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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２３年２月２４日（木） 午後１時４５分 

３．場 所   我孫子市役所西別館４階会議室 

４．出席者 

委員   内藤 潤、野尻 裕子、川崎 満 

   市側   クリーンセンター、図書館、教育委員会・総務課、消防本部・

総務課、市民活動支援課、商工観光課、道路課、保育課、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   ２人（発言者：なし） 

８．委員長選出 

  委員の互選により内藤委員を委員長とした。 

９．審査内容 

（１）前回の提言に対する検討及び一般的事項 

○管財課課長補佐 前回の提言は、ありませんでした。続いて、入札・契約制度

に関して、改正を予定している事項並びに今年度より実施している制度の経過

報告をします。 

 改正を予定している事項の一点目は、平成２３年度から実施を予定している建

設工事に係る入札における最低制限価格制度の導入についてです。現在、建設

工事に係る入札は、低入札価格調査制度を運用していますが、建設工事の品質

確保の観点から平成２３年度からは最低制限価格制度を導入する予定で準備

を進めています。 

 二点目は、測量・コンサルに係る入札における最低制限価格制度の導入につい

てです。測量・コンサルタント業務委託の入札において、落札率は概ね低く、

案件によっては３０％を下回る場合も見受けられます。業務の適切な執行の為

にも、最低制限価格制度の導入を検討していきます。 

 三点目は、公共工事標準請負契約約款の改正への対応及び現場代理人の兼任配

置についてです。中央建設業審議会による公共工事標準請負契約約款の改正に

基づき、我孫子市における契約書及び約款の改正を検討中です。主な改正の内

容は、契約の当事者の呼称を「甲・乙（請負者）」形式から「発注者」「受注者」

への移行と現場代理人の常駐義務の緩和の 2 点です。現場代理人の常駐義務の

緩和に合わせて現場代理人の兼任配置を検討します。 

 今年度より実施している制度の経過報告の一点目は、総合評価方式入札の本格
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実施についてです。平成２２年度は８件を実施しました。うち、１件が低入札

価格制度の対象でした。 

 二点目は、小規模工事等契約希望者登録制度についてです。平成２２年４月１

日現在の登録者数は、３０者です。制度の有効活用がなされていないため、平

成２２年度中に 3 回、庁内への通知を行い周知徹底を図りました。 

 報告事項は、以上です。 

   

（１）クリーンセンター事案 

 案件名 

  資源回収・用具管理及び資源化処理業務 

 質問事項 

  １．契約№22-10304「資源化施設管理運営業務委託」との差異 

  ２．委託業務内容 

○担当者 資源化施設管理運営業務委託は、粗大ごみを資源化する施設の管理運

営するもので、資源回収・用具管理及び資源化処理業務は、主に市内の各ステ

ーションを回り資源等を回収するものです。 

委託業務内容については、資源回収及び動物死体収集運搬業務、布団選別・

皮剥ぎ等業務、資源回収用具管理業務です。資源回収業務は我孫子市を５地区

に分けて曜日ごとに１地区の各ステーションを回り資源を回収するものです。

動物死体収集運搬業務は、飼い犬・飼い猫の死骸や道路で轢死した犬・猫の死

骸を回収し、ペット霊園へ運搬するものです。また、土・日曜日も待機して対

応しています。布団選別・皮剥ぎ等業務は、布団の綿を売却するため回収した

布団を選別し中の綿を取り出すものです。資源回収用具管理業務は、市内にあ

る２５３団体ある自治会の内７９団体が資源回収用具の管理を市に委託してい

ます。その７９団体分のステーションに回収日の午前６時３０分までに資源回

収用具を設置し、資源が回収された後に資源回収用具を回収するものです。 

○委員 随意契約の理由に『昭和５６年１月から我孫子式集団回収及び再資源化

事業がはじまり、民間１０数社による委託を開始したが、徐々に離脱し１社が

残り現在に至っている。』とありますが、本事業を行うためには一般廃棄物若し

くは産業廃棄物の収集運搬業許可を有することが前提となっているのでしょう

か。 

○担当者 市からの委託業務でありますので、許可は必要ありません。 

  我孫子市では、回収した資源を各問屋に売り払っており、それらの問屋との

パイプを有していることと古物商の許可を有していることが重要となります。 

  本事業の受注者は、昭和５６年の事業開始時期から本事業に携わり、資源の

売り払いのルートを有し、過去の履行状況も良好です。以上のことから、随意

契約としています。 

○委員 随意契約の理由は、理解できました。しかし、業務の質を高めるために
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も競争原理が働く方が良いと思います。許可が必要ないのであれば、市がイニ

シアチブをとって受注可能な業者を増やしていくことは、難しいのでしょうか。 

○担当者 昭和５６年に集団回収を始めた時点では、廃品回収業者が十数社携わ

っていましたが、オイルショック以降、廃品市場の相場が悪くなり、採算が合

わないといって撤退する業者が続出しました。そのままでは、集団回収事業が

存続できなくなる事態に陥ることが懸念されました。そこで、集団回収事業に

対応が可能な業者と協議しながら業務を割り振る形で、平成８年まで事業を継

続しましたが、離脱しなかったのは現在の受注者のみとなりました。 

  しかし、廃品市場の相場が更に悪くなり、平成９年からは行政回収に切り替

えました。本事業者は切替後の資源の売却に関しても、自社が有する売り払い

のルートを駆使し、問屋との交渉も行うなどの協力をしています。 

  平成２１年に本事業を一般競争入札に付したことがありましたが、応札者が

なく、不調となりました。この結果を受け、本事業者と随意契約を締結し、現

在に至ります。 

○委員 用具管理について、一部の自治会が市に依頼しているとのことですが、

なぜ一部の自治会だけなのですか。 

○担当者 市では年に１回、全ての自治会に対してアンケートを行い、「奨励金を

受け取り、自治会で用具を管理する」「奨励金を受け取り、第三者に用具の管理

を委託する」「奨励金を受け取らず、市に用具の管理を委託する」のいずれかを

選択してもらいます。市に用具の管理を委託する自治会が、資源回収用具管理

業務の対象となります。 

○委員 奨励金とは、どのようなものでしょうか。 

○担当者 昭和５６年に集団回収を導入してから、資源の分別や資源の搬出につ

いて市民の協力が得られるように、回収量１kg あたり５円と自治会の世帯数あ

たり１０円を毎月交付しています。 

  我孫子市も高齢化が進み、資源回収用具の管理が困難な自治会も現れ、アン

ケート等により方針を決定し、平成１７年度より希望する自治会の資源回収用

具の管理を市が行うことになりました。 

○委員 資源回収用具とは、どのような物ですか。 

○担当者 ビン、缶、ペットボトル及びその他プラスチックを入れる袋。乾電池

を入れる箱。てんぷら油を入れる容器。これらが１セットになっています。こ

れら１セットを各ステーションに置いていき、資源を出しに来た市民が用具を

取り出して使用する手法となっています。 

○委員 用具の保管については、どのようになっていますか。 

○担当者 市に管理を委託している自治会の用具は、クリーンセンターで保管し

ています。それ以外の自治会の用具は、自治会に管理を任せており、自治会に

属する世帯が持ち回りで保管することが多いようです。 

○委員長 『資源回収・用具管理及び資源化処理業務』については、以上としま
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す。 

（２）図書館事案 

 案件名 

  移動図書館業務委託 

 質問事項 

１. 委託業務内容 

 

○担当者 移動図書館業務については、市内にある図書館の固定館である、アビ

スタ本館、湖北台分館、布佐分館の施設から離れた地域の市内１４か所におい

て、公園等を利用して移動図書館のサービスをするものです。トラックを改造

した車に約３，０００冊程度の図書や雑誌を積んでサービスを行っています。

１ステーションあたり、３０分間から１時間程度のサービスを提供しています。

その他に、市内の高齢者施設等に配本業務や移動図書館車の運転等も業務に含

まれています。 

○委員 仕様書の「業務従事者の選任」の中に「司書資格所持者または公立等図

書館業務経験者の選任に努めること。」とありますが、実際の資格の保有につい

てはどのような状況でしょうか。 

○担当者 ３名のスタッフが配置されていまして、チーフ、サブチーフ及び通常

のスタッフの構成です。それに加え運転をする人がいますので、４人で業務を

行っています。業務に携わるスタッフについては、チーフと通常のスタッフは、

司書の資格を有しています。また、チーフについては、大学図書館の経験者で

す。サブチーフについては、司書資格を受講中です。また、サブチーフについ

ては、書店の経験者です。通常のスタッフについては、公共図書館の経験者で

もあります。 

○委員 １ステーションあたりの利用時間が、３０分間から１時間程度であると

の説明がありましたが、利用者の立場から見て適切な時間であると考えますか。 

○担当者 移動図書館の利用者数は、その地区の人口とほぼ比例しています。通

常のステーションは、月に２回稼働していますが、利用者の多いステーション

は、月に４回稼働して利用者の要望に応えています。 

〇担当者 １ステーションあたりの利用時間が適切であるかについては、利用者

が少ないステーションの場合、最初の１０分間から１５分間程度の時間で利用

がほぼ完了しています。利用時間を延長しても利用が増えることは期待できな

い状況であり、利用時間も適切であると考えています。 

○委員 小さい子どもを持つ方が多い地域や高齢の方が多い地域など、地域によ

って利用者の性質も異なることが予想されますが、地域の特性に合わせて、稼

働する時間帯等に配慮はありますか。 

○担当者 ステーションの近くに幼稚園のバスの乗降所があれば、お迎えの時間

に合わせて稼働時間を調整し、また、小学生が多い地域は早めの稼働時間に調
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整するなど、利用者の方の意見を聞いて毎年時間帯を見直しています。 

○委員 移動図書館で借りた本を返す際に、移動図書館の稼働時間に間に合わな

い場合は、固定館に返却することもできるのですか。 

○担当者 固定館に返却することも可能です。返却する際に移動図書館が利用で

きない場合は、利用者の方が返却する手法を選択して速やかに返却するように

お願いしています。 

○委員 随意契約の理由の中に利用者数が増加しているとあります。これは、社

会情勢により図書館自体の利用者が増えていることが影響しているのか、事業

者の運営上の努力により利用者が増加したのか、どちらの要素が大きいと捉え

ていますか。 

〇担当者 移動図書館の運営は、天候にも左右されます。利用者数について比較

の対象とした前年度は、天候が悪かったことも影響していますが、事業者の努

力も利用者数の増加に影響していると考えます。 

〇委員 仕様の中に「研修・教育訓練」の項目があり、業務開始前と開始後に研

修を実施することになっていますが、研修を受けた者がスタッフとして配置さ

れているのですか。 

〇担当者 配置されているスタッフは、業務開始前と開始後に事業者の本社で研

修を受けています。それらの研修については、報告書も提出されています。 

○委員長 『移動図書館業務委託』については、以上とします。 

 

（３）教育委員会総務課事案 

 案件名 

  我孫子市立並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. 総合評価の具体的評価 

○担当者 並木小学校校舎は、昭和５６年に竣工しました。旧い耐震基準で作ら

れているため、前年度に耐震診断を実施したところ、B 棟に補強が必要である

との判定になりました。判定書に基づき耐震補強を行いました。工事の内容と

しては、鉄骨ブレス６か所と構造スリット２７か所の耐震補強と、大規模改造

としてのトイレの改修、老朽化したベランダ手すり及びエキスパンションジョ

イントの修繕となります。 

〇管財課担当者 総合評価の具体的評価の項目については、国土交通省が提示し

た市町村向け特別簡易型の落札者決定基準の例を基に我孫子市向けに編集した

ものとなります。主な項目は、企業の施工能力として同種工事等の受注実績及

び我孫子市の工事成績評定点、配置予定技術者の能力として同種工事の施工経

験及び保有する資格、地域貢献度として営業拠点の所在地及び地域貢献活動と

なっています。評価の方法は、各項目から求めた評価点に基礎点の１００点を

加えて技術評価点を算出します。技術評価点を入札価格で割り予定価格を掛け
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たものを評価値とし、評価値が最も高い者を落札者とします。 

  本件の評価については、評価点が２位の者が価格と総合的に評価した結果、

落札者となりました。 

○委員 本件においては、「施工後の維持管理のし易さに対する提案」や「施行中

の近隣との調整」などは評価項目とはしていないのですか。 

○管財課担当者 評価項目としては採用していませんが、工事成績評定点には反

映されていますので、工事成績評定点を評価項目にすることで、結果的に評価

に反映されていると考えます。 

○委員 施工体制台帳は市で管理していますか。 

〇管財課担当者 しています。 

○委員 評価項目の「営業拠点の所在地」と「地域貢献活動」は、地域活性化の

ために設けているのですか。 

〇管財課担当者 地域活性化のために必要な項目と考えています。 

○委員 評価調書を見ますと技術評価よりも価格の影響が大きいように感じるの

ですが。 

○管財課担当者 評価にあたり基礎点の割合を大きくすれば価格の影響が大きく

なり、基礎点の割合を小さくすれば技術評価の影響が大きくなります。国土交

通省の指標では、我孫子市で採用している除算方式の場合、基礎点にたいする

評価点の割合は、１０％から３０％の範囲が適切であるとされています。本案

件の場合、評価点の割合を基礎点の３０％として技術評価の影響をできるだけ

大きくするようにしています。 

○委員長 『我孫子市立並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。 

 

（４）消防本部総務課事案 

 案件名 

  東消防署消防ポンプ自動車購入 

 質問事項 

  １．入札状況 

  ２．落札率が高い理由 

  ３．過去における同種の入札の落札状況 

○担当者 入札状況については、平成２２年５月２７日に入札が実施され、落札

者を含む５者が入札に参加しました。落札率が高い理由としては、予定価格が

妥当であった為と思われます。過去における同種の入札の落札状況については、

平成１７年度に「水槽付ポンプ自動車購入」で入札を実施しました。落札率は

９９．０６％で、落札者は本案件と同じ者でした。 

○委員長 予定価格の積算の根拠はどのような基準でしょうか。 

○担当者 仕様書に基づき参考見積書を徴取して、見積額を基に算出しました。 
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○委員長 参考見積書は業者から徴取したのですか。 

○担当者 予算を確保する際に、妥当な額を要求する必要がありますので、最新

の仕様に基づいた参考見積もりを依頼しています。 

○委員長 入札参加者の応札額の差が数十万円以内となっていますが、入札に付

したからと言って大きな価格変動があるような物件ではないということですか。 

○担当者 そのように考えます。 

○委員長 『東消防署消防ポンプ自動車購入』については、以上とします。 

 

（５）市民活動支援課事案 

 案件名 

  天王台北近隣センター空調設備更新工事 

 質問事項 

  １．入札者が１者であった理由 

  ２．入札状況 

○担当者 入札者が１者であった理由としては、本案件の入札参加要件の登録業

種について、国土交通省の基準に従い管工事としました。しかし、我孫子市で

は、空調設備の入札を管工事で発注した前例が乏しく、市内に１２者ある管工

事に登録のある業者になじみが薄かったため、結果的に１者の入札になったと

思われます。入札状況については、本案件の受注者のみの参加で、落札率は９

６．５５％でした。工事の概要としては、空調設備の室内機及び室外機の交換

工事です。 

○委員 電子入札での発注ですが、応札可能な業者が１２者いるにも関わらず、

１者以外は、発注に気付かなかったと考えますか。 

○管財課担当者 我孫子市では電子入札について、入札情報サービスを利用して

いませんので、市のホームページから公告文を見る必要があります。管工事に

登録のある業者は、市長部局よりも水道局を注目する傾向があります。また、

空調設備を管工事で発注した前例に乏しいため、件名だけを見て管工事ではな

いと判断し、発注業種を確認しないケースも考えられます。 

○委員長 件名だけを見て管工事ではないと判断した業者がいたとすれば、市か

らもっと判り易い説明があれば、誤解を解消できたかもしれません。 

  競争が働くことは市にとってもメリットとなりますし、業者にとってもせっ

かくの受注機会が無駄にならないように、説明や周知の手法について検討を求

めます。 

○委員長 『天王台北近隣センター空調設備更新工事』については、以上としま

す。 

 

（６）商工観光課事案 

 案件名 
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  （仮称）我孫子駅前インフォメーションセンター建築工事 

 質問事項 

  １．センターの目的 

  ２．契約内容 

○担当者 センターの目的について説明します。平成２１年に観光庁が設立され、

各自治体が観光案内所の整備を行っています。我孫子市におきましても、市内

で初めての観光案内所として、我孫子インフォメーションセンターを開設しま

した。市の内外に我孫子の魅力を発信することにより、交流人口の拡大を図る

ことを目的としています。また、市内のガイドマップをはじめ、成田線・常磐

線沿線自治体などの観光パンフレットや市内の商工業社及び各種団体などのＰ

Ｒチラシやポスターを設置・掲出することにより、商工業の活性化及び地域の

活性化につなげていくことを目的としています。 

〇管財課担当者 本契約の内容としては、延べ床面積９８．５５㎡、鉄骨造・一

部コンクリート造の平屋を建築する工事です。インフォメーションセンター運

営の業務内容については、担当課から説明します。 

〇担当者 我孫子市のあゆみの郷・都市建設公社という財団法人に管理・運営を

業務委託しています。平成２２年度における委託料は、１２，５３０，０００

円です。あゆみの郷・都市建設公社が人員を配置して、市と連携を図りながら、

より良い観光案内所としての機能を保つようにしています。 

  また、インフォメーションセンターは、正面のガラスを開放して展示フロア

をステージとして使用することができます。 

○委員 駅からインフォメーションセンターに向かうとき、インフォメーション

センターの存在が判り難いと感じました。 

〇担当者 同様のご指摘は、他からも多々いただいています。駅の出口付近の２

ヶ所に案内板を設置し、既存の案内板にも案内表示を追加してありますが、そ

のような意見を受け、路面にも案内を表示する等、判り易く案内できるように

検討しています。 

〇委員 市の活性化に寄与する施設ですので、有効活用されることを希望します。 

○担当者 ９月１７日にオープン記念式典を行い、１月４日に１０，０００人の

来場者を迎えました。我々が予想したよりも、かなり多くの方に利用していた

だいていると思います。また、センターでは、展示なども行っています。これ

までの中で好評だったものは、万華鏡の展示です。日本で大賞を獲った方の作

品には、多くの反響がありました。現在は、吊るし雛の展示をおこなっていま

して、こちらも好評をいただいています。 

○委員 アビスタにも同様の展示スペースがありますので、インフォメーション

センターの展示を見た方が、次にアビスタに行きたくなるような流れができれ

ば、より有効な活用になると思います。 

○委員 工事の入札参加資格の中で、経営事項審査の総合評定値が４００点以上
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とありますが、この工事の要件としては点数が低いと考えます。どのような理

由で４００点となったかを説明してください。 

○管財課担当者 建設工事の入札参加資格要件については、我孫子市公募型競争

入札実施要綱に基づき設定しています。本案件の場合は、５００万円以上５０

００万円未満の小規模建設工事に該当しますので、要綱に規定された「経営事

項審査結果に基づく総合点数が４００点以上の市内建設業者」としました。 

  以前の基準では、５００点としていたのですが、昨今の不況に伴い発注件数

も減少していることから、参加対象者数を確保するために要綱を改正しました。 

○委員 経営事項審査の総合評定値は、業者を客観的に評価したものです。公共

施設の工事については、総合評定値が低い業者では適切な施工が困難な工事も

あると思います。本案件では、結果的に総合評定値が低い業者ではありません

でしたが、この規模の工事に総合評定値が低い業者も参加ができることに疑問

を感じます。地域の活性化や競争性の確保については理解できますが、公共施

設の工事については適切な施工がなされることを期待します。入札参加資格要

件の総合点数が４００点以上であることについては、理解しました。 

○委員長 『（仮称）我孫子駅前インフォメーションセンター建築工事』について

は、以上とします。 

 

（７）道路課事案 

 案件名 

  平成２２年度街路樹維持管理業務委託 

 質問事項 

  １．我孫子市緑化推進協力会とは、どのような組織であるか 

  ２．随意契約とした理由 

○担当者 我孫子市緑化推進協力会は、市内の造園業者９者からなる団体です。

３年前に我孫子市緑化推進協力会からの提案を受け、提案型公共サービス民営

化制度によって、この事業は民営化すべき事業と位置付けられました。平成２

０年度に公募型のプロポーザルを実施し、我孫子市緑化推進協力会が選定され

ました。管財課と協議しながら、プロポーザルで選定された業者でもあること

から、平成２０年度に引き続き平成２１年度及び平成２２年度の事業を我孫子

市緑化推進協力会との随意契約としました。 

○委員長 平成２０年度のプロポーザルにおいて、他の者の参加はありましたか。 

○担当者 我孫子市緑化推進協力会のみでした。 

○委員長 我孫子市緑化推進協力会には、市内の全ての造園業者が参加している

のですか。 

○担当者 入札参加資格を有している業者の中では、１社参加していません。 

〇委員長 来年度の事業は、業者の見直しをするのですか。 

〇担当者 来年度の契約は、プロポーザルで業者を選定するよう準備を進めてい
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ます。 

〇委員長 来年度のプロポーザルでは、他の者の参加が見込めますか。 

〇担当者 難しいかもしれませんが、他の参加者がいないとは言い切れません。

また、管財課からも３年で業者を見直すように意見がありましたので、来年度

にプロポーザルを実施する予定です。来年度のプロポーザルにおいても、我孫

子市緑化推進協力会以外の参加者がいないようでしたら、管財課と協議して、

契約の手法を検討したいと考えています。 

〇委員長 やみくもに業者を変えれば良いというものではありませんが、同じ業

者と長く契約を続けることによって、馴れ合いや適正な価格の確保に対する不

安が懸念されます。 

〇担当者 事業が民営化される前は、４０００万円近くの予算を持っていました。

市の予算が厳しくなる中で、市の積算により事業を行うとすると、どうしても

割高になってしまいます。我孫子市緑化推進協力会は、提案型公共サービス民

営化制度の提案の中に、予算を削減するための工夫も盛り込みました。例えば、

強剪定により管理のサイクルを長くする等がそれに当たります。今年度の契約

額は、１７００万円ですが、今年度行った内容について市で積算した場合は、

１７００万円を大きく上回ります。我孫子市緑化推進協力会の工夫により、契

約額以上の業務がなされているものと考えます。 

〇委員長 我孫子市緑化推進協力会の運営は、参加者たちの自治に任せているの

ですか。 

〇担当者 参加者が我孫子市緑化推進協力会に出資し、その比率に応じて仕事を

していると言うことです。 

〇委員長 我孫子市緑化推進協力会に新規参入を希望する者が現れた場合は、参

加が認められるのですか。 

〇担当者 可能性は、あると思います。 

○委員長 排他的・独占的にならないように、市の監視も必要と思います。 

○委員長 『平成２２年度街路樹維持管理業務委託』については、以上とします。 

 

（８）保育課事案 

 案件名 

  保育士派遣業務委託 

 質問事項 

1. 保育士の派遣に関して市側で提示している条件 

○担当者 業務内容としては、我孫子市立保育園における保育業務及びそれに付

帯する事務としています。派遣職員の資格要件としては、保育士資格を有し保

育園施設における勤務経験を有する者としています。就業場所としては、公立

公営の市立保育園６園のいずれかとしています。就業場所における指揮命令者

については、就業場所となった保育園の園長としています。派遣期間は、平成
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２２年７月５日から平成２３年３月３１日までとしています。９カ月である理

由は、派遣法のなかで、連続しても３年間まで、３年間連続した後は３か月以

上の間を開けなければならないという規定がありますので、我孫子市の場合は、

毎年ごとに３か月間の間を開けています。市で雇用する臨時保育士は、この３

カ月の期間を開ける必要が無いので、臨時職員との格差を設けるためにも９カ

月間としています。就業日は、保育園を運営している日となりますので、原則

として年末年始、日曜日及び祝日を除いた日となります。就業時間については、

７時から１９時までうち８時間以内で、原則として８時３０分から１７時まで

としています。また、派遣職員の中で土曜日の勤務が可能な方には、土曜日の

勤務もお願いしています。この場合、時間外の対応では無く、翌週の月曜日又

は金曜日に休みを入れることとしています。福利厚生面においても、社会保険

に加入する必要がある等の人事管理的な条件を付しています。その他、１日８

時間を超える勤務をしたときは割増賃金を払うことや苦情処理を保育課の職員

が受け付ける等の条件も提示しています。予算については、７名分の予算を確

保しています。 

○委員 ３カ月の期間を開けて派遣を再開した際には、以前と同じ方が勤務する

のですか。 

○担当者 入札に付していますので、会社が変わる可能性があります。また、派

遣されている保育士の方も３月に契約が終了することは知っていますので、４

月から別の派遣先に勤務することも多いです。従って、同じ方が派遣されるこ

とは稀です。 

  毎年、次年度の４月以降に不足する保育士の数が確定する２月下旬ころに、

我孫子市に派遣された方のうち次の派遣先が決まってない方を対象に我孫子市

の臨時保育士として働くことを投げかけています。市の臨時保育士の方が時給

が低いのですが、それらの方の中から、臨時職員として働いてくれる方もいま

す。この場合、なるべく同じ保育園に残ってもらうようにしています。 

○委員 年間７名分の予算を確保しているのですが、それらを全て市の臨時保育

士にすることはできないのですか。 

○担当者 予算は７名分確保していますが、７月の時点では７名の不足は生じて

いませんので、不足している分の人数の派遣を依頼します。我孫子市は、待機

児童ゼロを目指していますので、毎月入園してくる児童数に合わせて段階的に

派遣保育士の数を増やしています。今年の２月の時点では、１８名が派遣され

ています。このうち、約半数の方は次の勤務先が決まっています。今年は、次

の勤務先が決まっていない方に市の臨時職員への転職を打診したところ、多く

の方が、４月以降に市の臨時職員として働く意思を示しています。 

○委員 派遣保育士の業務についてですが、配置基準を超えた範囲が対象となる

のですか。例えば、多くの補助を必要とする児童が多い場合は、それらの児童

の担当となる等のケースに該当しますか。 
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○担当者 派遣保育士も資格を有していますので、補助の補助的な活用は考えて

いません。派遣される時点で、どのクラスにも既に担任がいますので、担任に

はなりませんが、その他の業務については他の職員と区別はしていません。無

理強いはしませんが、その日のリーダーをお願いすることもあります。 

○委員 加配ではないのですね。 

○担当者 加配ではありません。稀に加配を必要とする児童の担当となる場合も

ありますが、主に０・１歳のクラスで保育士が不足しがちなので、そちらに回

ることが多いです。 

○委員 派遣を依頼する際に、経験年数が何年以上であることや何歳児の担当の

経験を有すること等は考慮していますか。 

○担当者 派遣保育士を採用する前に、名前を伏せた経歴を提出してもらい、園

長と協議して、何歳児の担当とするか決めています。この際、本人の希望も確

認して、できるだけ希望に沿うように配慮しています。また、派遣される前に

顔合わせをして、本人が現場に合わないと感じた場合の辞退も認めています。 

○委員長 『保育士派遣業務委託』については、以上とします。 

 

（９）管財課事案 

 案件名 

  我孫子市庁舎総合管理業務委託 

 質問事項 

  １．委託業務内容 

  ２．随意契約とした理由 

○担当者 業務内容は、庁舎電気機械空調設備運転監視日常業務、庁舎総合清掃

業務、庁舎警備業務及び庁舎電話交換業務です。これらの業務を個別に契約す

のではなく、総合管理として一括に契約しています。随意契約とした理由は、

年間を通じた日常業務であるため業務の継続性が重要であり、性質上複数年継

続することによって効果が期待できるものであることから、平成２０年度に入

札により契約した業者と以後２年間を随意契約したものです。 

○委員長 入札をした業務については、合計で３年間は引き続き契約して、３年

ごとに見直す運用をしているのですね。 

○管財課担当者 ただし、業務の履行状況が良好であるという条件があります。 

○委員長 この業務は、以前からこの業者と契約していたのですか。 

○管財課担当者 前回の入札の時から、総合管理の形態となりました。 

○委員長 業務内容を確認すると、庁舎電気機械空調設備運転監視日常業務など

の技術を要するものもあれば、警備や清掃など性質が異なるものもあります。

これだけ業務内容が多岐に渡ると競争に参加しようとする業者が少ないのでは

ないかと思うのですが、その点について担当課ではどのように考えていますか。 

○担当者 平成１９年度の我孫子市施設管理維持管理検討委員会において、個別
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の業務を一括して委託することにより経費の削減を図る旨の指針がありました。

管財課として、その指針に沿って総合管理として発注しました。 

○委員長 入札に付したとしても実質的に１者しか参加できないようでは、競争

原理が働かず入札の意義がありません。今後の入札の状況によっては、発注形

態について検討することも視野にいれてください。 

〇委員 水道局の庁舎の管理も市役所と同じ業者が行っていますか。 

○担当者 異なる業者と記憶しています。 

○委員長 建物ごとに管理を分けているのですか。 

○管財課担当者 外局は、建物ごとに分けています。本庁舎の他に総合管理をし

ている施設は、アビスタと保健センターです。 

○委員長 セキュリティの面からも、建物ごとの方が適切と考えますか。 

○管財課担当者 何を優先するかによって、考え方が変わると思います。庁舎の

総合管理の場合は、市の予算の効率的な運用という視点で施設管理の手法を検

討しました。一括して発注することにより経費の削減が期待できるのではない

かという意見を基に、参考見積もりを徴収して比較したところ、費用削減の効

果が認められたため、事業指標の選択に至ったものです。市の予算の効率的な

運用という視点が最善であるかについては、結論が出ている訳ではありません。

別の視点で考えたときに、分離発注が適切になることもあり得ると思います。 

○委員 本案件の業者選定については、プロポーザルを原則としますか。 

○担当者 次年度の業者選定は、ポロポーザル方式で行う予定です。 

〇委員 経費を削減することが一括で発注することの趣旨であるとの説明があり

ましたが、平成２０年度までの個別に発注していた経費の合計と平成２１年度

以降の一括発注した経費が具体的に比較できる資料があれば、状況を把握し易

かったと思います。 

○委員長 『我孫子市庁舎総合管理業務委託』については、以上とします。 

 

１０．総括 

〇委員 市役所の仕事の多くは、従来の手法を引き継いで行われていることが多

いと思います。そこに、外部の視点からの意見があることで、より良い方向に

向かうことを期待します。 

〇委員 我孫子市の入札等監視委員会は、平成１４年度の立ち上げから、９年を

迎えました。平成１４年当時、市町村のレベルで監視委員会を設置している団

体は、全国的に見ても珍しく、新聞記事になったと記憶しています。 

  本委員会の趣旨は、契約制度の透明性・公平性の向上及び地域の活性化を含

む入札・契約制度の改善に寄与することです。これからも、本委員会の趣旨に

沿って、充実した活動が継続されることを期待します。 

○管財課担当者 本日の９件の審議のなかで、受注機会について何度か触れられ

たかと思います。「適切な受注機会の確保」を今回の委員会の提言とさせていた
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だきます。 

また、資料についても、「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ので、次回からの資料の作成に際しては、参考とさ

せていただきます。 

○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２２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。 

 


