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会  議  録           

 

会議の名称 平成２８年度第２回東村山市入札等監視委員会 

開 催 日 時 平成２８年１１月２１日（水）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、小山主事、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 委員長挨拶 

３ 議事 

（１）報告事項 

平成２８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 

 ・本庁舎耐震補強等改修工事 

 ・本庁舎設備老朽化等改修工事（電気設備） 

 ・本庁舎設備老朽化等改修工事（空調設備） 

 ・本庁舎設備老朽化等改修工事（給排水設備） 

案件２ 条件付き一般競争入札（総合評価方式案件） 

  ・市立萩山小学校水飲栓直結給水化工事 

  ・第２野火止分室改築工事 

 

４ その他 

 

５ 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２３２３） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過  

１ 開会 

 

２ 委員長挨拶 

平成２８年度第２回の入札等監視員会です。豊洲市場が世間の注目を浴びる中、東

京都の入札監視委員会が新聞の記事になりました。その内容は工事契約の落札率や委

員会における案件抽出の問題であったのですが、東村山市の入札等監視委員会におい

ても、より適正な対応が求められると思っております。今後ともよろしくお願いいた

します。 

３ 議事 

（１）報告事項 

平成２８年度上半期工事契約実績等  

・入札方法別平成２８年度上半期契約課扱い（工事総価） 

条件付一般競争入札 １０件‐単純平均落札率９４．７６％ 

希望性指名競争入札  ４件‐単純平均落札率９４．３７％ 

指名競争入札    ２１件‐単純平均落札率９６．７０％ 

特命随意契約     ６件‐単純平均落札率９９．１１％ 

上半期全案件    ４１件‐単純平均落札率９６．３５％ 

 ・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年度にかけて若干下降傾向にある。 

 

○主な質疑応答 

（なし） 

 

（２）抽出案件 

案件 1  

条件付き一般競争入札（ＪＶ） 

・本庁舎耐震補強等改修工事 

（概要） 

・耐震補強工事、外壁改修工事、トイレ改修工事、内装改修工事、外部ｽﾛｰﾌﾟ工事、

外構工事、その他設備老朽化等改修工事（電気設備、空調設備、給排水設備）に

付帯する建築工事一式 
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（経過） 

 ・業種 建築工事 

 ・単体・ＪＶ区分 ２者によるＪＶ 

・参加資格条件 Ａグループ：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「建築工事」の総合評定値が１，

２００点以上 

              過去７年度以内に８億円以上の公共実績 

        Ｂグループ：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「建築工事」の総合評定値が８

００点以上１，２００点未満、東村山市内７００点

以上１，２００点未満 

              過去７年度以内に２億円以上の公共実績 

（市内業者は１億円以上） 

・平成２８年３月２９日に入札公告 ５月１１日開札 

・申込みは、３建設共同企業体 

・落札業者 淺沼・カトービルド建設共同企業体 

・入札経過 １回目で落札 

・契約金額 ８２４，０４０，０００円（落札率９３．１８％） 

 

・本庁舎設備老朽化等改修工事（電気設備） 

（概要） 

・電気設備の老朽化等改修工事（電灯、動力、受変電、電力貯蔵、発電、拡声、誘

導支援、火災報知設備等）、その他耐震補強等改修工事、設備老朽化等改修工事（空

調設備、給排水設備）に付帯する電気設備工事一式 

（経過） 

 ・業種 電気工事 

 ・単体・ＪＶ区分 ２者によるＪＶ 

・参加資格条件 Ａグループ：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「電気工事」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：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「電気工事」の総合評定値が９
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００点以上１，２００点未満、東村山市内７００点

以上１，２００点未満 

              過去７年度以内に１億円以上の公共実績 

（市内業者は３千万円以上） 

・平成２８年３月２９日に入札公告 ５月１３日開札 

・申込みは、２建設共同企業体 

・落札業者 サンワ・東栄建設共同企業体 

・入札経過 １回目で落札 

・契約金額 ２５７，０００，０００円（落札率８４．９６％） 

 

・本庁舎設備老朽化等改修工事（空調設備） 

（概要） 

・空調設備の老朽化等改修工事（空気調和、換気、排煙、自動制御設備等）、その他

耐震補強等改修工事、設備老朽化等改修工事（電気設備、給排水設備）に付帯す

る空調設備工事一式 

（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：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「空調工事」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：東京都内に本店または支店・営業所を有し、５年以

上営業していること。 

              経営事項審査による「空調工事」の総合評定値が９

００点以上１，２００点未満、東村山市内７００点

以上１，２００点未満 

              過去７年度以内に１億円以上の公共実績 

（市内業者は３千万円以上） 

・平成２８年３月２９日に入札広告 ５月１３日開札 

・申込みは、１建設共同企業体 

・落札業者 ヤマト・菊池建設共同企業体 

・入札経過 ３回目で落札 

・契約金額 ３６０，７２０，０００円（落札率９９．０４％） 

 

条件付き一般競争入札（単体） 
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・本庁舎設備老朽化等改修工事（給排水設備） 

（概要） 

・給排水設備の老朽化等改修工事（衛生器具設備、給排水設備、消火設備、給湯設

備、給油配管設備等）、その他耐震補強等改修工事、設備老朽化等改修工事（電気

設備、空調設備）に付帯する給排水設備工事一式 

（経過） 

・業種 給排水衛生工事 

 ・単体・ＪＶ区分 単体 

・参加資格条件 東京都内に本店または支店・営業所を有すること。 

経営事項審査による「給排水衛生工事」の総合評定値が１，００   

０点以上（市内業者は６００点以上） 

過去７年度以内に７千万円以上の公共実績（市内業者は２千万円

以上） 

・平成２８年４月１９日に入札広告 ５月２５日開札 

・落札業者 株式会社貫井産業 東村山支店 

・入札経過 ３回目の入札後、不落随契にて契約 

・契約金額 ２７７，５６０，０００円（落札率９９．９８％） 

 

○主な質疑応答 

・給排水設備工事は３回の入札後不落随契となったが、３回の入札後不落随契にする基準等

はあるのか。 

→地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号「競争入札に付し入札者がないと

き、又は再度の入札に付し落札者がないとき。」の規定に基づき不落随契を行った。 

・空調工事と給排水工事の落札率が９９％を超えているが、この要因についてどう捉

えているか。 

→落札率が高かったことについては、まず空調工事については１つの建設共同企業体

しか参加がなかったこと、また本件が居ながら工事であり難易度の高い工事であった

ことが考えられる。落札率については、１回目の入札で落札者が決まらなければ、高

くなってしまうものである。 

・ＪＶ案件の参加資格条件についてはどのように検討したのか。 

→参加資格条件については、発注所管、設計所管とも検討した結果、地域要件につい

ては東京都内まで広げた。ただし、本件の工事は難易度が高い工事であるため、経営

事項審査や実績については、過去の事例や他市の同規模の工事等とも比較し決定し

た。 

・空調工事の参加可能業者はどれくらいいたのか。 

→通常の公募型の案件については、３０社程度はいるような条件で発注しているが、

本件については、Ａグループは約５０社、Ｂグループは約７０社いると考えていた。 
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・参加資格の施工実績についてはどのように決めているのか。 

→過去の事例や他市の状況等も踏まえ検討するが、基本的にはＡグループは、予定価

格に近い金額の実績が必要であり、Ｂグループはその３分の１程度は必要と考え、検

討した結果であった。また、その中でも市内業者については緩和することにした。 

・入札公告の周知方法は工事の規模によって異なるのか。 

→工事の規模によって公告方法の違いはない。ただし、ＪＶ案件についてはＪＶを組

む必要があるため公告の段階で仕様書や図面等を配布できるようにしている。 

・空調工事については、１者しか応募がなかったが、要領の中の最低入札参加者数が

２者となっているが問題ないのか。 

→要領では最低参加者数が２者となっているが、本件は、東村山市条件付き一般競争

入札実施要領内の備考（１）から特殊性工事であるため、条件を緩和することができ

る案件と判断して、指名業者選定委員会に諮り最低参加者数を１者とした。 

 

 案件２  

条件付き一般競争入札（総合評価方式） 

・市立萩山小学校水飲栓直結給水化工事 

（概要） 

直結給水設備工事一式(給水設備及び衛生器具設備工事等)、建築工事一式(仮設工事及び天

井改修工事等)、給水電気設備工事一式(給水電気設備等)、その他付随工事一式 

（経過） 

・業種 給排水衛生工事 

・参加資格条件 北多摩地区内に本店を有すること。または東村山市内に支店・営業

所を有すること。 

        過去７年度以内に給排水衛生工事で３千万円以上の公共実績（市内

業者は過去１０年度以内に１千万円以上） 

・平成２８年５月１０日に入札広告 ６月８日開札 

・落札業者 岡村設備工業株式会社 

・入札経過 １回目で落札 

・総合評価値 価格点 0.74＋技術点 12.5＝13.24 

・契約金額 ４４，７１２，０００円（落札率９９．２５％） 

 

・第２野火止分室改築工事 

（概要） 

第２野火止分室改築工事一式（本体工事、外構工事、解体工事等）それに付随する

電気設備工事、機械設備工事一式 

（経過） 

・業種 建築工事 
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・参加資格条件 北多摩地区内に本店を有すること。または東村山市内に支店・営業

所を有すること。 

        過去７年度以内に建築工事で３千万円以上の公共実績（市内業者は

過去１０年度以内に１千万円以上） 

・平成２８年６月７日に入札広告 ７月１３日開札 

・落札業者 株式会社川俣組 

・入札経過 １回目で落札 

・総合評価値 価格点 14.2＋技術点 10.5＝24.7 

・契約金額 ５５，１３６，９３３円（落札率８５．７９％） 

 

○主な質疑応答 

・総合評価方式の評価点は他自治体も同様なのか。 

→項目については、自治体によって採用している項目が異なるため、評価点は自治体

によって様々である。当市が他自治体と比べて特徴的である項目としては「市民雇用

状況」がある。 

・第２野火止分室の案件で立花建設と菊池建設が辞退している理由は。 

→２者とも配置予定技術者が他の案件に従事することになったためであった。総合評

価方式の場合、公募から入札まで１か月ほどかかるため、その間に他の案件を受注し、

技術者がいなくなることも考えられる。 

・本件は２件とも入札金額が低い業者が落札しているが、今までに、価格点が低く、

技術点が高い業者が落札した案件はあったか。 

→現在まで４件実施しているがすべて入札金額が低い業者が落札している。また平成

２７年度については、１者しか応札がなかったため比較ができていない。 

・技術点と価格点の配分は固定されているのか 

→最低制限価格が案件により異なるため、固定はされていないが、おおよそ１：１に

なると考えている。 

・総合評価方式の制度について業者は理解しているのか。 

→本制度を開始する前に市内業者を対象に説明を実施した。今までに、建築、土木、

設備工事を行ったが、市内の業者については参加しているため理解しているものと考

えている。 

・改善点はあるのか。 

→現在はまだ２年目であるため、改善点も検討中であるが、技術点審査項目や審査方

法等が考えられる。また、業者に対するアンケートを実施することで改善点の検討を

していきたい。 

・アンケートの対象業者は。 

→総合評価方式の案件に参加した業者にアンケートを実施している。 

・総合評価方式だけ予定価格を事前公表している理由は。 
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→総合評価方式は価格のみによらない入札方式であるため、技術点を含め、総合的に

判断することとなるため、予定価格内で入札した業者がおらず結果的に不落随契にな

るようなことがないように事前公表としている。 

 

４ その他 

（なし） 

 

５ 閉会 

 


