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会  議  録           

 

会議の名 称 平成３０年度第１回東村山市入札等監視委員会 

開 催 日 時 平成３０年６月１４日（木）午後６時３０分～７時３０分 

開 催 場 所 東村山市役所本庁舎３階 庁議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）松村光庸委員長、山田務委員（職務代理）、一藤剛志委員 

（市事務局）渡部市長、荒井副市長、東村総務部長、高柳総務部次長、佐藤

契約課長、長谷川契約課長補佐、小山主任、中村主事 

●欠席者： 臼井雅子委員 

傍 聴 の 可 否 不可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

➀情報公開条例第６条の法人情報・行政運営情報・意思

形成過程情報の非公開情報に当たるため 

➁会議を公開することにより、委員の率直な発言と意見

交換に支障が生じるなど、公正かつ円滑な議事運営が損

なわれるおそれがあるため 

 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱状交付 

２ 市長挨拶 

３ 事務局職員紹介 

４ 委員自己紹介 

５ 委員長選出及び委員長挨拶 

６ 職務代理の指名及び職務代理挨拶 

７ 議事 

（１）報告事項 

・平成２９年度下半期工事契約実績等 

（２）抽出案件審査 

案件１ 希望制指名競争入札 

 ・橋梁補修工事（柳瀬橋・山下橋） 

 案件２ 指名競争入札 

  ・庁舎敷地内工作物等撤去工事 

案件３ 特命随意契約 

  ・市道第５９９号線１拡幅改良工事 

８ その他 

９ 閉会 

問い合わせ先 

総務部契約課 

担当者名 小山 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３２３） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

１ 委嘱状交付 

２ 市長挨拶 

３ 事務局職員紹介 

４ 委員自己紹介 

５ 委員長選出及び委員長挨拶 

６ 職務代理の指名及び職務代理挨拶 

７ 議事 

（１）報告事項 

平成２９年度下半期工事契約実績等  

・入札方法別平成２９年度下半期契約課扱い（工事総価） 

希望性指名競争入札  ２件‐平均落札率９６．３６％ 

指名競争入札    １５件‐平均落札率９３．６４％ 

特命随意契約     ７件‐平均落札率９８．７５％ 

年間全案件     ６１件‐平均落札率９４．００％ 

 ・競争入札における工種別落札率の状況について 

  落札率は２７年度から２８年度、２９年度と下降傾向にある。 

 

○主な質疑応答 

・特命随意契約と不落随契の違いは。 

→当初より１者への見積依頼の後、随意契約を行った案件を特命随意契約とし、入札を行っ

た後の不落随契については特命随意契約としてカウントしていない。 

 

（２）抽出案件 

案件 1  

希望制指名競争入札 

 ・橋梁補修工事（柳瀬橋・山下橋） 

（概要） 

柳瀬橋（車道）：橋長１６．５８０ｍ、鋼鈑桁橋（RC床版）・主桁当板補修工（w=０．８

４ｔ）、主桁塗装工（A=４３㎡） 

柳瀬橋側道橋（歩道）：橋長２３．６００ｍ（上流側）、橋長２３．４５０ｍ（下流側）、

鋼鈑桁橋・橋面防水工及び舗装工（A=７０㎡） 

山下橋：橋長１０．９６０ｍ、PCホロー桁橋橋面防水工（A=８９㎡）、クラック処理工（床

版下面 L=１８５ｍ）、表面含浸工（A=１０５㎡） 

 

（経過） 

 ・業種 一般土木工事 
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 ・参加資格条件 １回目：市内はＡ～Ｅランク、市外（都内に本店、支店、営業所）

はＢ又はＣランク 

         ２回目：市内はＡ～Ｅランク、市外（都内に本店、支店、営業所）

はＡ、Ｂ又はＣランク 

 ・入札経過 

   ●１回目入札 

      ９月２６日（火） 入札公告 

１０月 ３日（火） 参加申込み締め切り（３者希望） 

１０月１０日（火） 結果通知・資料配布（４者追加指名） 

１０月２５日（水） 開札 

第１回 ７者辞退 落札者なし 全者辞退により不調 

●２回目入札 

     １１月２１日（火） 入札公告 

１１月２８日（火） 参加申込み締め切り（３者希望） 

１２月 ５日（火） 結果通知・資料配布（４者追加指名） 

１２月２０日（水） 開札 

第１回 ３者応札４者辞退  

第２回 １者応札２者辞退 

第３回 １者応札 落札者なし 

不落随契により契約 

・落札業者 関建設工業株式会社（小金井市） 

・契約金額 ４０，５００，０００円（落札率９９．２９％） 

・契約変更 舗装工・橋面防水工の追加並びに、高欄補修の工法変更、警察からの指導

による柳瀬橋と山下橋の警備員人数の変更及び工期変更 

・契約変更後金額 ４９，９１２，２００円 

 

 

○主な質疑応答 

・１回目と２回目の入札では、予定価格が上がっているが、工事内容の変更はあった

のか。 

→予定価格の積算については、最新の単価を使用している。工事内容の変更はなかっ

た。 

・１回目の入札で不調になった場合、業者はその予定価格は分かるのか。 

→不調の場合、入札経過調書を公表していないため、業者が予定価格を把握できるこ

とはない。 

・希望制指名競争入札で、参加申し込みをしている業者が辞退するのはなぜか。 

→公募型の入札については、入札説明書の公表から入札までの期間が約１ヶ月あるた

め、その間に他の工事を受注することになり辞退となるケースがある。 
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・契約変更の金額の積算方法は。 

→積算については、東京都と同様に積算基準があり、基準の単価がないもしくは市場

価格との差が大きい場合は、複数の業者からの見積もりを取り、その平均値で積算し

ている。また、その積算金額に、当初契約時における落札率を掛けている。 

 

案件２  

指名競争入札 

・庁舎敷地内工作物等撤去工事 

（概要） 

1回目 屋外広告塔の撤去、樹木の抜根・伐採、駐車場及び塀の新設に伴う建築工事一式     

  ２回目 屋外広告塔の撤去、樹木の抜根・伐採・剪定、塀の新設に伴う建築工事一式 

（経過） 

・業種 建築工事 

 ・共同格付け Ｄランク 

・入札経過 

 ●１回目入札 

 １０月２４日（火） 資料配布・指名（６者） 

１１月 １日（水） 開札 

             第１回 ３者入札 １者辞退 ２者不参 落札者なし 

第２回 １者入札 ２者辞退 落札者なし 

             第３回 １者辞退 入札打ち切り 

●２回目入札 

   １１月１４日（火） 資料配布・指名（６者） 

   １１月２２日（水） 開札 

             第１回 ４者入札 ２者辞退 落札となるべき同価格の入札を

した者が２者いたため、くじで落札者を決定 

・落札業者 株式会社川俣組 

・契約金額 ７，９９２，０００円（落札率９９．６６％） 

・契約変更 欅を剪定から抜根へ変更。北庁舎敷地と府中街道の段差解消のために地先 

ブロックを擁壁に変更  

・変更後契約金額 ８，３９８，０８０円 

 

○主な質疑応答 

・１回目と２回目の入札で工事内容の変更は。 

→駐車場の新設工事のとりやめ、高木伐採・抜根について、一部高木剪定に変更した。 

・１回目と２回目の入札で工事内容が減少しているのに予定価格が上がった理由は。 

→担当所管において、設計単価の見直しを行った。その際に、東京都の基準と市場単

価にかい離がある単価については、３者より見積りを聴取し、その平均値を設計単価
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として、再積算を行った。 

・本件は、最低制限価格が非設定であるが、入札参加業者はそのことが分かるのか。 

→入札段階では、参加業者は把握していない。 

・最低制限価格の設定が予定価格２，０００万円以上で設定していることは、業者は

分かっているのか。 

→公表しているため、把握は可能である。 

 

案件３  

特命随意契約 

・市道第５９９号線１拡幅改良工事 

（概要） 

本路線は、周辺地域から主要道路（旧所沢街道）への出入り口部分として使用されている

が、道路幅員が狭小であり緊急車両（消防車、救急車）を含めた車の相互通行が困難である

ことから拡幅改良工事を行うと共に雨水溢水対策工事も兼ねている。そこで、早急に入札を

行ったが、二度不調となり、工事完了が可能な期間が迫ってきてしまった。そのため、市内、

市外各１社に年度内に工事完了できる技術者や下請け業者が確保できるか等のヒアリングを

実施した結果、光建設株式会社のみ対応可能との返答を得られた。よって、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第８号による随意契約を行った。 

（経過） 

・業種 道路舗装工事 

・共同格付け Ｄランク 

・入札経過（２回目入札不調後不落随契） 

●１回目入札 

１０月１０日（火） 資料配布・指名（６者） 

１０月１８日（水） 開札 

           第１回 ３者入札 ２者辞退 １者不参加 落札者なし 

第２回 １者入札 １者辞退 １者不参加 落札者なし 

           第３回 １者入札 落札者なし  

不落随契協議するも不成立 

●２回目入札 

  １１月１４日（火） 資料配布・指名（６者） 

  １１月２２日（水） 開札 

            第１回 ６者辞退 落札者なし 

 ●特命随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号による） 

  １２月１日（火） 資料配布・見積依頼（１者） 

  １２月６日（水） 見積合わせ 

  １２月７日（木） 契約 

・契約相手方 光建設株式会社 
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・契約金額 ８，２０８，０００円（落札率９７．７４％） 

・契約変更 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 5 型）の数量変更。境石工（地先 A）の追加。Co

すりつけ舗装工の追加。ﾀｲﾙ復旧工の追加。交通誘導員の増員。 

・変更後契約金額 １０，１７０，３６０円 

 

○主な質疑応答 

・本件は、１回目と２回目の入札で工事内容の変更はあるのか。 

→変更はない。 

・１回目と２回目の入札での予定価格が上がった理由は。 

→１回目の入札で金額の折り合いがつかなかったため、積算単価のかい離について、

担当所管と業者でのヒアリングを行い、再積算を行った。 

・１回目の入札で辞退した業者も２回目で指名したのか。 

→１回目の入札で応札があった業者は、２回目も指名しているが、辞退、不参加の業

者は指名していない。 

・１回目と２回目の入札で業者間でどこが指名されているのか分かるのか。 

→１回目の入札が不調となっているため、指名業者について把握は出来ない。 

・２度の不調後に、ヒアリング対象として選んだ業者の選定理由は。 

→光建設は市内業者であり、当市における数少ない土木工事の登録業者である。同者

は、１回目の入札において、指名を行ったが、理由なしの辞退であったため、履行可

能である可能性があるため、ヒアリングを行った。 

・契約変更について、交通誘導員の増員や、道路の段差が発生したというのは、最初

の設計で含められないのか。 

→交通誘導員の数については、過大積算せずに最低限の必要人数で積算しているた

め、どうしても現場状況で増員が必要になることはある。道路の段差についても、当

然最初から分かれば良いと思われるが、予見できなかった部分である。 

・契約変更の根拠基準はあるのか。 

→契約書に添付している、公共工事標準請負約款にて基準が定められている。 

 

８ その他 

（なし） 

 

９ 閉会 

 


