測時間が３０分になりましたので、今までは火曜日にのみ行っていた測定を月

曜日の午後も行うようにしました。 

  １２月から「まるごとミキサー事後測定」として１食分をまるごとミキサー

にかけたものを測定することも始めました。従来の使用前検査に加え、月に１

９校各１回ずつ測定しています。こちらの測定では、現在までのところ放射性

物質は検出されていません。 

  給食の食材と調理済みのおかず等は、食中毒の対策として２週間保存してい

ますので、事後測定で放射性物質が検出された場合は、それらを測定して原因

を特定する予定です。 

〇委員長 １学期については、従来通りの方法で給食を実施していたのですか。

また、保護者の方からの問い合わせ等があったかと思いますが、なにか問題は

ありませんでしたか。 

〇担当者 各地の農産物や牛乳等から高い放射線量が検出されたことが報道され、

「牛乳だけを止めたい」とか「給食を止めたい」という要望が一部の家庭から

ありました。要望があった家庭については、文書を交わしたうえで、希望を叶

えるような対応をとりました。 

○委員長 今後の検査の内容とスケジュールについて簡単に説明をお願いします。 

〇担当者 毎週月曜日の午後と火曜日に検査を行うことで、各校１回の丸ごと測

定と５０品目の測定は、維持できます。丸ごと測定は、もっと回数を増やした

いところですが、測定器の使用時間が限られていて増やすことができないこと

が課題と考えています。 

〇委員 食材の産地に関する要望はありましたか。 
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○担当者 関西の食材だけ使用してほしい旨の要望はありましたが、東日本の復

興を支える立場としてはそれをするわけにはいかないことを伝えて理解を求め

ました。 

  食材に対する不安を少しでも解消するためには、測定結果の公表が欠かせな

いと思います。公表する内容が充実するに従って、問い合わせ等の件数は減少

しています。 

○委員 今回の議題の他に学校給食を運営する上で、課題となっているものがあ

れば教えてください。 

○担当者 我孫子市での放射性物質の測定について、開始当初は千葉県農政課に

倣い２０Bq 以上の値を数値化していました。測定器の精度が上がってからは、

１０Bq 以上の値を数値化しています。ところが、近隣の柏市では１０Bq 未満

の値も公表しているため、「なぜ、柏市の様にできないのか。」という問い合わ

せがありました。医学的にもそこまで詳細な測定は求められていませんし、測

定器の検出限界値が柏市の測定器と異なりますので、我孫子市は我孫子市の方

針で行っていることを説明しています。 

○委員長 これからは、放射性物質に対する正しい知識を周知するなどの工夫が

必要になりますね。 

○委員長 『学校給食調理業務委託 全般』については、以上とします。 

 

（７）下水道課事案 

 案件名 

  都・布佐地区下水道復旧工事 

 質問事項 

１．随意契約とした理由 

２．施工体制台帳の提示 

○委員 随意契約の理由としては、東日本大震災に係る下水道の復旧ですので、

緊急と認められると思います。これは、千葉県の適正化指導要綱に照らし合わ

せても適正であると考えます。施工体制台帳については、発注課において、確

認をしていますか。 

○担当者 未曽有の災害からの復旧を進める中で、出来る限りの確認はしたと考

えていますが、目が行き届かなかった点があったことは否定できません。 

○委員 今後の工事において、下請け契約も含め適正な執行がなされることを希

望します。 

○担当者 適正な執行に努めます。 

○委員長 『都・布佐地区下水道復旧工事』については、以上とします。 

 

（８）道路課、下水道課、治水課事案 

 案件名 
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  東日本大震災に係る災害復旧工事 全般 

 質問事項 

1. 金額及び業者選定の適正さについて、どのようにチェックして、確保して

いるか 

ａ．下水道課案件 

 ・災害復旧下水道施設改修工事（都・布佐地区） 

 ・都・布佐地区下水道復旧工事 

○担当者 業者の選定については、緊急に対応できるかに主眼を置きました。地

元の業者で現場に詳しいこと、人員体制、下水道工事の実績等を考慮し、対応

可能な業者を選定しました。金額については、千葉県の積算基準を基に積算し

ていますので、適正であると考えます。 

○委員長 緊急の対応ということで、特別の単価を適用することなどはありませ

んか。 

○担当者 災害復旧単価というものもありますが、本案件の積算には通常の積算

基準で積算しました。 

○委員長 下水道課においては、道路課で活用したような建設業会との災害復旧

に関する協定は締結していないのですか。 

○担当者 下水道課単独では、締結していません。建設業会との協定は、担当課

は道路課ですが、市として締結していますので、道路課に限らず市として災害

に対応するときに協力をお願いするものです。 

○委員長 ライフラインの復旧は早急な対応が求められると思いますが、今後は

こうして行こうというような新しいアイデア等はできましたか。 

○担当者 アイデアではありませんが、どうすればいち早く下水道が復旧できる

かを考えました。特に、国道・県道部分に関しては、通行止めの期間も限られ

ていましたので、他の工事に影響が出ないように細心の注意を払いました。 

○委員 下水道課の工事は、（株）板橋建設が受注しています。この会社は、布佐

地区に営業拠点があり、復旧工事に対応が可能であったためとの説明がありま

したが、同規模の工事に対応できる業者は他に何社くらいありますか。 

○担当者 我孫子市では、ランク付けはしていませんが、千葉県でのランク付け

では、同ランクの業者が他に２者あります。 

○委員 我孫子市内に土木一式工事の許可をもっている業者の内、特定建設業の

者は何社くらいありますか。 

○担当者 １０者あります。 

〇委員 下請契約の額によっては、特定建設業である必要がありますので、下請

契約の運用については、適切な管理をお願いします。 

○委員長 下水道課案件については、以上とします。 

 

ｂ．道路課案件 
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 ・東北地方太平洋沖地震道路災害復旧工事（その 1） 

・東日本大震災復旧工事（つくし野地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（青山台地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（並木地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（我孫子地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（青山台地区その２） 

・東日本大震災復旧工事（若松地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（青山台その３） 

・東日本大震災復旧工事（布佐地区その１） 

・東日本大震災復旧工事（若松地区その２） 

・東日本大震災復旧工事（布佐地区その２） 

〇委員長 先ほど、下水道課の説明もありましたが、緊急ということは理解でき

ます。だからこそ、適正な発注であるかを確認します。 

○担当者 業者の選定については、我孫子建設業会と締結している「災害応急復

旧工事等に関する協定書」に基づき、我孫子建設業会と協議のうえ、対応可能

な業者としました。 

○委員長 業界が割り振った業者を市側では拒否できないのですか。 

○担当者 業界が割り振る訳ではなく、地域性と対応の可否を考慮して市と業界

が協議して業者を決めています。地域性については、近くの業者の方が効率よ

く作業できると考えます。 

○委員長 請け負ってくれた業者に対して負い目を感じて、その後の対応等に影

響が生じることはありませんか。 

○担当者 今回の被害は、市内各所で起きていますので、複数の業者に協力して

もらっていますので、特定の業者への対応が変わるということはありません。 

○委員長 契約に至る経緯をどれだけオープンにするかということは、重要なこ

とだと思います。今の説明では、業界の慣行や今までの付き合いで業者選定し

ているように聞こえるのですが。 

○担当者 緊急工事の場合、工事箇所の近くの業者から対応が可能であるか打診

します。工事費については、市が現場を当たり数量を求めて積算した額と見積

額を比較し、設計額以下であることを確認した上で発注しています。 

○委員長 随意契約については、今後もそのような方針で契約するのですか。 

○担当者 緊急の場合は、現場に近い業者から打診し、対応可能であることを確

認した上での発注になると考えます。 

○委員 我孫子建設業会と締結している協定に基づいて、緊急の工事の契約をす

る際に、施工業者を業界で割り振っているのではないのですか。 

〇担当者 緊急の場合は、業界と市で話し合って決めます。通常の災害の場合は、

エリア毎に対応する業者が決められています。 

〇委員 それらの業者への発注が適正であるか、事後のチェックはしていますか。
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一部の業者に偏った発注になっていか等の検証は行われていないのですか。 

〇担当者 今回の被害は、布佐地区に集中しているため偏っているように見えま

すが、契約にあたっては施工能力等を考慮し対応が可能であるかを判断してい

ます。また、金額についても市で積算した額と比較して適正な額で契約してい

ます。 

〇委員 下請契約の業者選定を市側でコントロールすることは可能なのですか。 

〇担当者 資格や法令などに違反していないかは指導できますが、要件を満たし

ている下請け業者については、規制できません。 

〇委員 下請負人の施工能力などは、元請負業者を信頼するほかにないというこ

とですね。 

〇委員 ほとんどの工事においては、一部を元請業者が施工し、多くの部分を下

請業者が施工していますが、道路課の案件では、元請業者が施工する割合はど

の程度になっているのでしょうか。 

○担当者 本件の場合の施工の内容は、舗装工事と側溝布設工事でほぼ占められ

ます。側溝布設工事を元請業者、舗装工事を下請業者が施工していると思われ

ますので、割合についてもそのようなものになります。 

〇委員 随意契約の場合は、同じ市内であるならば、多少距離があっても最も適

した業者を選定することを考慮しても良いのではないでしょうか。 

〇担当者 布佐地区については、（株）板橋建設が多くの工事を受注しましたが、

それぞれの工事に対応が可能か確認しています。その他の地域においても、そ

れぞれ、対応が可能かどうかを確認した上で発注しています。 

〇委員 優良な業者は、規模が大きいことも一つの要素ですが、施工能力が高い

ことや適正な技術者が配置できること、施工体制台帳が適切に整備できるなど、

多面的な要素から判断することができます。随意契約の場合は、特に優良な業

者を選定できるようにしてください。 

○委員長 道路課案件については、以上とします。 

〇事務局 協定について、補足的に説明します。本協定は、工事を前提としたも

のではなく、災害が発生した際の被害拡大の防止や後片付けの作業、これらの

ことを業会加盟の各社に協力をお願いするものです。 

 

ａ．治水課案件 

 ・下ヶ戸第一号幹線復旧工事（地震災害復旧） 

 ・新々田２８４番地先排水施設復旧工事（地震災害復旧） 

 ・布佐北第１・２号幹線浚渫工事（地震災害復旧） 

 ・布佐北第１・２号幹線補修他工事（地震災害復旧） 

○担当者 下ヶ戸第一号幹線復旧工事（地震災害復旧）から説明します。金額に

ついては、千葉県積算基準の歩掛と単価を利用して設計・積算しました。市の

設計と業者の見積もりを比較し、積算内容と手順について適正であることを確
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認した上で契約しています。業者の選定については、現場の施工条件と業者の

施工能力を確認しました。本案件では、通常の排水路にはある管理用道路が無

く、工事用車両の搬入と資材の保管場所に課題がありました。偶然にも排水路

に面した場所に受注者の資材置き場があったことから、施工条件をクリアでき

る者として選定しました。施工能力については、我孫子市の受注実績から、問

題ない業者としました。 

  新々田２８４番地先排水施設復旧工事（地震災害復旧）、布佐北第１・２号幹

線浚渫工事（地震災害復旧）及び布佐北第１・２号幹線補修他工事（地震災害

復旧）については、場所と受注者が同じですので、一括して説明します。金額

については、先程の説明と同様に設計書を作成し、見積と比較して積算と金額

について適正であることを確認しました。業者選定については、緊急に対応が

可能であること、また、布佐地区は液状化で被害が甚大であり各種ライフライ

ンの復旧のため、業者が入り乱れることが想定されましたので、現場での錯綜

を避けるためにも、布佐地区で我孫子市の受注実績を有する（株）板橋建設に

発注することにより各工事間の調整をスムースに進めることができると判断し

ました。排水路は出水期までに工事を完了させることが必要ですが、無事に工

期内で工事が完了しています。 

○委員長 本件については、下水道課、道路課の案件と同様の意見なので、それ

らを念頭におき、今後も適正な発注をするようにしてください。 

○委員長 治水課案件については、以上とします。 

 

（９）管財課事案 

 案件名 

  公用車購入（１ボックス軽自動車国産製） 

 質問事項 

  １．予定価格設定の根拠 

○委員 仕様の詳細について確認がしたいことと、我孫子市では過去に中古車を

購入していたこともあり、様々な選択肢があるなかで、どのような経緯で軽自

動車を選択したかを説明願います。 

○担当者 公用車を効率的かつ安価に購入することを目的に平成２２年度から、

管財課が全庁の公用車を一括して発注するようになりました。中古車について

は、平成１８年度に購入して、現在も使用しています。中古車は、使い勝手は

良いのですが、一部で維持費がかさむ場合もありますので、平成１８年度以降

は購入していません。 

  ５台の購入にあたっては、各課からの要望を取りまとめ共通する仕様を作成

し、入札に付しましたが不調に終わった為、再度入札に付す時間も無かったこ

とから見積合わせを行い（株）スズキ自販京葉と契約しました。 

○委員 平成２２年度においても公用車を安価に購入していますが、２２年度の
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業者と今回の業者は異なっていますね。 

○担当者 ２２年度は普通乗用車と今回は軽自動車の違いよると思われます。 

○委員 普通乗用車と軽自動車では、利益率が違うということでしょうか。 

○担当者 ２２年度では、予定価格より１２％低い額で契約しましたので、それ

を念頭に置き、参考見積額から１０％低い額を予定価格としました。見積合わ

せの結果、予定価格の９１．７％で契約することができました。 

○委員 将来的には、軽自動車の割合を高めたり、電気自動車を導入するなど、

低公害を方針として整備するのですか。 

○担当者 電気自動車については、２年前に手賀沼課で１台導入しました。その

１台を運用しながら状況を確認していますが、未だ高価であるため次の導入は

見送っています。また、公用車の調達については、低公害車であることを仕様

としています。本案件では、「平成１７年度排ガス基準７５％低減レベル」を条

件としています。 

○委員 我孫子市の公用車については、購入も含め管財課で管理しているのです

か。 

○担当者 平成１３年度から管財課が一括して公用車を管理してきました。それ

により一定の効果は見られたのですが、平成２２年度頃から公用車に対する要

望が多くなったことから、管理方法の見直しを図りました。今年度から一部を

除いて公用車を各部に割り振り、部付けの車としてそれぞれの部で管理するよ

うに変更しました。変更後、現在に至るまで公用車に対する要望などはかなり

少なくなりました。 

○委員 新しい管理方式は、経費削減などの市役所の方針に沿うものになってい

ますか。 

○担当者 従来は、車の維持管理費も燃料代も管財課が所管していましたので、

利用する人に経費に関する意識が薄かったと考えられますが、新しい方式の場

合は、車の維持管理費も燃料代も自分たちの所管となりますので、意識が高ま

ったと思われます。特に燃料費については、新しい方式になってから消費量が

抑えられていると聞いています。 

〇管財課担当者 また、同時期に給油方法も掛け売り式からカード方式に切り替

えました。カードで給油することによって店頭価格よりも安価に給油できます

ので、相乗効果で経費の削減に貢献しています。 

○委員長 『公用車購入（１ボックス軽自動車国産製）』については、以上としま

す。 

 

９．総括 

〇委員 今年度は、震災に係る契約が多く、それらにはスピード感を持って対応

せざるを得ない部分もあったと思います。特に随意契約に関しては、毎年のよ

うに議題になっていますが、適正に執行されているかのチェックは難しい問題
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だと感じました。 

〇委員 どの地域においても自治体の財政状況が厳しい中、入札が適正であり、

かつ、それが予算削減につながる、こういった所にこの入札等監視委員会が寄

与できればと思います。 

〇委員長 今回は、震災対応に係る随意契約について、下水道課、道路課、治水

課から話を聞いた際、地域性を強調していました。元請は確かにそうかもしれ

ませんが、下請けが県外などの事例では、地域性も疑問視してしまいます。 

〇事務局 市長は、下請けも市内にしたい方針ですが、道路課で説明のあったと

おり、そこまで規制することができない状況です。また、一部の業種を除いて、

市内に下請けになれる業者が少ない現状もあります。 

〇事務局 随意契約について、冒頭では報告しませんでしたが、ガイドラインの

見直しを行いました。従前のガイドラインは、工事を対象としたものでした。

見直しは１２月行い、工事と工事以外の随意契約について地方自治法施行令で

認められた１号から９号の随意契約がどのような場合に適合できるか、より具

体的に解説しました。見積合わせについても、見積書の保管並びに見積書開封

時の立会者による確認を徹底するようにしました。立会者について、案件の性

質に応じて部長若しくは管財課契約担当職員が立ち会うように改正しました。

その他、仕様書の作成方法、見積依頼の仕方などを含めて随意契約に関わる事

務の改正を指示しました。ガイドラインに照らし合わせて随意契約に該当しな

い案件は、入札に付されるよう指導していきたいと思います。 

〇事務局 来年度の４月から我孫子市において暴力団を排除する条例が施行され

る予定です。それに伴い、契約関係の規定、規則や約款等に暴力団排除の条項、

規則を入れ込むよう準備を進めています。これらは４月１日から施行する予定

です。 

○委員長 本日の審議のなかで、発注課が回答に苦慮していた場面がありました。

発注課にとってこの委員会が厄介なものであり、我々が憎まれ役であるべきだ

と思います。それにより、発注課において適正な発注や契約に意識が向き、我

孫子市の入札、契約事務がより良い方向に向かうことが、この委員会の存在意

義と考えます。 

○委員長 本日の審議は全て終了しました。 

○管財課担当者 平成２３年度我孫子市入札等監視委員会は、これで終了いたし

ます。 

 


