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会  議  録           

 

会議の名称 平成２９年度第１回東村山市入札等監視委員会 

開 催 日 時 平成２９年５月２５日（木）午後６時３０分～８時 

開 催 場 所 東村山市役所本庁舎５階 ５０１会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）藤原卓也委員長、山田務委員（職務代理） 

（市事務局）荒井副市長、東村総務部長、清水総務部次長、佐藤契約課長、

長谷川契約係長、中村主事、小山主事 

●欠席者： 河村文委員、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 委員長挨拶 

 

２ 議事 

（１）報告事項 

平成２８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 

 ・市道８１号線１舗装補修工事 

 案件２ 指名競争入札 

  ・私有道路整備工事（その２） 

 案件３ 特命随意契約 

  ・小川橋付近前川浚渫工事 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

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２３２３） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 



2 
 

会  議  経  過  

１ 委員長挨拶 

 

２ 議事 

（１）報告事項 

平成２８年度下半期工事契約実績等 

・入札方法別平成２８年度下半期契約課扱い（工事総価） 

希望制指名競争入札  ３件‐単純平均落札率９９．１７％ 

指名競争入札     ４件‐単純平均落札率９０．３０％ 

特命随意契約     １５件‐単純平均落札率９９．９８％ 

年間全体       ６３件‐単純平均落札率９６．９６％ 

 ・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年度にかけて下がっているが、案件によって落札率が７０％

や８０％台の案件があったためと考えられる。 

   

○主な質疑応答 

・傾向的には平成 28 年度の平均落札率が下がっているが、どう分析しているか。 

→明確な理由はわからないが、案件によっては 82.63%や 78.88%と低く落札されたも

のもあるため、これらの影響もあると思われる。 

平成 28 年度で条件付一般競争入札の場合は 90%未満の案件が 2 件、平成 27 年度

は 0 件。希望制指名競争入札は、平成 28 年度は 90%未満の案件が 2 件、平成 27 年

度は 0 件。指名競争入札は。平成 28 年度は 90%未満の案件が 4 件、平成 27 年度も 4

件だった。それぞれで金額が大きい案件で落札率が低いものもあったため、それが影

響していると考えられる。 

 

・落札率が低くなった要因は。 

→落札率については、予定価格の積算において、最新の単価を使用し、できるだけ現

況に合った設計をするように努めている。落札率が低くなった理由については、正確

なことはわからないが、業種によっては低い落札率になっており、また時期等も影響

していると考えられる。契約担当所管としての評価としては、落札率が下がったこと

は、悪いこととは考えていないが、案件によっては、再度入札や不調になるものもあ

るため、引き続き適正な予定価格の設定、発注時期等に努めていきたい。 
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（２）抽出案件 

案件 1 希望制指名競争入札：市道８１号線１舗装補修工事 

（概要） 

市道の舗装及び補修工事 

（道路築造工事一式、土工事一式、車道舗装工、プレキャスト街きょ工、歩車道境

界ブロック工、歩道舗装工 他） 

 

（経過） 

・１回目入札：９月６日に６者を指名 ９月２１日開札（指名競争入札） 

２回目入札：１０月２５日に７者を指名 １１月９日開札（希望制指名競争入札） 

・落札業者 株式会社及川土木 

・入札経過  

●１回目入札（指名競争入札） 

９月 ６日（火） 資料配布・指名（６者） 

９月２１日（水） 開札 

  第１回 ２者入札 ３者辞退 落札者なし 

第２回 ２者辞退 全者自体のため不調 

 

 ●２回目入札（希望制指名競争入札） 

 １０月１１日（火） 入札説明書公表 

１０月１８日（火） 参加申込み締め切り（２者申し込み） 

１０月２５日（火） 指名通知・資料配布（５者追加指名） 

１１月 ９日（水） 開札 

 

・契約金額 ３５，１００，０００円（落札率９９．３３％） 

 ・契約変更 現地精査の結果、契約図面との相違が生じたことによる発生土運搬処

分工数量の増、舗装工延長の増、交通誘導員人数の増等 

 ・契約変更後金額 ４１，４４１，７６０円 

 

○主な質疑応答 

・1 回目の入札が不調で、設計額を変えているが、それについて不調になってしまっ

たことへの評価や見解はあるか。 

→まず 1 回目の不調に対する理由については、指名選定基準に基づき市内業者 6 者を

指名し、応札者が 2 者のみで、その 2 者についても金額の折り合いがつかなかったた

め再度入札では 2 者とも辞退となり不調となった。1 回目から辞退している会社の辞

退理由は全社とも技術者不足であったため、発注時期の問題等があったと考える。た

だし、平成 28 年度中に施工しなければならない案件であったため、2 回目の入札に
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ついては再度設計部門で検討し直したところ予定価格が 3,000 万円以上となったた

め、指名選定基準どおり希望制指名競争入札で実施した。 

 

・当初の設計金額より 600 万円以上も設計額が上がった理由は。 

→1 回目の入札時の業者とヒアリングし、現場での課題を抽出した。そこで実作業に

より適した積算の見直しを行い、その中で変更の内容は、作業時間の制約を受ける条

件、擦り付け工の追加、誘導員自体も当初の設計よりも必要だというところで金額が

増になった。 

 

・当初の設計段階では、わからないことなのか。 

→本件は道路舗装工事であり、現場に行って新しく作業しなくてはならないものが見

つかったり、近所の人たちから交通安全のために交通整理員を配置してほしいという

ような依頼があった。また、夜間工事にかかる部分が設計段階ではなかなか把握しき

れなかった。それらを踏まえて設計をし直さないといけなくなった。1 回目の入札で

落札できなかった場合に、一定の情報を踏まえて設計部門で積算し直すということも

ある。 

 

・約 600 万円が契約変更によって増額をしているが、本来入札が行われる金額のもの

を契約変更にしているのではないか。 

→道路舗装工事は特に契約変更が多く、実際に工事を行って分かったということがあ

る。その中で工事を進めなくてはならないため、工事中の区域内での話であるため、

施工中の業者に依頼をすることになった。 

 

・東村山市はいくらまで契約変更ができるという基準はあるのか。 

→基準は設けていない。 

 

・実際に工事をやってみないとわからないこともあるとは思うが、交通誘導員数であったり、

工事期間の話というのはそれ加味して積算するのがプロだから、明らかに後から生じた問題

については仕方ないが、もう少し契約部門からも設計部門に意見を言ったりするようなこと

があるべきで、契約部門だけが言われる話ではない。設計のことは契約部門ではわからない

部分なので、だからこそきちんと市全体としてとらえて、次回に活かしてほしい。 

→今後の参考にさせていただく。 

 

 案件２ 指名競争入札：私有道路整備工事（その２） 

（概要） 

私有道路の整備工事 

（舗装工事一式、排水施設工一式 他） 



5 
 

 

（経過） 

・１回目入札：１０月２５日に５者を指名 １１月２日開札（指名競争入札） 

２回目入札：１１月１５日に１０者を指名 １１月２４日開札（指名競争入札） 

・落札業者 株式会社川俣組 

●１回目入札（指名競争入札） 

１０月２５日（火） 資料配布・指名（５者） 

１１月 ２日（水）開札 

   第１回 １者入札 ４者辞退 落札者なし 

第２回 １者入札 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（指名競争入札） 

  １１月１５日（火） 資料配布・指名（１０者） 

  １１月２４日（木） 開札 

   第１回 １者入札 ６者辞退 ３者不参 落札者なし 

   第２回 １者入札 落札者なし 

   第３回 １者入札 落札者なし 

       不落随契により落札 

・契約金額 ５,５０８,０００円（落札率９９．６８％） 

・契約変更 現地精査の結果、契約図面との相違が生じたことによる発生土運搬処分

工数量の増、排水施設工数量の増、施工内容の増による交通誘導員人数

の増。 

・契約変更後金額 ５,９９８,３２０円 

 

○主な質疑応答 

・1 回目の入札で業者の応札額と設計金額の差が大きいが、なぜこんなに差が出てし

まったのか。 

→実際に業者と交渉した際、本件は、私道になるので宅地前の小規模工事という制約

があり、作業の中断や日中の作業の制約などがあるため現場作業時間に限りがあり、

その分積算時に高く見積もったとのことだった。当市の設計に関してはそこを加味し

ていなかったため、業者との食い違いが生じてしまった。 

  

・2 回目の入札では、どういう点で設計金額を変えたのか。 

→制約がかかってしまう部分を考慮したうえで、日中の作業等の制約を想定して積算

することによって予定価格の引き上げを行った。 
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・2 回目の入札で 10 者指名したけれども 1 者しか応札がなかったのは、そもそも他

の業者は応札する気がなかったのか。 

→11 月の時期には、大体は他の業者も工事をやっているタイミングが多くて、そうな

ると技術者が不足しているということが辞退理由として多くなる。 

 

・2 回目の入札での指名業者の選定については結果から見て問題だったという認識は

あるのか。 

→市内での道路舗装工事会社はすべて指名している。1 回目の入札で辞退した業者を

除いて指名しており、残りを近隣市の業者で実績を見て指名している。指名につい

ては基準どおり行っているため問題ないと認識している。 

 

・過去、この時期の発注だと 1 者しか応札がないといったことはあるのか。 

→10 月、11 月ぐらいになると、応札者は少なくなる。逆に 4 月、5 月であれば応札

者は多い状況となる。 

 

・1 者入札が全く悪いということを言うつもりはないが、市が持っている積算能力や

工期を選ぶ能力や業者を選ぶ力とかそういったものを総動員して、1 者入札を少なく

する努力をしていただきたい。 

→市としても 1 者入札よりは複数者入札の方が良いと考えているため、随時検討して

努めていきたい。 

 

案件３ 特命随意契約：小川橋付近前川浚渫工事 

（概要） 

小川橋付近の前川浚渫工事 

・平成２８年８月２２日に発生した台風９号の豪雨により土砂が埋積していた河川が

氾濫してしまったため、放置しておくことにより、今後同様の被害が発生し市民に危

険を及ぼす恐れがあるため緊急工事を行う必要が生じた。 

本工事の施工可能な株式会社及川土木と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5

号により随意契約を行った。 

・１０月１１日 資料配布 、１０月１３日 見積書提出 

・契約相手方 株式会社 及川土木 

・契約金額 １２，９６０，０００円（落札率１００％） 

 

○主な質疑応答 

・予定価格の算定方法や契約金額の決定方法は。 

→業者からの見積りにより、設計担当にて積算を行った。期間が短いため数社からの

見積りをとることができず履行可能な 1 社のみの見積聴取となった。 
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・工事の終了期間が平成 29 年 3 月の事案で、緊急対策事案となるのか。 

→土砂の堆積箇所が多く前川の何箇所かを行っていることから、終了期間が 3 月とな

った。 

 

・行政と建設業協会の業務の役割分担はどのようになっているのか。  

→東村山市地域防災計画、4 章 相互応援協力・派遣申請の 4 民間団体との協力にお

いて、災害時の道路障害物除去等応急対策活動に関する協定を締結しており、その中

で、道路障害物の除去、公共施設の破損個所の応急処置を行うとの文言が含まれてい

る。昨年の台風発生時には、当市より施工必要箇所を建設業協会に依頼し、建設業協

会にて各事業者に割り振りを行った。 

 

 

５ 閉会 

 


