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会  議  録           

 

会議の名 称 令和元年度第１回東村山市入札等監視委員会 

開 催 日 時 令和元年５月２３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）東村総務部長、佐藤契約課長、長谷川契約課長補佐、小山主任、

勝呂主任 

●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 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 議事 

（１）報告事項 

・平成３０年度下半期工事契約実績等  

・総合評価方式による公共工事の入札指針の改正について 

（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 

 案件２ 希望制指名競争入札 

  ・秋津文化センター外壁・屋上防水等改修工事 

 案件３ 特命随意契約 

  ・２号井戸更生工事 

４ その他 

５ 閉会 

 

問い合わせ先 

総務部契約課 

担当者名 小山 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３２２） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 議事 

 

（１）報告事項 

・平成３０年度下半期工事契約実績等  

・入札方法別平成３０年度下半期契約課扱い（工事総価） 

希望制指名競争入札  ２件‐平均落札率９９．４４％ 

指名競争入札    ２２件‐平均落札率９５．５５％ 

特命随意契約     ７件‐平均落札率９６．４９％ 

年間全案件     ６９件‐平均落札率９４．８９％ 

 ・競争入札における工種別落札率の状況について 

  落札率は平成２８年度から平成２９年度は下がっているが、平成２９年度から平成３０

年度では上昇傾向にある。平成２９年度の落札率の低い理由として落札率が８０％台もし

くは７０％台の案件があったことや早期発注や発注時期の平準化等も行われたためだと考

えられる。 

   

○主な質疑応答 

なし 

 

・総合評価方式による公共工事の入札指針の改正について 

●改正理由 

 総合評価方式による入札につきましては、平成２７年度より試行実施しているが、開始

より３年が経過したため、東京都、他市の動向、当市における実績、業者へのアンケート

等を考慮し、改正を行った。 

 なお、現状は実施案件がまだ少数であるため、本格実施とせず、試行実施とする。 

 

●改正内容 

【改正点】 

・予定価格の公表 

  事前公表→案件毎に事前・事後公表を決定 

 

・落札者の決定方法 

  最低制限価格を非設定とする。 
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・価格点の計算方法 

  価格点＝１００×（１－入札価格÷予定価格） 

         ↓ 

① 入札価格が、基準価格以上の場合 

価格点＝１００×（１－入札価格÷予定価格） 

② 入札価格が、基準価格未満の場合 

価格点＝基準価格の価格点－（１００×（１－入札価格÷予定価格）－ 基準価格の価格点）－０．５ 

 

・基準価格の算定 

 今回の改正により、基準価格の設定を行う。これは、最低制限価格を非設定とすること

による、価格点の算出のために設定する。 

 

・技術点 

  １５点→２０点 

  配点の変更 

  評価項目の追加 

① 緊急対応工事の実施実績 

② 高齢者雇用 

③ 女性活動推進の取組 

 

●適用 

 平成３１年３月１日以後に行われる公告、指名による契約について適用する。 

 

○主な質疑応答 

・価格点の算出式に詳しく説明してほしい。 

→予定価格に応じて基準価格を設け、その基準価格が価格点の最高点とし、基準価格との差

により価格点が減少していくようになる。ただし、同じ差であっても基準価格より安い金

額の方が価格点が低くなる計算方式となる。 

・この計算方式は他市も同じなのか。 

→自治体によって異なる。 

・低入札価格調査制度を行わないのか。 

→現状は行わず、基準価格の導入にて対応する。 

 

 

（２）抽出案件 

案件 1  

希望制指名競争入札 

 ・橋梁補修工事 
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（概要） 

橋梁補修工事一式及び付帯する工事一式 

・履行期間：平成３０年１２月２１日から平成３１年３月２９日 

（経過） 

 ・業種 一般土木工事 

 ・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（東京都内に本店又は支店、営業所）

はＡ～Ｃランク 

 ・入札経過 

    １１月１３日（火） 入札説明書公表 

１１月２０日（火） 参加申込み締め切り 

１１月２７日（火） 結果通知・資料配布 ３者申し込みのうち３者指名。４者追

加指名  

１２月１９日（水） 開札 

１２月２０日（木） 契約日 

・落札業者 株式会社野崎造園（東久留米市） 

・契約金額 ６０，５４０，４８０円（落札率９９．００％） 

・契約変更 当初設計時より劣化が進行している箇所が確認された事による施工方法の

変更と工種の追加が必要となったことによる変更 

・変更後契約金額 ７５，００１，６８０円 

・変更後履行期間 平成３０年１２月２１日から令和元年６月２８日 

 

○主な質疑応答 

・契約変更の経緯を教えてほしい。 

→契約変更については、工事施工後に、設計時に予想できなかった部分について、双

方協議の上、設計変更を行い、契約変更を行うこととなる。 

・工事請負契約の場合、議会の承認が必要なのはいくらになるのか。 

→予定価格が１億５千万円以上の案件となる。 

・議会承認を得た案件が、契約変更となった場合は、再度議会の承認が必要になるの

か。 

→必要となる。 

・橋の補修工事は計画的に行っているのか。 

→市内にある１０４橋について点検を行い、劣化度の大きいものから順々に補修を行

っている。 

・入札結果で７者中５者が辞退しているが、７者の指名というのは妥当なのか。また、

辞退数の推移はどうなっているのか。 

→７者の指名については、東村山市指名業者選定基準をもとに決定している。辞退数

については、一番影響があるのは発注時期であり、年度当初であれば辞退数も少な

いが、段々と発注時期が遅くなるにつれて、辞退数も増加傾向にある。 
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案件２  

希望制指名競争入札 

・秋津文化センター外壁・屋上防水等改修工事 

（概要） 

秋津文化センターの外壁全面改修及び屋上防水を行う工事 

・履行期間：平成３０年１１月３０日から平成３１年３月２９日 

（経過） 

・業種 建築工事 

 ・参加資格条件 市内はＡ～Ｅランク、市外（北多摩地区内に本店）はＣランク 

・入札経過 

    １０月２３日（火） 入札説明書公表 

１０月３０日（火） 参加申込み締め切り  

１１月１３日（火） 結果通知・資料配布 ５者申し込みのうち４者指名。３者追

加指名 

１１月２８日（水） 開札 ３回目の入札後の随意契約交渉にて契約 

１１月２９日（木） 契約日 

・落札業者 瀬間工業株式会社東村山支店（東村山市） 

・契約金額 ３０，５６４，０００円（落札率９８．８８％） 

 

○主な質疑応答 

・５者から入札参加申込があり、４者を指名し１者を指名しなかった理由は。 

→今回指名しなかった１者については、現在当市と係争中であるため、指名業者選定

員会に諮った結果、指名を行わないこととした。 

・指名を除外する基準はあるのか。 

→東村山市希望制指名競争入札実施要領で、東村山市指名業者選定委員会に諮り決定

することとしているため、同委員会にて指名の可否を決定した。 

・指名を行わなかった相手についての通知はどのように行なったのか。 

→電子による申込みに対する、結果通知を電子にて行った。 

・不落随契になっているが、契約金額の交渉はどのように行なっているのか。 

→３回の入札で落札とならなかったため、その金額より下げることが出来るかの交渉

を行う。当市より予定価格を伝えることは無く、業者に金額を提示してもらい、予

定価格内であれば、契約を行うこととなる。 

・随意契約の交渉方法は。 

→基本的には、設計担当と契約課職員同席のもと行うが、電話にて行うこともある。 

 

案件３ 

 特命随意契約 

  ・２号井戸更生工事 
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（概要） 

秋水園には、2 本の水源の異なる井戸があり、井水を主に「焼却施設冷却用」と「し尿希

釈投入施設用」として使用している。また、水量の安定確保や地盤沈下対策の為、井戸を月

一で切り替え交互に使用している。月間で約 8,300m3 を揚水しているが、両井戸ともさく井

より 50年近く経過しており老朽化が進行している。 

特に 2号井については、平成 22年に実施した水中テレビカメラ調査によるとスクリーン部

分に損傷が確認され、最近では井水に混じって多量の砂利や砂が上がっている状況である。

このまま放置しておくとさらに損傷が大きくなり、井戸崩壊により使用不可能になる危険性

が極めて高く至急修繕工事が必要である。井戸が崩壊して別の位置に井戸を掘り替える場合

には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例※（第七十六条）」の揚水施設新規設置

に該当し、新たな井戸は日量最大 20㎥の規制を受けて設置が困難である。 

これらのことから、井戸が使用出来なくなってしまう前に、井戸の損傷したケーシングや

スクリーンの更新を行い、井戸の健全性を確保したい。これには、前条例の規制を受けない、

既設井戸の外周を掘さくし井戸構造体を全て新品に取替え、新設と同等の機能を回復する特

殊工法であるドーナツドリル工法以外に方法が無い。 

同工法は専用機械を用いて行われる独自工法であり、全国で施工可能な業者は三協工業株

式会社しかいない。よって、同者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による随

意契約を行った。 

・履行期間：平成３０年１０月１２日から平成３１年３月３１日 

（経過） 

・平成３０年９月２５日に資料配布、１０月１０日見積書提出   

・契約相手方 三協工業株式会社（品川区） 

・契約日    平成３０年１０月１１日 

・契約金額  ９５，５８０，０００円（落札率９７．２％） 

・契約変更  井戸周辺地層、地下水の影響による既存井内の浚渫作業の遅れ及び

下埋設部１６０ｍ付近の既存井の底板材質の影響による穿孔作業

の遅れによる履行期間の延伸 

・変更契約金額  変更なし 

・変更後履行期間 平成３０年１０月１２日から令和元年６月２８日 

 

○主な質疑応答 

・契約変更を行ったのに金額の変更がないのはなぜか。 

→本変更は工期の延長のみであり、設計変更は行っていないためである。 

・工期が延長しているということは、人件費は増えているのではないのか。 

→本工事は、特命の相手方が下請け業者を依頼せず自ら行ったため、人件費の増額の

必要がなかった。 

・特命随意契約であるが、予定価格の積算はどのように行うのか。 

→予定価格の積算は、国の公共工事設計労務単価を使用し積算している。また材料等
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の単価が設定されていないものについては業者による見積を採用するが、その見積

金額に一定の査定率を掛けて設計を行っている。 

 

４ その他 

なし 

 

５ 閉会 

 


