
我孫子市入札等監視委員会会議録概要 
 
１．名 称   我孫子市入札等監視委員会 
２．日 時   平成２０年２月２２日（金） 午後１時３０分 

３．場 所   我孫子市消防本部３階 Ａ会議室 

４．出席者 

委員   河崎義一、近藤洋子、内藤 潤 

   市側   クリーンセンター課、教育委員会・学校教育課、水道局・工務課、

選挙管理委員会事務局、市民活動支援課、下水道課、治水課、都市

計画課、地域整備課、管財課 

５．審査事項 

 (1) 抽出項目の審査 

 (2) 前回の監視委員会における提言の検討 

６．公開・非公開の別     公開 

７．傍聴人及び発言者の数   １名 

８．審査内容 
（１）クリーンセンター課事案 
 案件名 
  ①その他プラスチック選別及びペットボトル中間処理業務委託 
  ②家庭ごみ収集業務委託 
  ③剪定枝木収集運搬業務委託 
  ④ペットボトル及びプラスチック回収業務委託 
  ⑤資源回収・布団選別皮剥ぎ及び動物死体収集運搬業務委託 
  ⑥資源回収用具管理業務委託 
 質問事項 
  1.抽出案件について、随意契約となっているが、金額が適正か否かについてどの 
  ようにチェックしているのか。 
  2.競争入札を導入する余地はないか。無い場合はその理由は何故か。 
○担当者 「①その他プラスチック選別及びペットボトル中間処理業務委託」につい

ては、平成１２年１１月、プロポーザルにより日本エンバイロメント（株）を受託者

として選定した。受託者が平成１３年９月に中間処理施設を設置し、市は受託者が負

担した建設経費及び重機類取得費を１０年間の均等分割払いとしています。金額につ

いては資料のとおり施設償却費、重機類償却費、労務費、運営費、一般管理費別に精

査しています。平成１３年９月から平成２３年８月までの償却が完了するまでは、受

託者と契約をする必要があります。 
○委員 プロポーザルとはどのようなことをしたのですか。 
○担当者 ７者を指名して中間処理施設の建設及び維持管理についてプロポーザルを

実施したところ２者が辞退し、５者からの提案がありました。提案についてプロポー

ザル審査委員会で審査し受託者を選定しました。 
○委員 入札ではなく、市で審査して業者を決定したのですね。 
○担当者 プロポーザル審査委員会を部長以下１２名の委員で構成し、審査を行いま

した。 



○委員 受託者が中間処理施設を建設したのは、どのような理由によるものですか。 
○担当者 包装容器リサイクル法の改正に伴い、急遽中間処理施設の整備が必要とな

り、その財源について平準化する方が適切と判断し、施設の建設を含めた長期の事業

としました。 
○委員 プロポーザルで決定した受託者と平成１３年度から１０年間継続して契約す

るため、今年度も受託者と随意契約を締結しているということですね。 
○担当者 平成２３年８月までは、契約は継続します。その後、中間処理施設は市へ

寄贈されます。 
○委員 平成２３年９月以降の業者選定については、プロポーザル等を実施しますか。 
○担当者 中間処理施設の償却費用は終了するので、施設の運営維持管理についてプ

ロポーザル又は入札を実施する予定です。 
○委員 現在の受託者が設置した中間処理施設を他の業者が運営することに障害とな

る要素はありますか。 
○担当者 問題はないと考えます。 
○委員長 「①その他プラスチック選別及びペットボトル中間処理業務委託」につい

ては、以上とします。続けて「②家庭ごみ収集業務委託」から「⑥資源回収用具管理

業務委託」までは、一括して審査します。 
○担当者 「②家庭ごみ収集業務委託」について説明します。我孫子市では、ごみの

減量、資源化の推進を図るため 10 種 17 分類と細かい分別方法を実施していること

から、集積所に出されたごみを単純に収集するのではなく、分別が出来ているかを確

認しながら収集する必要があります。このため分別に対する理解度が重要であり、事

業の成否に大きく関わることから既に本市の事業系ごみの収集などで分別を熟知し、

地理に詳しく実績がある我孫子市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者８社で構成す

る我孫子市廃棄物処理協業組合に業務を委託しています。 
○担当者 「③剪定枝木収集運搬業務委託」について説明します。委託先の（株）リ

サイクルは、昭和５６年の市の資源回収開始当初からの回収業者であり、資源の分別

や集積所について精通し、他の資源物の回収と併せて業務を効率的に遂行できること

から、安価で委託することができる。よって委託金額を精査し随意契約としました。 
○担当者 「④ペットボトル及びプラスチック回収業務委託」について説明します。

平成１８年度に公募型競争見積り合わせにより決定した業者であり、分別方法や集積

所についての精通が必要なことから継続性が重要であると考え、１９・２０年度は業

務内容が良好であることを条件に委託金額を精査し随意契約とすることとしていま

す。なお、その後は入札を予定しています。 
○担当者 「⑤資源回収・布団選別皮剥ぎ及び動物死体収集運搬業務委託」について

説明します。④と同様に、平成１８年度に公募型競争見積り合わせにより決定した業

者であり、分別方法や集積所についての精通が必要なことから継続性が重要であると

考え、１９・２０年度は業務内容が良好であることを条件に委託金額を精査し随意契

約とすることとしています。なお、その後は入札を予定しています。 
○担当者 「⑥資源回収用具管理業務委託」について説明します。平成１８年度に公

募型競争見積り合わせにより決定した業者であり、業務が資源回収日に限定され、早

朝(６：３０まで)の用具設置、資源回収終了後からの用具撤去となることから、作業

終了時間が不規則なため、集積所の状況等を把握している資源回収業者に委託した方



が的確かつ効率的に業務が遂行できると考え、１９・２０年度は業務内容が良好であ

ることを条件に委託金額を精査し随意契約とすることとしています。なお、その後は

入札を予定しています。 
○委員 「②家庭ごみ収集業務委託」について、我孫子市の一般廃棄物収集運搬業の

許可業者８社で構成する我孫子市廃棄物処理協業組合とはどのような組織なのです

か。 
○担当者 我孫子市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている８社が組合を立ち上

げて作った協業組合として会社です。 
○委員 組合の構成員に流動性はありますか。 
○担当者 新規に参加する者はありません。 
○委員 流動性は事実上ないということですね。 
○担当者 つい 近も１社が辞退して現在の８社になりました。 
○委員 組合の運営や組織の中身について、市で把握をしていますか。 
○担当者 していません。 
○委員 この業務で得た収入を８社にどのように分配するかは、組合の判断となるの

ですね。 
○担当者 市としては、８社個別ではなく、協業組合１社との契約と認識しています。 
○委員 構成員は、それぞれ独自に法人格を持っていると認識していますが。 
○担当者 協業組合自体が運輸省の認可団体なのですが、構成員が８社で１つの組合

を作りました。 
○委員長 組合の理事長は③から⑥までの業務を請け負っている会社の代表者がなっ

ているのですか。 
○担当 組合設立当初は異なりましたが、現在は組合員の互選による改選で（株）リ

サイクルの社長が就任しています。 
○委員長 契約の理由として「精通している」「金額を精査した」などの説明がありま

したが、同じ業者との契約が多いようにも感じられます。業者の占有率が高ければ価

格などに影響することもありますので、市として適正な契約ができるよう注意を払う

必要があります。 
○委員 「③剪定枝木収集運搬業務委託」から「⑥資源回収用具管理業務委託」まで

のうち、③については入札を導入しないのでしょうか。 
○担当者 入札を導入することは可能だと考えます。今回は、改修方法が変わり入札

にする期間がなかったので、随意契約としました。 
○委員 随意契約の理由として「資源の分別や集積所について精通し、他の資源物の

回収と併せて業務を効率的に遂行できる」は理解できますが、このまま随意契約を重

視してゆくと、この業者と契約できない事態になった場合に市の業務が破綻しかねな

いことも懸念されますので、リスク分散の意味でも複数の業者を効率よく使ったほう

が良いと考えますが。 
○担当者 ④から⑥までは、公募型競争見積合せで業者を選定しましたが、応札者が

少なく、また、④については１番札の業者が他の業務と同時に受注できなければ応札

額で受けることができないと辞退し２番札の（株）リサイクルに決まった経緯があり

ます。このように受注できる業者が少ないことが現状です。 
○委員長 「②家庭ごみ収集業務委託」について、協業組合として受託していますが、



その構成員が独自に受託することも可能ですか。 
○担当者 可能です。現状については、業務に必要な人員や車両などが大掛かりとな

り１社で確保するにはリスクが大きい為に組合を設立し、組合で受注することでまと

まったとのことです。 
○担当者 協業組合については毎年、監査できることになっていますので、帳簿等厳

しく精査してゆきます。 
○委員長 「②家庭ごみ収集業務委託」から「⑥資源回収用具管理業務委託」までに

ついては、以上とします。 
（２）学校教育課事案 
 案件名 
  ①我孫子市立我孫子中学校給食調理業務委託 
  ②我孫子市立湖北台西小学校給食調理業務委託 
  ③我孫子市立布佐中学校給食調理業務委託 
  ④我孫子市立湖北小学校給食調理業務委託 
  ⑤我孫子市立布佐南小学校給食調理業務委託 
 質問事項 
  1.総合評価競争入札となっているが、評価の基準となるものはどんな事項なのか。 
○委員長 「①我孫子市立我孫子中学校給食調理業務委託」から「⑤我孫子市立布佐

南小学校給食調理業務委託」までを一括審査とします。 
○担当者 総合評価競争入札は価格の他に価格以外の要素、技術力等を評価対象に加

え品質や施工方法を総合的に評価し技術力と価格の両面から も優れた提案を落札

者とする方式です。平成１９年度の契約に際し、平成１８年度中に総合評価競争入札

を実施しました。 
 評価の基準は、一次評価として企業評価、技術評価を行いました。コスト評価とし

て入札書による価格評価を行いました。二次評価は選定委員が実施し、学校給食に対

する会社の方針、学校との交流企画、調理体制、人員配置体制、報告体制、衛生管理

体制、問題発生時の対処体制についてヒアリングによる評価を行いました。一次評価、

コスト評価、二次評価の総合的評価を行ったうえで、落札者を決定しました。 
○委員 複数の案件に参加している業者がいくつかありますが、評価値が案件ごとに

異なっていて落札できたりできなかったりしています。全ての案件は「学校給食調理

業務」なので１つの案件で評価値が高い業者は他の案件でも高く、１つの案件で評価

値が低い業者は他の案件でも低くなるのではないのでしょうか。 
○担当者 学校給食は学校ごとに食数も異なります。施設の状況も画一的ではありま

せんし、給食室にはドライとウエットがあります。また、中学校の施設は新しく小学

校は古い施設が多いなど老朽化の度合も異なります。入札に際し、食数・施設の平面

図・老朽している状況等を提示して、このような条件でどのような給食を提供するか

を提案してもらいます。 
 対象施設の老朽化の度合いや施設の整備状況、調理業務のキャリアやウエットに長

けた人材の確保の状況や、企業の経営状況等によって人員や経費をどのように振り分

けるかなどを食数と合わせて提案されていますので、その内容は学校ごとに全く異な

っています。それらの提案を総合的に評価すると同一業者が落札しない結果となりま

す。 



○委員長 一次評価の評価基準に「企業評価」の項目がありますが、経営規模等は客

観的な資料に基づいて評価をしているのですか。また、二次評価に「衛生管理体制」

の項目がありますが、ＩＳＯ９０００番やＨＡＣＣＰ等を確認しているのですか。 
○担当者 二次評価については、確認しています。また、過去の食中毒の有無なども

確認しています。 
○担当者 一事評価については、受注実績、技術者数やＨＡＣＣＰの導入状況、また、

財務諸表より自己資本比率、流動比率、資本固定比率が一定率以上であること等を評

価しています。 
○委員 施設の老朽化によって条件が異なるということですが、総合評価のポイント

制の中で老朽化に対応する技術的な問題により低いレベルで業者選定が行われ、その

学校については給食の質が低下することはないのでしょうか。 
○担当者 老朽化した施設についても安全管理を守ったうえで、ドライシステムで運

用する仕様になっています。また、仕様のとおり運営されています。 
 給食の質については、事前に献立内容を提示しどのような事業展開をするか、具体

的には何人の調理員をどのように配置しどのような手順で調理をするかを提案させ、

それを１０人の栄養士で分析しアレルギー対応、調理スケジュール、衛生管理などを

詳細に評価しています。 
 我孫子市では、平成１０年度から学校給食調理業務を委託していますが、当初のプ

ロポーザル方式による業者選定においても、技術力と価格について６対４から７対３

の割合で技術力を重視してきました。そして、安全な業者が直営方式と同等の仕事を

予算の範囲内で遂行することに目を光らせてきました。外部委託が導入されて１０年

近くが経過しましたが、給食の質が低下した学校はありません。 
○委員 努力されていることはすばらしいと思います。 
 施設の老朽化による負担を企業の努力に任せるのではなく、施設の改修も必要では

ないでしょうか。 
○担当者 根戸小学校は、校舎増築に伴い新校舎に給食室を新設しています。来年度

においても、他の学校の給食室の内部改修を予定しています。施設の改修については

年々対応してゆく予定です。 
○委員長 「①我孫子市立我孫子中学校給食調理業務委託」から「⑤我孫子市立布佐

南小学校給食調理業務委託」までについては、以上とします。 
（３）学校教育課事案 
 案件名 
  ①我孫子市立湖北中学校給食調理業務委託 
  ②我孫子市立久寺家中学校給食調理業務委託 
  ③我孫子市立湖北台中学校給食調理業務委託 
  ④我孫子市立新木小学校給食調理業務委託 
  ⑤我孫子市立我孫子第二小学校給食調理業務委託 
  ⑥我孫子市立白山中学校給食調理業務委託 
  ⑦我孫子市立根戸小学校給食調理業務委託 
  ⑧我孫子市立我孫子第一小学校給食調理業務委託 
  ⑨我孫子市立我孫子第三小学校給食調理業務委託 
 質問事項 



  1.平成１８年度においては、湖北小、湖北台西小、布佐南小、我孫子中、布佐中を 
  総合評価競争入札により契約しているが、平成１９年度には我一小、我二小、我 
  三小、根戸小、新木小、湖北中、湖北台中、久寺家中、白山中を随意契約として 
  いるのは何故か。 
○委員長 「①我孫子市立湖北中学校給食調理業務委託」から「⑨我孫子市立我孫子

第三小学校給食調理業務委託」までを一括審査とします。 
○担当者 学校給食調理業務委託については、平成１０年度からプロポーザル方式や

総合評価入札の方式を採用し業者選定を行っています。業者選定を行った年度から３

年間は、単年度ごとの随意契約の手法を取っています。該当の案件については、プロ

ポーザルで業者選定をして２年目・３年目となりますので、随意契約となります。 
○委員 プロポーザルで選定された業者に何か問題があれば、翌年度については選定

し直すのですか。 
○担当者 選定し直します。業務上の問題点を再三の指導にも係わらず対応しなかっ

た業者について、選定し直した例もあります。 
 ２年目・３年目についても業務内容が良くなければ契約しませんし、３年後は白紙

に戻して業者選定を行いますので、現在の受注者も緊張感を持って業務を遂行してい

ます。また、２年目・３年目について食数があまり変わらなければ、初年度と同じ金

額で契約しています。 
○委員長 そのような、業者に緊張感を持たせ続ける指導は、必要なことだと思いま

す。 
○委員長 「①我孫子市立湖北中学校給食調理業務委託」から「⑨我孫子市立我孫子

第三小学校給食調理業務委託」までについては、以上とします。 
（４）水道局工務課事案 
 案件名 
  ①湖北台９丁目地先配水管布設替工事 
 質問事項 
  1.応札者の経審総合評価値及び結果通知書有効期限の確認方法。 

  2.契約内容（特に支払い条件）。 

  3.５００万円以上の工事の下請人の建設業区分の有無の確認方法。 

  4.元請負人と下請人との契約について（元請負人に対する指導事項）。 

○担当者 本案件は、石綿セメント管の敷設替え工事です。全体で９Ｋｍの計画のう

ち１．５Ｋｍ分を本工事で施工します。 

 質問事項の回答については、資料のとおりです。 

 ※資料抜粋（回答部分） 

 1.入札時に 新の経営事項審査結果通知書の写しを提出させ、確認しています。 

 2.契約書・設計書等のとおり。支払い条件は、「前金払３０％以内、残金は竣工払」。 

 3.下請業者選定届の中で、工事下請業者との請負契約書等を添付し、請負工事費を

確認している。また、建設業区分についても下請業者選定届の中に建設業許可書の

写しを添付し建設業区分を確認している。 

 4.元請負人に対して、下請人と契約を行った場合、下請業者選定届けを市に提出す

るとともに、工事施工台帳、施工体系図を整備するよう指導を行っている。 

○委員長 契約書から技術職員の資格者証まで必要な資料が全て整っていましたので、



回答のとおり理解できました。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（５）選挙管理委員会事務局事案 

 案件名 

  ①我孫子市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等業務委託 

 質問事項 

  1.入札状況等の資料を開示して欲しい。 

  2.落札率が５３．７１％であるが適正か。 

○担当者 本案件について、予算を確保する際に参考見積を徴収しました。その時点

では、ポスター掲示場のボードの規格が仕様書に見合うものを使用している業者が一

社のみしかいませんでした。発注の時点では、同様のボードを扱う業者が他にもあっ

たために入札を行うこととしました。価格については、入札となったため、業者間で

の競争意識が働き低価格での落札となったと思われます。 
○委員 予算を確保したときの見積書が提示されていますが、予定価格もこの見積か

ら算出したのですか。 
○担当者 この見積書から算出しました。 
○委員 この見積額が適正であるかは、どのように精査しましたか。 
○担当者 過去の同種事業の請負額とポスター掲示場の大きさを比較して、人件費等

を積み上げていくと妥当な金額であると判断しました。 
○委員 落札者は、自社の参考見積よりも大きく金額を下げて入札しましたが、仕事

の質の低下はなかったのでしょうか。 
○担当者 従前の仕事と変わらない業務内容で、質の低下は見られませんでした。 
○委員 落札できなかった応札者については、現在も入札に参加する資格を有してい

ますか。 
○担当者 有しています。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（６）市民活動支援課事案 

 案件名 

  ①（仮称）布佐北区域近隣センター建設工事（本体工事） 

 質問事項 

  1.入札参加資格者決定の理由と経緯。一般競争入札の状況。 

  2.契約内容（特に支払い条件）。 

  3.５００万円以上の工事の下請人の建設業区分の有無の確認方法。 

  4.元請負人と下請人との契約について（元請負人に対する指導事項）。 

○担当者 我孫子市の近隣センターは、我孫子市コミュニティ整備計画で位置付けら

れており、市内に１１館の近隣センターを整備する計画です。（仮称）布佐北区域近

隣センターは、市内９館目の施設で、鉄筋コンクリート構造２階建てです。 

 質問の回答については、資料のとおりです。 

 ※資料抜粋（回答部分） 

 1.入札参加資格者決定の理由と経緯 

・当該工事は、設計金額が３億円を超える工事のため、我孫子市特定建設工事共同

企業体運用基準第３条（２）号に基づき、共同企業体での施工とし、構成員の１



者は、我孫子市内に本店又は建設業法に基づく許可を受けた受任事務所を有する

ものであること又は柏市若しくは流山市に本店を有するものであること、などの

要件を付した。 

・入札の参加資格は、我孫子市特定建設工事共同企業体運用基準に基づき必要な条

件を付し公募したところ４共同企業体から応募があり、特定建設工事共同企業体

チェックシートと特定建設工事共同企業体入札申請書の資格審査確認資料で確認

したところいずれも資格が有りと決定した。 

・入札の経緯は、応札のあった４共同企業体のうち、 低価格を入札した立沢・山

田保特定建設工事共同企業体と仮契約を締結した。 

 2.契約書・設計書等のとおり。 

・支払い条件 

 前金払は、19年度の予算から１０３，３２０千円を限度で、契約金額の３０％以

内とし、残額は、２０年度に竣工払。 

・議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条には、議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億５，０００万円以上の工

事又は製造の請負とされている。 

  このことから、当該工事の入札の落札価格は、３３３，９００千円で、予定価

格１億５千万円を超えているため、開札後の５月１７日付けで仮契約を締結し、

本契約は６月議会で議決後の６月２１日付けで締結した。 

 3.下請業者選定届の中で、工事下請業者との請負契約書等を添付し、請負工事費を

確認している。また、建設業区分についても下請業者選定届の中に建設業許可書の

写しを添付し建設業区分を確認している。 

 4.元請負人に対して、下請人と契約を行った場合、下請業者選定届けを市に提出す

るとともに、工事施工台帳、施工体系図を整備するよう指導を行っている。 

○委員長 ＪＶに発注することは、どのような経緯で決めたのですか。 

○担当者 設計金額が３億円を超える工事のため、我孫子市特定建設工事共同企業体

運用基準に基づき、共同企業体での施工としました。 

○委員 直近の近隣センター建設工事も同様でしたか。 

○担当者 平成１７年度に完成した近隣センターこもれびの工事もＪＶによる入札で

した。受注者は、上村・山田特定建設工事共同企業体です。 

○委員長 本案件の特定企業体の幹事会社はどちらですか。 

○担当者 立沢建設（株）です。運用基準には構成比率が定められていて、２者の場

合は、一方の構成員の出資比率が３０%以上となっています。立沢・山田保特定建設

工事共同企業体の場合は６０対４０の出資比率となっています。 
○委員長 提示された資料の中で、下請の通知書や孫請の見積書等に日付が入ってい

ないものが見受けられます。元請から下請に発注するときに３０日位の期間の余裕を

持ちなさいと建設業法で示されています。また、出来高払い又は竣工払いをするとき

に請求から３０日以内に払いなさいとも示されています。そのような部分をチェック

する場合に書面に日付が入っていないと判断が困難となる部分もあります。 
 現在の社会情勢では、元請も厳しいが、下請もかなり厳しい情勢になっていますの

で、下請に発注する場合の期間の余裕や代金の支払いなどについても元請に指導する

よう、市へお願いします。 



○委員長 本案件については、以上とします。 

（７）市民活動支援課事案 

 案件名 

  ①（仮称）布佐北区域近隣センター建設工事（電気設備工事） 

 質問事項 

  1.一般競争入札の状況 

○委員 提示された資料で理解できました。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（８）下水道課事案 

 案件名 

  ①舗装復旧工事（１９－１・新木野） 
 質問事項 
  1.一般競争入札の状況 

○担当者 工事の概要は、平成１７年度に新木野地区で実施した下水道管布設工事に

対する舗装の全面復旧工事です。下水道工事の後に道路を仮復旧するのですが、道路

管理者から１年などの期間をおいた後に全面復旧する指導の下に道路を占有してい

ますので、それに従った舗装復旧工事です。工事延長は６５２．３ｍ、舗装版直接掘

削積込は１８０２．３㎡、表層工は２８０２．３㎡です。 

○委員 落札者は、よく受注することがあるのですか。 

○担当者 落札者を含め、今回の入札に参加している１１社全てにおいて我孫子市の

工事受注した経験を持ちます。また、参加していない市内の業者においても我孫子市

の工事受注した経験を持つ者が複数存在します。 

○委員 道路に穴が開いたり、水道やガスが漏れた時にいつでも直ちに現場へ駆けつ

けるような契約をしている業者はありますか。 

○担当者 そのような契約をしている業者はありません。水道やガスの障害について

は、それぞれの事業者が対応すると考えます。下水道工事の場合は、事故が発生した

ときの対応方法や連絡体制を事前に確立してから施工を開始しています。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（９）治水課事案 

 案件名 

  ①若松地区排水ポンプ整備事業に伴う基本計画策定業務委託 

  ②若松地区排水ポンプ整備事業に伴う実施設計業務委託 

 質問事項 

  1.基本計画策定については一般競争入札を取りながら、実施設計について随意契 

  約としていることについて説明をして欲しい。 

○担当者 この随意契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号によるも

のです。本委託業務は基本計画委託業務に引き続き行われるもので、前委託業者と契

約することにより工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な業務が確保できる

等で有利と認められるたことが理由となります。工期については、入札に付する一連

の手続き期間の短縮が図れ、経費については、設計金額に対し約９，０００，０００

円の節減が図れました。県が施工する若松地先の湖岸堤築造事業と一体的に事業を進

める必要があるため、県及び地元住民との継続的な協議や県の堤築造事業に合わせた



後戻りのない工事を行う必要があります。また、事業は補助事業を適用する予定で、

認可を取得して国庫事業として実施する必要から６月までに完了させなければなら

ない等の期限的な制約もあります。これらの条件から、業務内容及び現場状況を熟知

している業者に一体的な事業として設計を委託しました。 
○委員 基本計画策定と実施設計は一体的な業務ということだが、基本計画策定と実

施設計を一本の業務として入札に付することは出来ないのでしょうか。 
○担当者 基本計画が確立しないと実施設計の規模や仕様が定まらないので、一本の

業務とすることはできません。 
○委員 基本計画策定に比べ実施設計の方が金額が高いので、基本計画を安価で受注

し実施設計で費用の回収を目論む者が発生することが懸念されます。本業務では、９

００万円の経費が削減できているようですが、金額はどのように精査していますか。 
○担当者 基本計画に基づき、実施設計業務について設計・積算しています。その設

計額と見積額を比較し、経費が削減されたと判断しました。 
○管財課課長補佐 ５００万円以上の随意契約は全て、我孫子市入札等審査会に諮り、

内容、随意契約の是非や金額等も審査されます。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（10）都市計画課事案 

 案件名 

  ①都市計画基本図作成業務委託 
 質問事項 
  1.入札状況等の資料を開示して欲しい。 

  2.落札率が４５．１９％であるが適正か。 

○担当者 本業務は、我孫子市全域の航空写真を撮影して、それを基に都市計画基本

図を作成する業務です。 

 契約に際しては、千葉県積算基準等により積算した金額により予定価格を設定して、

公募型競争入札に付しました。入札では８者の応札があり予定価格の約４５％の１０

５０万円でサン・ジオテック（株）が落札し当該業者と契約しました。 

 我孫子市における受注実績を得るために安価で入札したと思われます。それに対し

会社の実績、経営状況、技術者数等を調べ、充分受注が可能であると判断しました。 
○委員 業者としては、赤字覚悟で応札したと思いますか。 
○担当者 人件費以上の金額にはなっていますので、機材などが整備されている業者

であれば赤字になるとは断定できません。 
○委員 期間は３月２１日までとなっていますが、進捗状況はいかがですか。 
○担当者 都市計画基本図はほぼ完成していますが、国土地理院の検定を受ける必要

があり、その検定に時間がかかっているので、期間内には完了しない見込みです。 
○委員 業務の内容はいかがですか。 
○担当者 問題ありません。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（11）地域整備課事案 

 案件名 

  ①都市計画道路３．５．１６号配水管移設工事（第３工区） 
 質問事項 



  1.応札者の経審総合評価値及び結果通知書有効期限の確認方法。 

  2.契約内容（特に支払い条件）。 

  3.５００万円以上の工事の下請人の建設業区分の有無の確認方法。 

  4.元請負人と下請人との契約について（元請負人に対する指導事項）。 

○担当者 本工事は、我孫子駅南口で行っている１４．７ヘクタールの土地区画事業

の一環として実施しました。工事件名の都市計画道路３．５．１６号は、一般的には

国道３５６号線と呼ばれています。その道路拡幅整備に伴う配水管の移設工事です。

工事延長は、２５５．１ｍで、直径３００ｍｍの配水管敷設が２３４．４ｍ、直径２

５０ｍｍの配水管敷設が１６．７ｍ、直径１００ｍｍの配水管敷設が４．０ｍとなっ

ています。 

 当初、平成１８年８月９日に公募型競争入札により契約されましたが、そのときの

契約者の不誠実な行為により平成１８年１１月後半に契約契約解除となりました。再

度、入札に付する際に公募型競争入札では、工期が確保できないため、指名競争入札

で発注しました。 

 質問の回答については、資料のとおりです。 

 ※資料抜粋（回答部分） 

 1.指名業者選定時に、我孫子市競争入札参加資格者名簿（年１回更新）にて確認。 

 2.契約書・設計書等のとおり。支払い条件は、「前金払３０％以内、残金は竣工払」。 

 3.下請業者選定届の中で、工事下請業者との請負契約書等を添付し、請負工事費を

確認している。また、建設業区分についても下請業者選定届の中に建設業許可書の

写しを添付し建設業区分を確認している。 

 4.元請負人に対して、下請人と契約を行った場合、下請業者選定届けを市に提出す

るとともに、工事施工台帳、施工体系図を整備するよう指導を行っている。 

○委員長 当初の業者の不誠実な行為とは、どのようなものですか。 

○担当者 工事契約約款では、契約後速やかに着手するよう示されていますが、８月

上旬から１１月後半まで、再三の指導にも係わらず施工体制を確立せず工事に着手し

ませんでした。また、同業者は他に２本の工事を受注していましたが、契約後相当の

期間を経過しても着手しなかったため、３本とも契約解除としました。 

○委員長 当該業者の過去の受注時の状況はいかがでしたか。 

○担当者 過去の受注については、そのようなことはありませんでした。 

○管財課課長補佐 補足ですが、我孫子市における指名競争入札は、公募型競争入札

の参加対象者全員を指名するため、公募型競争入札と同様な効果があります。また、

指名競争入札に付する場合は、我孫子市入札等審査会で審査をしています。 

○委員長 本案件については、以上とします。 

（12）管財課事案 

 案件名 

  ①庁舎耐震補強等改修工事 
 質問事項 
  1.応札者の経審総合評価値及び結果通知書有効期限の確認方法。 

  2.契約内容（特に支払い条件）。 

  3.５００万円以上の工事の下請人の建設業区分の有無の確認方法。 

  4.元請負人と下請人との契約について（元請負人に対する指導事項）。 



○担当者 本工事は、昭和４４年に竣工した本庁舎の耐震補強工事です。 

 質問の回答については、資料のとおりです。 

 ※資料抜粋（回答部分） 

 1.入札時に 新の経営事項審査結果通知書の写しを提出させ、確認しています。 

 2.契約書・設計書等のとおり。支払い条件は、「前金払３０％以内、残金は竣工払」。 

 3.下請業者選定届の中で、工事下請業者との請負契約書等を添付し、請負工事費を

確認している。また、建設業区分についても下請業者選定届の中に建設業許可書の

写しを添付し建設業区分を確認している。 

 4.元請負人に対して、下請人と契約を行った場合、下請業者選定届けを市に提出す

るとともに、工事施工台帳、施工体系図を整備するよう指導を行っている。 

○委員長 資料により、回答について理解できました。 

 「（仮称）布佐北区域近隣センター建設工事（本体工事）」と同様に、下請の通知書

や孫請の見積書等に日付が入っていないものが見受けられますので、下請に発注する

場合の期間の余裕や代金の支払いなどについても元請に指導するようにしてくださ

い。 
○委員長 本案件については、以上とします。 

（13）管財課事案  

 案件名 

  ①一般的事項 

 質問事項 

  1.前回の委員会において提示を求めた書類を提示してください。 
  2.軽微な建設工事の参加対象者の要件は、表－２に記載された事項のみかを説明 
  してください。 
  3.業務委託において、契約方法は「総合評価方式」「一般競争入札」「公募型競争 
  見積り合せ」「随意契約」等の方法が用いられています。各契約方法の説明とどの 
  ように使い分けされているか説明してください。 
○担当者 1.については、前回の委員会で請求のありました「低入札価格調査実施要

綱」及び「我孫子市工事成績評定要領」について資料に添付しました。 

 2.について説明します。 

『軽微な建設工事』、『小規模建設工事』、『中規模建設工事』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条及び第４条（１）に定められたとおりで

すが、案件によっては、受注実績や特殊な技術、又は、資格などを求めるなど、さら

に必要な条件を定める場合があります。 
 但し、登録者数が少ない業種や必要な条件を定めた為に市内建設業者だけでは参加

対象者数が不足したときなどは、地域要件を拡大するなど、実施要綱の規定を変更す

る場合があります。この場合は、入札等審査会に諮り了承を得る必要があります。 
 続けて 3.について説明します。 
 総合評価方式競争入札は、平成１９年度学校給食調理業務の契約に際し、試験的に

実施しました。運用に係る基準などは特に定めていません。落札者決定基準の作成な

ど事務が煩雑で手続きも多い為、契約までに時間がかかることから、現在は運用を見

合わせています。 
 一般競争入札は、我孫子市では一般競争入札と郵便入札を組み合わせて、「我孫子市



公募型競争入札」として運用しています。実施要綱で地域要件などの参加資格を定め、

地域の活性化などにも配慮しています。入札は原則として、「我孫子市公募型競争入

札」を実施しています。 
 指名競争入札は、公募したが応札者がいなかった場合や公募型競争入札に付する時

間が確保できない場合など、特殊な条件の場合に実施しています。指名業者は原則と

して同じ条件の公募型競争入札の参加対象者全員となります。但し、指名競争入札に

付する場合は「我孫子市入札等審査会」に諮り了承を得る必要があります。近年では、

年間１～３件実施されています。 
 公募型競争見積り合せは、翌年度の年間契約等について、予算が議会の承認を得ら

れることを前提に行っています。事前に見積を徴収し、予算成立後に見積を開封し見

積り合せを行う形式です。他自治体を参考に、平成２０年度以降分の年間契約等につ

いては、予算が議会の承認を得られることを前提に我孫子市公募型競争入札にて実施

します。 
 随意契約は、入札によらない契約方式です。地方自治法及び同施行令に基づき定め

られた「我孫子市随意契約実施要綱」に従って運用しています。 
○委員 入札方法は自治体ごと、独自のものなのですか。 
○担当者 「一般競争入札」や「指名競争入札」などは、地方自治法などで定められ

ています。地域要件の設定や指名の基準などは、自治体独自のものになります。 
○委員長 一般的な事項については、以上とします。 

９．前回の監視委員会における提言の検討 

 前回の提言 
  1.適切な発注のために下請の金額について確認する。 

  2.審査資料は、可能な限り詳細な情報を提示する。 

  3.入札等監視委員会の議事録をホームページへ掲載する。 

○担当者 1.について説明します。 

 元請負人に対して、下請人と契約を行った場合、下請業者選定届けを市に提出する

とともに、工事施工台帳、施工体系図を整備するよう指導を行っています。また、下

請業者選定届の中で、工事下請業者との請負契約書等を添付し、請負工事費を確認し

ています。同時に、建設業区分についても下請業者選定届の中に建設業許可書の写し

を添付し建設業区分を確認しています。 

 続けて 2.について説明します。 

 今回からは、単価等を含め可能な限り詳細な資料としました。ただし、建築工事の

単価については、非公開であるため慎重な取り扱いが必要と判断しました。 

 3.については、１７・１８年度分の議事録をホームページに掲載しました。 

○委員長 前回の監視委員会における提言の検討については、以上とします。 

１０．その他の事項 

○委員長 監視委員会に諮る案件を抽出するにあたって、できれば委員同士の意見調

整の場を設けてただきたい。監視委員会がより良い方向に向かう為にも委員同士の打

ち合わせも行いたいと考えます。また、新しい委員の方や一般の方が市の契約につい

て、把握することは難しい点もありますので配慮願いたい。 

○委員長 平成２０年４月から経審の制度が改正されます。この改正により、多くの

業者の総合評定値が下がることが予想されます。元請よりも下請がより大きな影響を



受けますので、工種によっては「我孫子市公募型競争入札実施要綱（建設工事）」で

定める小規模工事の基準の５００点を下回る業者が増える可能性があります。 

 県などからも具体的な運用基準が示されていないので、明確な数値は判明しません

が、場合によっては公募型競争入札実施要綱が実状に合わなくなる可能性があります。 

○管財課課長補佐 ４月以降の状況を見極め、必要があれば現状に合わせて改正した

いと考えます。 

○委員長 その他の事項については、以上とします。 
 今回の提言を、 
 １．委員同士の打ち合わせの場について検討する。 
 ２．４月以降の新経審の動向を注視する。 
 とします。 
 以上をもって委員会を終了します。 


