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会  議  録           

 

会議の名称 平成２７年度第２回東村山市入札等監視委員会 

開 催 日 時 平成２７年１１月１２日（木）午後６時３０分～８時 

開 催 場 所 東村山市役所本庁舎６階 第２委員会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）藤原委員長、山田務委員（職務代理） 

（市事務局）荒井副市長、當間総務部長、清水総務部次長、村野契約課長、

長谷川契約係長、山岸主任、中村主事 

●欠席者： 臼井雅子委員、河村文委員 

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 開会 
２ 委員紹介 
３ 事務局職員紹介 
４ 委員長選出及び委員長挨拶 
５ 職務代理の指名及び職務代理挨拶 
６ 議事 
（１）報告事項 
①平成２７年度上半期工事契約実績等 

 
（２）抽出案件審査 
案件１ 条件付き一般競争入札（ＪＶ） 
 ・東村山市立中央公民館空調設備改修工事 

 案件２ 条件付き一般競争入札（総合評価方式） 
  ①東村山市立中央公民館耐震等改修工事 
  ②都市計画道路３・４・２７号線道路築造工事（第１工区その１） 
 案件３ 希望制指名競争入札 
  ①市立回田小学校トイレ改修工事 
  ②市立南台小学校トイレ改修工事 
  ③市立北山小学校トイレ改修工事 
  ④市立富士見小学校トイレ改修工事 
７ その他 
８ 閉会 
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問い合わせ先 

総務部契約課 

担当者名 中村 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３２２） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過  

※岸上前委員長の退任に伴い、開会前に藤原氏に委嘱状を交付する。 

 

１ 開会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 事務局職員紹介 

 

４ 委員長選出及び委員長挨拶 

・藤原委員を選出 

 

５ 職務代理の指名及び職務代理挨拶 

 ・山田委員を指名 

 

６ 議事 

（１）報告事項 

➀平成２７年度上半期工事契約実績等 

・入札方法別平成２７年度上半期契約課扱い（工事総価） 

条件付き一般競争入札 ４件‐単純平均落札率９９．６３％ 

希望制指名競争入札  ８件‐単純平均落札率９７．８９％ 

指名競争入札    １８件‐単純平均落札率９５．１０％ 

特命随意契約     ４件‐単純平均落札率９９．２１％ 

上半期全体     ３４件‐単純平均落札率９６．７７％ 

 

○主な質疑応答 

・過去３年度分の契約実績をみると、電気工事の落札率が下がっているが理由は。 

→単体の電気工事は当市において発注が少ない状況であるため、例えば平成２６年度

の公募型工事には１７者の業者が参加した入札となり、競争性が出ているためであ

ると思われる。 

・学校の工事等で電気工事があるようなものも建築工事として発注しているのか。 

→建築関係では、新築や改修もあり、一概に申し上げられないが、電気工事費の額や、
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その占める割合が高くなる場合などに、分離発注を検討するが、少額の場合などは

建築で発注するケースが多い。 

・電気工事での発注が３か年で６件となっているが、この６件は電気工事の割合が多

かったのか。 

→６件については電気工事の割合が多かったため電気工事として発注した。元々の発

注件数が少なく大きな学校再建もないため電気工事が少なくなっている。また、電

気工事は修繕に近いものが多く、そういったものは電気業者に発注を行っている。 

・工事全般について、震災の影響、あるいはオリンピック関連工事の増などによる技

術者不足、材料費高騰という中で落札率が高くなっているといわれているが、平成

２７年度の比較的後半の状況でもあまり変わらず落札率が高くなっているという

認識か。 

→平成２７年度についても特に土木工事において、入札参加業者の辞退される数が多

くみられる。そのようなことを踏まえると、まだ震災の影響もあると思われる。 

 

 

（２）抽出案件審査 

案件 1 条件付き一般競争入札（ＪＶ） 

・東村山市立中央公民館空調設備改修工事 

（概要） 

・空気調和設備工事一式、付帯電気工事一式、付帯建築工事一式 

（経過） 

 ・業種 空調工事 

 ・単体・ＪＶ区分 ２者によるＪＶ 

・参加資格条件 Ａグループ：東京都内で５年以上営業していること。 

              経営事項審査による「管工事」又は「機械器具設置

工事」の総合評定値が１，２００点以上 

              過去７年度以内に３億円以上の公共実績 

        Ｂグループ：多摩地区内で５年以上営業していること。 

              経営事項審査による「管工事」又は「機械器具設置

工事」の総合評定値が多摩地区内８００点以上１，

２００点未満、東村山市内６５０点以上１，２００

点未満 

・平成２７年３月１７日に入札公告 ４月２２日開札 

・申込みは、３建設共同企業体 

・落札業者 大成温調・岡村建設共同企業体 

・入札経過 １回目で落札 

・契約金額 ３６５，０４０，０００円（落札率９９．６７％） 
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○主な質疑応答 

・本件を総合評価方式でなく、条件付き一般競争入札にした理由は。 

→本件は、市としても、数年に一度あるかないかの大型のＪＶ工事案件である。その

ようなことから、参加資格条件のランクも高くなり、これまで市の工事成績評定を

受けたことのない業者の申し込みが多数になると想定されたため、工事成績評定点

を含めて総合評価ができないおそれがあったこと、試行段階の総合評価方式案件に

ついては、ＪＶ案件ではなく、単体発注工事を念頭に置いていたため、本件につい

ては条件付き一般競争入札とした。 

・参加者が少ないということと、落札率が高いということについて、東村山市ではど

のように受け止めているか。 

→参加者が少ないことについては、昨今の労働者不足の問題が上げられると考える。

また、東京都の資料などを見ると、ＪＶは単体より希望者が３分の１程度に減少す

るとある。ＪＶを結成するためには時間と手間を要することもあり、敬遠されるの

ではないかと考える。落札率が高いとのことについては、予定価格の基礎となる設

計に当たっては、東京都の標準単価を使用し設計している。この標準単価は、最新

のものを使用しているが、この標準単価にないものとして、特に本件は空調工事と

いうことで、冷温水発生器、冷却塔、空調機などのいわゆる機械ものが多く、また、

これらは直接工事費に占める割合も、約３割と多くなっている。この標準単価にな

いものに関しては、複数社より見積りを徴し、その最低価格を採用している。この

ようなことから、本件の設計は、市況に極めて近いものになったのではないかと考

える。 

・発注情報というのは年間計画で出されるということになっているが、東村山市の場

合はどのように公表しているか。 

→まず、4 月に年間発注予定表を公表している。その後 10 月には更新したものを公表

している。 

・どのように発注情報を公表しているか。 

→電子調達サービス及び市役所本庁舎１階の情報コーナーにて公表している。 

・多くの入札参加者を得るためには、東村山市のホームページに年間予定表を掲載し

た方が業者のためにも良いとは思う。 

→参考にしたい。 

 

 案件２ 条件付き一般競争入札（総合評価方式）  

①東村山市立中央公民館耐震等改修工事 

（概要） 

・耐震補強工事一式、耐震補強工事に伴う付帯設備工事一式 

（経過） 

 ・業種 建築工事 

・参加資格条件 市内はＡＢＣランク、市外（北多摩地区に本店）はＢランク 
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・平成２７年４月２１日に入札公告 ５月２７日開札 

・予定価格 事前公表：８７，７２４，０８０円 

・申込みは、市内５者、市外１者 

・落札業者 株式会社イズミ・コンストラクション 多摩営業所 

・入札経過 １回目で落札 ５者辞退 

・総合評価値 価格点 0.03＋技術点 8.5＝8.53 

・契約金額 ８７，６９６，０００円（落札率９９．９７％） 

 

②都市計画道路３・４・２７号線道路築造工事（第１工区その１） 

（概要） 

・道路築造工事 一式  （本線部 延長Ｌ＝160.52ｍ、幅員Ｗ＝16.0ｍ ） 

土工事一式、安定処理工（Ａ＝1487ｍ２）、車道舗装工（65 型Ａ＝1288ｍ2、55 型Ａ＝

280ｍ2、45 型 Ａ＝411ｍ2 他）、平板設置工（Ａ＝465ｍ2）、インターロッキングブロック

工（Ａ＝229ｍ2）、植栽・支柱設置工（Ｎ＝22 本）、街渠設置工（Ｌ＝297ｍ） 街渠用集

水桝設置工（Ａ＝25 箇所）   他 

（経過） 

 ・業種 道路舗装工事 

・参加資格条件 市内はＡＢＣランク、市外（北多摩地区に本店）はＢランク 

・平成２７年６月２３日に入札公告 ７月２２日開札 

・予定価格 事前公表：１０３，７０２，６８０円 

・申込みは、市内３者 

・落札業者 株式会社及川土木 

・入札経過 １回目で落札 ２者辞退 

・総合評価値 価格点 1.06＋技術点 11.5＝12.56 

・契約金額 １０２，６００，０００円（落札率９８．９４％） 

 

○主な質疑応答 

・技術評価点一覧で評価項目と配点の表は公表されているのか。 

→公表している。 

・辞退した業者の理由として積算が合わないという話だが、予定価格を事前公表して

いるのになぜか。 

→入札公告の段階で予定価格は公表しているが、仕様書までは公表していない。その

ため、結果通知と資料配布の段階で細かい資料を各業者に通知して、この段階から

積算を始めることになる。したがって、その積算を行った段階から実際に業者が社

内で積算した結果が予定価格を越えてしまったため辞退となった。 

・市の積算の見直しが必要でないのか。 

→積算表に基づいて行っているので、適正な価格と判断している。 

・総合評価方式案件のみ予定価格を事前公表するのはなぜか。 
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→総合評価方式のみ事前公表としているのは、価格のみによる競争でないことであ

り、このことは他団体などを参考にした。 
・今後、総合評価を試行していくなかで、どういう点に留意しながら案件の選び方や評価方

法を行うのか。 

→今年度は 2件の試行となったが、来年度は、建築、土木、設備から選出して試行していき

たい。それらで同じ業種における経年結果を参照し、検証していきたい。今回、参加業者

からアンケートを徴取した。そのなかで、当市の積算と業者の見積に大きく差が生じてい

るとの回答を受けたことから、いろいろと試した中で検証していきたい。 

 

案件３ 希望制指名競争入札 

①市立回田小学校トイレ改修工事 

②市立南台小学校トイレ改修工事 

③市立北山小学校トイレ改修工事 

④市立富士見小学校トイレ改修工事 

（概要） 

・既存和式便器を全て洋式便器に改修、湿式トイレから乾式トイレへの改修等 

 

①「市立回田小学校トイレ改修工事」 

（経過） 

・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（東京都内に本支店）はＢ・Ｃランク 

・平成２７年４月１４日に入札説明書公表 ５月２０日開札 

・申込みは、市内業者３社（追加指名 市内２社、市外３社） 

・落札業者 株式会社川俣組 

・入札経過 ３社辞退 １回目で落札 

・契約金額 ４９，８９６，０００円（落札率９３．２４％） 

 

②「市立南台小学校トイレ改修工事」 

（経過） 

・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（東京都内に本支店）はＢ・Ｃランク 

・平成２７年４月１４日に入札説明書公表 ５月２０日開札 

・申込みは、市内業者５社（追加指名 市内１社、市外２社） 

・落札業者 立花建設株式会社 多摩支店 

・入札経過 ２社辞退 ３回目の入札後の随意契約交渉にて契約 

・契約金額 ５２，４３４，０００円（落札率９９．９９％） 

 

③「市立北山小学校トイレ改修工事」 

（経過） 

・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（東京都内に本支店）はＢ・Ｃランク 
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・平成２７年４月１４日に入札説明書公表 ５月２０日開札 

・申込みは、市内業者４社、市外業者２社（追加指名 市内２社） 

・落札業者 株式会社川俣組 

・入札経過 １社辞退 ２回目で落札 

・契約金額 ４４，８７４，０００円（落札率９９．９１％） 

 

④「市立富士見小学校トイレ改修工事」 

（経過） 

・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（東京都内に本支店）はＢ・Ｃランク 

・平成２７年４月１４日に入札説明書公表 ５月２０日開札 

・申込みは、市内業者４社、市外１社（追加指名 市内１社、市外２社） 

・落札業者 株式会社荒野工務店 

・入札経過 ２社辞退 １回目で落札 

・契約金額 ５１，６２４，０００円（落札率９５．４７％） 

 

○主な質疑応答 

・前年度は不調になったということで今年度の入札では何を変えたのか。 

→今年度に入り設計単価、労務単価が変わっており、4 月 1 日の単価基準を使用した。

地域要件に関しては昨年度の 2 回目の入札と同様にした。 

・4 件とも希望して指名を受けている業者がいるが、4 件全部を落札してもすべて行

えると考えているのか。 

→技術者が確保できれば 4 件とも施工可能と考えている。 

・案件をまとめなかったのは業者の発注機会を増やすという考えか。 

→業者の発注機会を増やすことも 1 つの理由である。また、本件は学校の工事で、市

内という範囲に限られるが、現場が離れているためである。 

・離れているといっても市内の業者が市内の現場に行くだけではないのか。 

→案件をまとめて 1 つの契約にした場合は、契約上、専任の監理技術者は 1 名で良い

が、事実上、4 校の工事を同時進行するためには、それぞれに担当の技術者を置か

なければならないと思われる。そうなると、技術者不足という辞退理由があったた

め、その点も考慮している。 

・１年間で C ランクの業者が 3，4 件も仮に受注したとして、施工する力があるのか。 

→実際には工事はすでに終わっている。技術者は確保されており、施工結果は良好で

あったので、受注は可能であったと考える。 

 

７ その他 

 なし 

８ 閉会 

 


