
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２１年２月２０日（金） 午後１時３０分 

３．場 所   我孫子市役所議事堂第２委員会室 

４．出席者 

委員   河崎義一、内藤 潤、野尻 裕子 

   市側   道路課、水道局・経営課、クリーンセンター、教育委員会・総務課、

学校教育課、体育課、図書館、保育課、治水課、下水道課、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）道路課事案 
 案件名 
  ①街路樹維持管理業務委託 
 質問事項 
  1.公募型プロポーザルには、何らかの基準があると思いますので、提示してくださ

い。 
  2.入札者が１者であった理由、落札率１００％の理由をわかる範囲でご説明くださ

い。 
○管財課担当者 公募型プロポーザルの基準については、平成２０年２月に「我孫子

市公募型プロポーザル実施要綱」を作成しました。同時に、庁内向けにマニュアル・

様式類及び募集要項のサンプルを作成しました。「我孫子市公募型プロポーザル実施

要綱」に沿った形式で.公募型プロポーザルを運用しています。 
○担当者 これまで道路課で維持管理してきた街路樹は、３４路線に、高木が約４，

２００本、低木が約２１，０００㎡です。これらを予算に基づいて入札等で発注して

きました。前年度中に市の内部で、街路樹の成長度合いや前年度までの実績等を参考

に管理計画を策定し、発注していました。 
  管理体制を市の内部だけで実施していましたが、平成１８年１２月に提案型公共

サービス民営化制度事務局より、街路樹の維持管理を民営化すべき事業と提案を受け、

委託事業として発注しました。 
  本案件の発注方法としてプロポーザルを採用した理由は、有効な技術提案を受け

ることにより、今まで以上にきめ細かな対応を図る体制を確立するためにプロポーザ

ルとしました。 
○委員長 我孫子市緑化推進協力会とは、どのような団体なのですか。 
○担当者 約２５年間活動していまして、植木祭り等の市の共催事業を通じて、市の

緑化及び公園等の維持管理に協力することを目的に形成された、任意団体です。 
○委員長 任意団体ということですが、責任の所在はどこにあるのですか。 
○担当者 プロポーザルを進める中で、会長を含めどのような管理体制になっている



のかをチェックしています。 
○委員長 公募型プロポーザルを採用した理由は、理解しました。責任の所在につい

ては、疑問が残ります。また、本案件の主任技術者が組合員である造園会社の社長と

なっているようですが、造園会社に発注しているのと同じ意味になるように感じます。

我孫子市緑化推進協力会に委託した意味などを、市民に納得が出来るようにしておい

てください。質問事項 1.については、以上とします。 
○担当者 プロポーザル実施要綱に基づいて募集をしたところ、応募者が１者だけで

ありました。予定価格の１６，７３７，０００円は、我孫子市の街路樹の全てを管理

することは出来ない金額です。従来も同様の予算で３年間のサイクルで管理をしてき

ました。予定価格の範囲内でどのように管理を実施していくかの計画は、路線の特性

や地域住民方々の要望等を詳細に把握していないと立案ができないことから、他の応

札者がいなかったと推測しています。 
  落札率が１００％であったことについては、プロポーザルの提案で、従来に比べ

てどれだけ多くの街路樹剪定と密度の高い管理内容を実現できるかを求めたための

結果だと推測しています。 
○委員長 『街路樹維持管理業務委託』については、以上とします。 
（２）水道局・経営課事案 
 案件名 
  ①我孫子市水道局料金系業務包括委託 
 質問事項 
  1.随意契約とした理由。 
  2.金額が適正であるかどのようにチェックしているか。 
○担当者 この委託は、３つの目的で行ないました。一つ目は、包括的な委託により

経費を節減する。二つ目は、専門的な能力を持つ職員の業務により、お客様のニーズ

を適格に反映し、お客様の満足度を高める。三つ目は、官民連携により、お客様を含

めた水道事業に係わる利害関係者の総合的な利益を高める。以上３点を目的として、

料金徴収業務、検針業務、給水受付業務等を委託したものです。 
  平成１７年 6 月２４日から提案書の公募を開始して、平成１７年７月６日に公募
を締め切るまでの間に３者の応募がありました。提案の公募と並行して『我孫子市水

道局料金系業務包括委託落札者決定基準』を作成し、『我孫子市水道事業料金系委託

契約に係る総合評価型競争入札審査会』を設置しました。審査会のメンバーは、市内

にあります、中央学院大学、川村学園女子大学の教授２名、水道局管理職３名の５人

です。 
  この提案書の審査は、７月７日から７月２６日の２０日間で行なわれました。価

格と価格以外の要素を総合的に含め提案書の内容について審査し、委託業者の決定を

しました。 
  「我孫子市水道局料金包括委託にかかる確認書」で委託期間は、平成１８年４月

１日から平成２２年３月３１日まで、委託契約は単年度契約としていることから、平

成２０年度の契約は随意契約としました。 
  金額が適正であるかについては、平成１８年４月の契約から、日々の業務の中で

料金システム等作業範囲記述書、業務要求水準書のとおり業務が履行されているかを

確認しています。現在、３年目ですが、お客様センターに対する苦情は、いまのとこ



ろありません。また、委託業者が行なっていますお客様センターが水道局と同じ建物

にあり常に情報を交換し、個人情報に対するセキュリティも問題なく、業務が進んで

います。 
○委員 当初の入札に参加が見込まれた業者は、この３者以外にはないのでしょうか。 
○担当者 指名は８者しましたが、入札の募集をしたところ３者のみの申し込みとな

りました。 
○委員 システム開発等の問題もあるのでしょうが、業務要求水準が高すぎる等の理

由で、実際に参加できる者が限られてしまうようなことは、ないのでしょうか。 
○担当者 指名した８者の規模等から判断して、いずれの会社も提案できる能力を充

分に有していると考えています。 
○委員 質問事項 2.に関連する事項ですが、業務が正しく履行されているかは、確認
していますか。 
○担当者 確認しています。 
○委員長 『我孫子市水道局料金系業務包括委託』については、以上とします。 
（３）クリーンセンター事案 
 案件名 
  ①高齢者ごみ出し支援ふれあい収集業務委託 
 質問事項 
  1.業者選定の理由。 
  2.業務内容。 
○担当者 この事業は、提案型公共サービス民営化制度により提案されました。審査

の結果、委託が可能であり、プロポーザル方式、又は、競争入札により発注すること

と決定されました。競争入札を実施した結果、契約者が決定しました。 
  業務内容については、ごみ等を集積所まで排出することが困難で他に協力を得る

ことができない高齢者、高齢者世帯、障害者世帯等に対し「声掛け」による安否確認

を行いながら、ごみ等を個別収集する事業です。また、集積所に排出されたごみや資

源に注意シールを貼られて２週間を経過した排出物の回収を行なうものです。 
○委員 業者を選定するにあたって、価格以外の要素も判断の材料としましたか。 
○管財課担当者 本案件については、担当課において仕様が確定しているため、競争

入札での発注で問題ないと判断している為、価格競争で業者が決定しています。 
○委員長 高齢者に対しての事業ですが、実施に際して特に指導等している点は、あ

りますか。 
○担当者 「声掛け」希望している利用者が、ごみや資源を排出していないときのみ

「声かけ」を行い、排出しているときは「声かけ」をしないように指示しています。 
○委員長 『高齢者ごみ出し支援ふれあい収集業務委託』については、以上とします。 
（４）教育委員会・総務課事案 
 案件名 
  ①我孫子市立新木小学校校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事） 
 質問事項 
  1.元請、下請、再下請金額のわかる書面を提示してください。 
○担当者 資料に添付しました、施工体系図、施工体制台帳、下請業者選定届及び下

請人に関する事項のとおりです。 



○委員長 元請・下請間の契約書に契約日の記載の無いものが見られました。建設業

法第２０条に「建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一

定の期間を設けなければならない。」とあります。本案件は、５月１日の仮契約から

６月２６日の本契約まで期間が開いてしまっていますが、元請・下請間の契約につい

ても確定された契約日の記載が必要です。今後の契約において、指導すべき事項と考

えます。 
○委員長 『我孫子市立新木小学校校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）』につ

いては、以上とします。 
（５）教育委員会・総務課事案 
 案件名 
  ①我孫子市立我孫子第三小学校校舎増築工事に伴う設計業務委託 
 質問事項 
  1.入札状況。 
  2.落札率が６５．４２％であるが適正か。 
○担当者 入札状況については、添付資料の開札結果表のとおりです。 
  適正であるかについては、「我孫子市競争入札参加資格者登録簿」の「測量・コン

サルタント」の業種コード「建築」の登録者３１０者中で一級建築士の所属数では３

５位と上位にあり、個人事業者と違い、本支店数は国内外合わせて１６店を所有する

全国組織であることも委託業務の完了に問題は無いと判断しました。 
  契約後に請負者に話しを聞いたところ、校舎設計で他地域での実績はあるものの

最近の設計業務の発注内容はほとんどが、耐震補強等の改修設計が多いことからノウ

ハウの蓄積も含めて本件の増築設計を受注したかったこと。また、我孫子市での受注

実績を上げるために今回の入札額での応募になったことなどの説明がありました。 
  なお、契約後からの委託業務の進捗状況については過去の受注者と比較しても遜

色無く進行しています。 
  これらのことからも本件業務委託の入札は適正であったと担当課では判断してい

ます。 
○委員 他地域の実績とは主にどのようなものでしょうか。 
○担当者 一番近い場所は、茨城県になります。会社組織としては、広島県の実績も

あります。これらは、過去５年以内のもので、遡れば他にもあります。 
○委員 担当は千葉支店ということですが、千葉県内の実績はないのですか。 
○担当者 過去５年以上、遡って調べてこなかったので、把握していません。 
○委員 本業務自体は、問題なく遂行されていますね。 
○担当者 問題ありません。 
○委員長 『我孫子市立我孫子第三小学校校舎増築工事に伴う設計業務委託』につい

ては、以上とします。 
（６）学校教育課事案 
 案件名 
  ①我孫子市立湖北台東小学校給食調理業務委託 
 質問事項 
  1.業者選定の理由（入札者６件のなかで）。 
○担当者 業者選定は、プロポーザル方式を採用しました。評価項目ごとに得点化し、



得点の最も高い提案事業者を選定しました。 
  学校給食調理業務は、平成１０年から民間委託を開始して、毎年１～２校ずつ民

間委託化してきました。現在、１９校中１６校が民間委託されています。 
  学校給食調理業務にプロポーザル方式を採用した理由は、給食の質を維持し、よ

り安全でおいしい給食を児童生徒に提供する為、優れた調理技術を有し、確かな調理

従事体制や安全管理体制、研修体制を備え、教育の一環として学校給食の意義を理解

し、児童生徒との交流や学校行事等に積極的に参加できる業務委託業者を選定するた

めです。 
○委員 本案件については、どのような点が高く評価されたのでしょうか。また、独

創的な提案があったでしょうか。 
○担当者 評価基準については、添付の資料のとおりです。 
  「受注金額」「技術者数」「自己資本比率」「流動比率」「資本固定比率」「ＨＡＣＣ

Ｐの導入」「ＩＳＯの取得」「履行保証能力」「瑕疵担保の能力」「損害補償制度の加入

状況」などの客観的な評価については、評価総括表のとおりですが、各選定委員によ

る個別審査の詳細までは、この場では把握していません。 
○委員 当該業者は、過去に我孫子市の実績を有していますか。有れば、履行状況に

問題はありませんか。 
○担当者 我孫子市の実績を有しています。履行状況としては、問題なく実施してい

ます。 
○委員 １６校の給食調理業務に，何社が参入していますか。 
○担当者 ４事業者が参加しています。本案件の事業者は、現在６校の業務を実施し

ています。 
○委員長 『我孫子市立湖北台東小学校給食調理業務委託』については、以上としま

す。 
（７）体育課事案 
 案件名 
  ①小学校プール開放業務委託 
 質問事項 
  1.業務内容及び実施先（小学校）。 
○担当者 我孫子市には、現在、市民プールがありません。また、建設する予定もあ

りません。その代替措置として、平成１５年度より小学校のプールの開放を実施して

います。 
  業務内容は、プール開放始業前の安全点検、開放時間中の水面監視及び溺者の救

助、定時の水質管理、プール施設全般の清掃、プール槽内の管理など、プール運営に

係る一切の業務、及び、プールフロアの運搬・設置・撤去並びにプール開設期間中に

設置する受付事務所の電気配線工事です。 
  平成２０年度においては、市内１３校のうち、８校が全市民を対象とする一般開

放校で、うち、７校が夏休み期間中全ての４２日間の開放を行ないます。５校につい

ては、団体開放校として、事前に申し込みを受けた団体に時間貸しを行ないました。 
○委員長 夏休み期間中の学校のプール授業との調整は、図られていますか。 
○担当 原則的に夏休み期間中のプール授業はありませんが、１校だけ補習的なプー

ル授業を実施する学校がありましたので、学校のプール授業の期間は、開放期間から



除外しました。 
○委員 夏休み期間中にプール授業が行なわれないので、一般開放しているというこ

とですね。 
○担当者 市民プールの代替という位置づけなので、大人の方も含めて解放していま

す。 
○委員 本業務についての報告は、どのようになっていますか。 
○担当者 日報で、来場者数、時間毎の水質、温度等を報告させています。一般のプ

ールを運営していくのと、同じような形で各校の開放を実施しています。 
○委員 入札の参加者数について、平成１７・１８年度でそれぞれ２者、平成１９・

２０年度でそれぞれ１者のみとなっていますが、他に応札が見込まれる業者はいない

のですか。 
○担当者 平成１７・１８年度の入札においては、地域要件を市内業者としていまし

たが、平成１９年度からは、地域要件をなしにして、参加可能者を増やしましたが、

結果的に応札者は、１者のみでありました。 
  １事故でも起きてしまうと大きな問題になる等、リスクが高い為に、他の参入が

ないのではないかと思われます。 
○委員 事故は絶対に起きてはならないことだと思います。特に水の事故は、被害が

重篤な状態になることが多いので、市が指導・管理を徹底してもらいたい。 
○担当者 監視員に対しての指導が我々の仕事と思っています。それは、業務の開始

から終了まで行なうもので、委託したから任せっぱなしということはしていません。 
○委員長 『我孫子市立湖北台東小学校給食調理業務委託』については、以上としま

す。 
（８）図書館事案 
 案件名 
  ①移動図書館業務委託 
 質問事項 
  1.業務内容。 
○担当者 移動図書館は、トラックを改造して作られたもので、約３０００冊の本を

乗せて市内１４ヶ所の公園や駐車場等に出向いて、貸し出し・返却・予約の受付等の

図書館のサービスを行なっています。また、移動図書館を運行する為に、図書を詰め

替えたり、本の出し入れをすること等も含まれています。他には、市内の高齢者施設

への配本、移動図書館車の運転業務等を行なっています。 
  図書館に通いにくい市民の方へのサービスとして、図書館としては、重要視して

います。 
○委員 プロポーザル結果表の丸善（株）と大新東ヒューマンサービス（株）は企業

体としては、どのような規模なのでしょうか。 
○担当者 両者とも大きな会社と思います。丸善（株）は利用者に親切な印象を受け

ました。大新東ヒューマンサービス（株）は運転業務から移動図書館業務へ事業展開

されたようです。 
○委員長 丸善（株）の方が、提案の的確性・独自性が高い点数を得ていますが、ど

のような点が高く評価されていますか。 
○担当者 図書館業務に精通している点を評価しました。現在、青山台のステーショ



ンで、「そよかぜおはなしタイム」という青空の下でのお話会を実施しています。そ

のお話会を提案してくれたのが、丸善（株）です。図書館の新しいサービスを展開し

てゆく上で、貴重な提言を得ることができました。 
○委員長 プロポーザル結果表に記載されている、「総売上高」などについて、いくら

以上が何点というような具体的な基準があるのですか。 
○管財課担当者 プロポーザルのマニュアルにも記載がありますが、絶対評価的な基

準はありません。客観的事項の評価については、参加者の値からある程度、評価に差

が付くように、基準を設定します。 
○委員長 『移動図書館業務委託』については、以上とします。 
（９）保育課事案 
 案件名 
  ①緑保育園運営委託 
 質問事項 
  1.随意契約とした理由。 
  2.金額が適正であるかどのようにチェックしているか。 
○担当者 緑保育園の民営委託は、平成１８年６月８日に平成２０年４月から実施す

ることが決定しました。 
  民間委託に移行する条件として、１年間の引継ぎ保育を実施することとしたこと

から、平成１９年度の引継ぎ保育の委託を含め、平成２０年度から運営委託する事業

者を平成１８年度に選定することとしました。 
  事業者については、我孫子市立緑保育園受託事業者選考委員会を設置し、基本条

件、職員配置の条件及び運営費の積算についての考え方等について、プロポーザルを

実施し、決定しました。 
  以上のことから、緑保育園運営委託事業者と決定した社会福祉法人聖華と随意契

約しました。 
  金額が適正であるかのチェックについては、平成１９年度引継ぎ保育費用につい

ては、引継ぎ保育の条件とした人件費分を職員給与及び派遣保育士の契約単価を参考

とし積算した金額と比較しました。 
  また、平成２０年度運営委託費用については、定員規模が同等の私立恵愛保育園

への運営負担金及び私立保育園補助金の支給実績と比較しました。 
○委員 今後は、社会福祉法人聖華が、緑保育園の専属になるのですか。 
○担当者 民間委託する際に、保護者の方々から条件として緑保育園の特色を継承す

ることと、事業の評価を行なうことの要望がありました。平成２０年度の評価は、保

護者の方々と委託事業者と市の三者で協議し、３月までに取りまとめる予定です。ま

た、平成２０年１０月に保護者の方々が行なったアンケートの結果、現在の委託事業

者に対する満足度が高いという結果が得られました。それにより、平成２１年度から

３年間、現在の委託事業者に継続して契約することが決定しています。 
○委員 今後も３年ごとに見直していく予定ですか。 
○担当者 今後のことは、保護者の方々とも協議して決める必要があります。現在の

業務は、従来の緑保育園の特色を活かすことが条件になっていますので、民間のノウ

ハウが活かしきれていない部分があります。平成２１年度からの３年間のなかで、民

間のノウハウも活かして、より良い業務となるように検討していきます。 



○委員長 『緑保育園運営委託』については、以上とします。 
（１０）保育課事案 
 案件名 
  ①我孫子市病児保育事業委託 
 質問事項 
  1.業務内容。 

○担当者 本案件は、小学校３年生以下の病気回復期の子どもが、集団保育できない

状態のときに、保護者の方が仕事をしていて家庭保育が出来ない場合に、回復するま

での間、病院に預かる国の補助制度として実施しています。 

  事業の基準も国で定まっていますので、対応が可能な施設が限られています。我

孫子市では、対応が可能な施設は平和台病院のみとなっていますので、平和台病院に

お願いしています。 

  利用する為には、回復期であることを主治医が証明した書面が必要で、手続きが

煩雑であることが今後の改善課題となっています。また、現在は事業所が布佐地区に

しかありませんので、我孫子地区、又は、天王台地区で新規に開設できるよう、協議

しています。 

○委員 実施要綱には、施設が２箇所掲載されていますが。 

○担当者 ２つ目の施設については、１９年から、病院の都合で補助事業の基準を満

たす職員の配置が出来なくなったので、中止しています。 

○委員 定員は４名ということですが、事業の予算はどの程度ですか。 

○担当者 委託料は、１年間で７００万円です。 

○委員 定員が４名で、不足することはありませんか。 

○担当者 定員が不足したことは、現在まではありません。計画では１日の定員を８

名としていますので、もう１施設の開設を目指しています。 

○委員長 『我孫子市病児保育事業委託』については、以上とします。 
（１１）治水課事案 

 案件名 

  ①並木地区排水路改修工事（３工区） 
 質問事項 

  1.入札者が１者であった理由をわかる範囲でご説明ください。 

○担当者 この工事は、既存排水路の底版を下げ通水断面を大きくするものですが、

両側には民家があり作業条件が劣悪で、過去に受注した業者も難儀した工事です。 

  入札者が１社であった理由については、応札しなかった業者に理由を確認してい

ませんのでその真意は、分かりません。 

○委員長 工事の難易度が非常に高い為、入札参加者を施工能力の高い総合評定値１

４００点以上の者に限定した為、１億円近い工事にも係わらず応札者が１者であった

と理解してよろしいでしょうか。 
○担当者 結構です。 
○委員長 『並木地区排水路改修工事（３工区）』については、以上とします。 
（１２）治水課事案 

 案件名 

  ①布佐大割排水機場雨水基本計画見直し及び基本設計見直し業務委託 



 質問事項 

  1.入札状況。 

  2.落札率が４２．９９％であるが適正か。 

○管財課担当者 入札状況については、開札結果表のとおりです。 

○担当者 落札率４２．９９％が適正であるかについては、株式会社東京建設コンサ

ルタントの経営規模・状況、業務実績等から、本業務を遂行できる履行能力がある

と判断しました。また、作業は順調に進んでいます。 

  経営規模等の１９年度実績は、売上高が７７億６千万円で、全国ランキングで２

１位に該当します。また、多数の実績を有しています。 

○委員 千葉県内の実績は、どのようなものがありますか。 

○担当者 つくばエクスプレスの調整池などです。 

○委員長 『並木地区排水路改修工事（３工区）』については、以上とします。 
（１３）下水道課事案 

 案件名 

  ①公下管 我北２処理（菱田・１７工区）工事 

 質問事項 

  1.入札者が１者であった理由をわかる範囲でご説明ください。 

○担当者 この事業は、国庫補助事業として、我孫子市公募型競争入札（建設工事）

実施要綱に遵守して入札を行いました。 

  対象工事は、小規模建設工事で設計金額５００万円以上８０００万円未満に属し、

参加対象は有資格者のうち経営事項審査結果に基づく、総合点数が５００点以上の市

内建設業者とありますが、現況道路の地形的条件・現占用埋設物の条件による充分な

施工管理・工程管理、また、通行車輌・一般歩行者を含む安全管理等、現場の諸条件

を考慮し、総合得点数１２００点以上を参加対象としました。 

  参加対象は６８社弱あります。 

  この結果、入札に参加した業者が１社でありました。 

○委員長 難易度の高い工事であるので、工事品質を確保する為に、参加対象者の総

合評定値を高くした結果、参加者が１者のみであったと理解してよろしいですか。 

○担当者 結構です。 

○委員 総合評定値を高くすれば、工事品質は担保されますが、他方で入札参加者が

限定されてしまう。今後の入札において総合評定値の見直しは、行なわれますか。 

○担当者 国や県は総合評価入札を採用し始めました、我孫子市もいずれは採用して

いくことになると思います。そのように制度が変われば、その中で基準なども変わっ

ていくことになると思います。 

○委員長 『公下管 我北２処理（菱田・１７工区）工事』については、以上としま

す。 
（１４）管財課事案 

 案件名 

  ①前回の提言に対する検討 
 質問事項 

  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。 



○担当者 委員同士の打ち合わせの場を事前に設けることを、提案いただきましたが、

今回は調整を図ることができませんでした。後程、一般的事項４と併せて検討してい

ただきたいとおもいます。 

○委員長 監視委員会の姿勢や方針を決める上でも、委員同士の打合せは行なうべき

です。 

○管財課課長補佐 今年から委任させていただいたところなので、本来ならば打合せ

の場を設けるべきであったと反省しています。 

○管財課長 少なくとも委員会が開催される当日に、時間を持てればと思います。 

○委員長 それで良いと思います。 

○担当者 次回からは、審議に入る前に委員の方と事務局とで、意見を調整する時間

を設けます。 

○担当者 ４月以降の経営事項審査結果の動向について、説明します。 
  平成２０年４月より、新経審が導入されることに伴い、経営事項審査結果の総合

評定値に影響があることが予想されました。特に、総合評定値が大きく下がってしま

うことが懸念されました。市内建設業者の総合評定値を集計して検討した結果、次の

理由により、現在の時点では、公募型競争入札（建設工事）実施要綱を見直す必要は

ないと結論付けました。 

  実施要綱に定められた参加条件のうち、市内建設業者で総合評定値の影響を受け

る部分は、小規模工事の「５００点以上」であること。 

  特定建設業を有する者で、総合評定値が５００点未満の者がいないこと。 

  一般建設業を有する者は、総合評定値に係わりなく軽微な建設工事の入札に参加

できること。 

  ５００点未満の者の内、他の工種で５００点以上の総合評定値を有している者が

あり、そのような者は５００点未満の工種を主力の工種としていないと思われること。

また、主力の工種以外の入札に参加する事例は少ないこと。 

  防水工事を除き、入札の発注実績がある工種については、軽微な建設工事及び小

規模建設工事ともに参加対象者数が確保されていること。 
  土木一式工事及び建築一式工事を除き、軽微な建設工事の発注件数が多いこと。 
  土木一式工事や水道施設工事などで、最も低い総合評定値は４００点未満となっ

ているが、小規模工事の参加条件をそれらに合わせることは、現状との落差が激しい

こと。 
  以上より、実施要綱の対象工事及び参加対象者について、見直しを行わないこと

としました。ただし、旧制度の総合評定値も含まれているため、今後とも経営事項審

査結果の動向について注視することとします。 
○委員長 新経審導入前の情報を基に試算したところ、総合評定値の低下が予想され

ました。また、県や他の自治体等に新経審導入後の動向を照会したところ、いずれの

自治体も見直しが必要になると予想していました。 
  導入されてみると、予想よりは影響が少なかったので、我孫子市では制度を見直

さなかったということですね。 
○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。 

（１５）管財課事案 

 案件名 



  ①一般的事項 
 報告事項 

  1.準市内業者の取り扱いについて。 
  2.建設工事の入札参加資格の要件について。 

  3.総合評価落札方式入札の試行について。 

  4.平成２１年度における入札等監視委員会の開催について。 

○担当者 準市内業者の取り扱いについて、説明します。 
  現在、有効な入札参加資格者名簿の有効期限は、平成２１年５月３１日までとな

っています。平成２１年６月１日より、新しい入札参加資格者名簿が適用されます。

新しい入札参加資格者名簿の適用に合わせ、準市内業者の取り扱いを次のとおり変更

することとしました。 

  準市内業者の要件に、継続して１年以上の市内の営業実績と我孫子市への納税実

績を追加しました。 

  この変更に伴い、ホームページにお知らせを掲載しました。また、我孫子市公募

型競争入札（建設工事、及び、建設工事以外）実施要綱の改正も実施しました。 
○担当者 建設工事の入札参加資格の要件について、説明します。 
  公共工事の品質が求められていること、工事成績評定の有効活用をすることなど

から、平成２１年４月１日以降に公告する入札より建設工事の入札参加資格に次の要

件を追加します。 
  公告の日以前３ヶ月以内に通知を受けた我孫子市発注の工事の成績で、６０点未

満のものがないこと。 
  この改正についても、我孫子市公募型競争入札（建設工事）実施要綱の改正を実

施しました。 
○担当者 総合評価落札方式入札の試行について、説明します。 
  建設工事において、「我孫子市総合評価落札方式の試行に関する要綱」を定め、総

合評価落札方式入札を試行的に導入しました。平成２０年１２月２６日に２案件を公

告し、現在、実施中です。落札者決定は、平成２１年２月２６日を予定しています。 
  総合評価落札方式入札については、平成２１年度において、試行を実施しながら、

適用の基準等を策定し、平成２２年度からの本格導入を予定しています。 
○担当者 平成２１年度における入札等監視委員会の開催について説明します。 

  平成１７年度に、低入札価格調査や入札参加資格に対する異議申立等が発生した

ことを受け、苦情処理などの機会を確保するため、平成１８年度から開催回数を年１

回に変更しました。 

  その後、低入札価格調査や異議申立等がありましたが、監視委員会へ諮る苦情は

ありませんでした。 

  入札・契約制度に関心が高まる中、平成２１年度以降の入札等監視委員会の開催

回数についてご意見を伺いたいと思います。 

○委員長 回数の問題よりも、事務局との意思疎通が不足しています。また、委員同

士の協議の場もないので、委員会としての方向性も示すことができません。これらに

ついて、改善を求めます。 
  回数については、個人的には、審議の前に打合せの時間を設けるならば１回の開

催でも良いと思います。 



○委員 定例会は、年１回の開催として、その他、必要に応じて臨時的に開催をして

はどうでしょうか。回数にこだわる必要は無いと思います。 
  また、資料が届く時期が遅いと感じます。今回も資料が届いたのが開催の１週間

前で、資料に目を通す時間を確保するのに苦労しました。せめて３週間前には、資料

が届くようにして欲しい。その上で、委員同士が打合せを行なうことで、より充実し

た委員会になると考えます。 
○委員 委員会としての方向性等が示されていなかったので、案件の抽出や質問事項

について、掘り下げができなかった。委員会の姿勢や方向性が示されると良いと思い

ました。 
○管財課長 毎回、テーマを設けてみても良いかもしれません。 
○委員長 今回、個人的にテーマを持って質問事項を挙げましたが、他の委員の方と

協議できれば、より良い委員会になったと感じています。 
○委員長 総合評価方式入札の試行について、要綱や落札者決定基準を見ましたが、

何点か疑問に思う点がありました。 

○管財課長 総合評価方式入札については、試行の段階で、落札者決定基準の評価項

目や配点など手探りの状態で進めています。 

○委員長 ＩＳＯの導入は、業者にとって負担が大きいと思います。取得していない

業者が多いのではないでしょうか。 

○管財課課長補佐 総合評価方式の制度が、小さな工事ではあまり意味を成さない部

分もありますので、ある程度以上の工事に適用したいと考えています。 

○委員 小さな会社も育成できるような制度にしてゆく必要があります。 

○管財課課長補佐 入札参加資格者名簿に申請出来ないような小さな会社の受注機会

を増やせるような制度を設けるよう、検討しています。 

○委員長 『一般的事項』については、以上とします。 

 今回の提言を、 
 １．委員会の開催形態について検討する。 
 とします。 
 以上をもって委員会を終了します。 


