
1 

 

会 議 録 

 

１ 会議名 

平成 29年度 上越市入札監視委員会 第 2回会議  

２ 議題（公開・非公開の別） 

【開会】（公開） 

【挨拶】（公開） 

 【報告】（公開） 

⑴  発注状況について（市発注） 

         （ガス水道局発注） 

⑵  指名停止措置状況について 

 【審議】 

  ⑴ 抽出案件の審議について 

  ⑵ その他 

３ 開催日時 

  平成 29年 8月 22日（火）午後 2時 00分から午後 3時 45分まで 

４ 開催場所 

  上越文化会館 4階 小会議室 

５ 傍聴人の数 

  0人 

６ 非公開の理由 

なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

  ・委 員：今本啓介、笹川香織、宮﨑貴博、山田昌子 

  ・事務局 

上 越 市：池田財務部長、宮下契約検査課長、太田副課長、西條係長、榮主事 

   ガス水道局：平野総務課長、新部副課長、池田主任 

   （審議案件担当課等） 

         浦川原区市民生活・福祉グループ：渡邉班長 

         下水道建設課：足利技師 

         建築住宅課営繕室：坂下主任 

         板倉区総務・地域振興グループ：近藤班長 

         教育総務課：柿村副課長 

         生活排水対策課下水道センター：内山主任 

         浦川原区産業グループ：田中班長 

         都市整備課：石橋主任 

         高齢者支援課：佐藤係長 
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         ガス水道局建設課：西條係長 

         ガス水道局施設整備課東部営業所：渡邊班長 

８ 発言の内容 

【開会】  

池田部長： 本日はお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。 

冒頭、私から市役所木田第 2 庁舎の火災の件で、多くの皆様からご心配

いただいている状況でございますので、一言お詫びと、その内容について

ご報告申し上げます。 

去る 8 月 6 日未明に火災が発生しました木田第 1 庁舎の隣にある第 2 庁

舎は二階建てになっており、延床面積は約 990 ㎡でありました。出火の約

一時間後に鎮火しましたが、今回の焼損面積は約 350 ㎡ということで、特

に一階部分の燃え方が非常に激しく、一階部分では約 7 割程度が被害を受

けたという状況でございます。第 2 庁舎の中には、本日事務局を務めてお

ります契約検査課も含まれておりました。 

未明の火災でありましたので、幸い怪我人はおりませんでしたが、公文

書や備品類を中心に大きな被害を受けました。 

昨日の市議会においても報告させていただきましたが、机 98 台、椅子

103脚、といった備品が使えない状態になりました。また、公文書では全焼

した書類が 819 冊、一部が焼けてしまった書類が 1,900 冊、そして消防活

動が行われていましたので、水損が 591 冊ということで被害を受けた冊数

が合計 3,310 冊ということになります。中には、契約検査課の文書も含ま

れておりました。保存期限を過ぎたものや、電子データとして保存してい

た書類もありましたが、紙でしか残っていない書類もございます。幸いに

も直ちに市民生活に被害を及ぼすようなことはなかったのですが、今後、

業務遂行していく上では、支障も出てくるのではないかと懸念しておりま

す。何れにしても、今回の火災の原因については、警察が調査中ですが、

放火の疑いもあるということでございます。そのような状況で捜査の行方

をみながら、防犯の強化、重要書類のバックアップ等に取り組んでいく必

要があると考えております。そんな中、皆様から見舞いの言葉をいただい

たり、激励の品を差し入れしていただいたり、被害者でありながら、市民

の財産を損なってしまった行政側の立場という二面性をもった中で、心身

ともにダメージを受けたという状況で、昨日から新しい事務室で執務を行

っております。 

今回の火災で、大事な公文書を失ってしまったという事実は挽回できな

い状況でございますが、今後、業務に精励し、市民の皆様の信頼回復に努

めていきたいと考えておりますので、皆様のご協力ご理解いただければと

思っております。 

以上、報告とさせていただきます。 
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宮下課長： 本日の出席委員につきまして、岩井委員が欠席しておりますが、出席委

員が 4 名ということで、上越市入札監視委員会設置要綱第 7 条第 2 項の規

定により、開会の要件である半数以上に達していることをご報告いたしま

す。 

上越市では市政への理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進するた

めに、審議会等の会議を原則公開し、市民の皆様から傍聴していただける

ようにしておりますので、予めご了承いただきたいと存じます。 

初めに今本委員長からご挨拶いただいた後、入札監視委員会設置要綱第

7条第 1項の規定に基づき、以降の進行は委員長からお願いいたします。 

【挨拶】  

今本委員長： この度は、第 2 庁舎の火災により、大変な時であるにも関わらず、入札

監視委員会を開催いただきまして感謝申し上げます。 

本日も忌憚のない意見をお出しいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは報告から参りたいと思います。 

 発注状況について、報告をお願いします。 

  

【報告】  

⑴  発注状況について（市発注） 

         （ガス水道局発注） 

宮下課長：  資料 4-1に基づき説明 

平野課長：  資料 4-2に基づき説明 

今本委員長：  ただいまの報告に対し、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたし

ます。 

全委員：  （意見なし） 

 

⑵  指名停止措置状況の報告 

宮下課長：  平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日までの指名停止措置状況の

報告でございます。 

資料記載のとおり、大阪市に本社のある日立造船㈱に対して、上越市は

本年 4月 17日から 4月 30日、上越市ガス水道局は 4月 21日から 5月 4日

までのいずれも 2週間の指名停止措置を実施しております。 

指名停止の事由につきましては、上越市発注で現在施工中の新クリーン

センターの建設工事において、本年 2月 23日に工事関係者 1名が負傷する

事故を受けたものであり、日立造船㈱はこの工事の元請け業者でございま

す。 

指名停止措置に至るまでの経緯がございますので、その経緯や内容につ

いてご説明いたします。当該工事現場につきましては、今回の 2 月の事故
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の前にも昨年の 11 月 14 日に一次下請けの業者がクレーンを使って排ガス

処理装置の設置作業中に部材が落下し、下で作業していた作業員が右上腕

部開口骨折の負傷をした事案で指名停止委員会に諮った上で、文書警告と

した経緯がございます。 

年が明けまして、今年の 1 月 9 日には更に薬剤配管の一次下請け業者が

部品を取付け中に部品が落下し、作業員の右親指切断事故が発生し、口頭

注意も行っていたところですが、今回お示ししたとおり、2月 23日に事故

を起こしたということで、再三に渡って文書警告、口頭注意を行い安全徹

底に努めるよう注意を促してきたにも関わらず、度重なる事故を発生させ

たことから、上越市建設工事請負業者指名停止措置要領並びに上越市ガス

水道局建設工事請負業者指名停止措置要領の安全管理措置の不適切により

生じた工事等関係者の事故に該当するものとして、今回 2 週間の指名停止

措置をしたものであります。 

今本委員長：  今回も部品落下による事故だったのでしょうか。 

宮下課長：  今回は作業員の落下事故です。 

 なお、補足としまして、今回は 4月 1日から 6月 30日までの指名停止措

置をご報告させていただきました。第 3 回の会議でご報告する予定となり

ますが、日立造船㈱につきましては、この指名停止の最中にも、事故を起

こしたため、その後 3 週間の指名停止措置を行っております。詳細につき

ましては、次回ご報告させていただきます。 

今本委員長：  それでは報告は以上で終わります。 

 続きまして審議に入ります。 

【審議】  

 ⑴ 抽出案件の審議について 

今本委員長： 今回は笹川委員に抽出いただきました。 

抽出理由については、事務局から資料に記載していただきましたので、

ご確認ください。 

まず№１から審議に入ります。 

≪№1 浦川原保健センター・高齢者生活福祉センター冷温水発生器、温水ヒーター入替え 

工事≫ 

今本委員長： 抽出理由としましては、『落札率が低い。参考見積と入札時の機器代の差

額が低い落札率の要因であることが多いようであるが、この工事も同様か。

また、税抜予定価格が 2,000 万円未満であるが、制限付き一般競争入札で

ある理由を確認したい。』とのことですが、何か補足することはありますか。 

笹川委員： 制限付き一般競争入札となる予定価格は工事・委託・物品で金額が違う

ものかと思いまして、再度ご説明をお願いします。 

太田副課長：  （資料 6の№1に基づき契約の概要を説明） 

制限付き一般競争入札である理由につきましては、税込の予定価格が
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2,000 万円以上を対象として行っております。資料で示してあります予定

価格は税抜価格ですので、税込ですと 2,000 万円を超えるため、制限付き

一般競争入札とさせていただいております。 

制限付き一般競争入札は工事に適用しており、委託・物品では行ってお

りませんので、工事のみの制度ということになります。 

落札率が低いということについては、これまでの入札監視委員会でもご

説明させていただいておりますが、参考見積りを取った際には、メーカー

や業者は標準的な価格や通常の経費を基に算出していることが多く、実際

の入札になると、機器仕入値を低く抑える努力をしたり、自前で施工する

ことによって施工費を抑え、かつ事務諸経費といった会社の経費を抑える

ことなどを低入札価格調査において確認しております。 

低入札価格調査では、仕様書に照らし合わせ、これまで入っていた機器

と同様の機器を納期までに入替えるということも確認しましたが、今回の

工事は、納期までに竣工されています。 

なお、参考見積りを取った業者につきましては、入札額が 1 位と 3 位の

業者となりますが、今回の予定価格の基となった参考見積りは 3 位の業者

でした。結果として、3位の業者が金額をかなり落として落札されたという

ことになります。 

今本委員長：  今の事務局の説明に対する質問があればお願いします。 

笹川委員： 税込で 2,000万円以上の場合に制限付き一般競争入札となること、また、

これまでの入札監視委員会でのご説明同様、業者の努力によって機器代が

下がっているということが分かりました。 

宮下課長：  今ほど工事のみで予定価格税込 2,000 万円以上の場合に制限付き一般競

争入札を行うとお話させていただきました。基本的にはそれで間違いはご

ざいませんが、物品におきましては、除雪ロータリーは国内に日本除雪機

製作所と新潟トランシス㈱の 2 社しかないということで、物品においても

例外的に制限付き一般競争入札を行っております。 

 一部例外があるということをご承知おきください。 

今本委員長：  その他、何か質問等があればお願いします。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№2 国府汚水幹線 1711他枝線工事≫ 

今本委員長：  抽出理由としましては、『汚水幹線○○他枝線工事の落札率はほとんどが

95～99%であるのに比べ、落札率が低い。』ということです。 

太田副課長：  （資料 6の№2に基づき契約の概要を説明） 

落札率が低い理由について、今回の制限付き一般競争入札では、Ａラン

クとＢランクの業者が参加されております。Ｂランクの業者は会社の規模

がＡランクと比べて比較的小さい会社が多く、現場にかかる以外の経費が
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抑えやすい傾向にあると考えております。 

そのため、Ｂランク業者の方が直接工事費以外の経費を抑えてくるため、

Ａランク業者の方もより価格を下げてくる傾向が見られます。 

今年度はこういった 3,000 万円未満のＡランクとＢランクの入った土木

工事につきましては 7 件あり、平均落札率は約 89%ということで、落札率

が低くなる傾向にあります。 

今本委員長：  今の事務局の説明に対する質問があればお願いします。 

笹川委員：  ＡランクとＢランクが参加できるとのことでしたが、自分がＡランクか

Ｂランクかということは分かっていて、工事のランクがＢであることも分

かっている訳ですよね。 

太田副課長： そうです。 

笹川委員： そういった場合、自分はＡランクだけど、今回はＢランクの工事なので、

Ｂランクの業者さんが参加されるということは考え得るということでしょ

うか。 

太田副課長：  入札の結果を見てみなければＢランクの業者が参加しているかは分から

ないですが、公告の条件を見れば、参加できるということは分かります。 

笹川委員：  今回、Ａランク業者が落札されていますが、低い価格で落札されたのは、

そういった会社の状況があったということが分かりました。 

太田副課長：  今ほどの概要の説明で、開削工事（地盤を直接掘削して、下水道管を埋

設していく工法による工事）の話をしたのですが、他方、推進工事（地中

を推進機（ドリル）で掘り進みながら、下水道管を埋設していく工法によ

る工事）は技術的に高いものが求められますので、金額によらずに土木の

Ａランク業者が指名される又は参加することができます。 

今回は開削工事であるため、Ｂランク業者も参加しておりますが、他の

工事をご覧になった際に、同じ様な金額でもＡランクの業者しか参加して

いない工事があるものについては推進工事となりますので、補足させてい

ただきます。 

今本委員長：  他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№3 板倉コミュニティプラザ屋上防水改修工事≫ 

今本委員長：  抽出理由としては、『落札率が低い。防水改修工事であるため、参考見積

と入札時の機器代の落差が落札率の低い理由ではないのではないか。』とい

うことです。 

太田副課長：  （資料 6の№3に基づき契約の概要を説明） 

抽出理由につきまして、管工事や機器の取付けなどのウエイトが大きい

工事については、その機器が低く納入されることによって、入札価格が低

くなるというこれまでの説明に該当しないのではないかということだと思
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っております。 

本工事は管工事や機械を設置する工事とは違いますので、そういった理

由はないと思います。低入札価格調査において確認したところ、一番のウ

エイトを占めております防水の塗料を安く調達できる仕入先があるという

ことでした。これは仕様書で求められているウレタン塗膜が安く調達でき

ることと、塗装と防水の専門業者であり、会社の規模がそれほど大きくな

いため、経常経費が抑えられたということです。当然、赤字にならないと

いうこと、仕様書にも記載しておりました 10年の保証が受けられるという

ことも確認しております。 

入札額 2 位から 4 位までの業者につきましては、塗装、防水の専門業者

ではなく、総合建設業で防水の資格を有する業者が参加されており、予定

価格に近い額で入札いただいております。よって、価格が低く抑えられた

要因は防水の材料が安く調達できるということが、大きな理由となってい

ると考えております。 

なお、本工事につきましては、仕様書発注ですが、参考見積りを取った

2社は今回、公告による参加申込みはありませんでした。 

今本委員長：  安く入手できるということは、塗料自体が型落ちとなるようなことはな

いのですか。 

太田副課長：  そういうことではありません。 

 かなり面積も広いですが、この会社については今年度、この工事を受注

したいという思いがあったということです。 

笹川委員：  審議する案件を抽出する際の大きな要因は落札率が低いのかということ

があります。低入札価格調査をされて、おかしなところもなく落札率も低

いということは、良かったことだと思います。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№4 柿崎中学校体育館・体育館渡り廊下老朽施設改造工事≫ 

今本委員長：  それでは№4の審議に移ります。 

 『建築工事は落札率が高くなる傾向があると聞いたが、この工事は落札

率が低めなのではないかと思ったため。』ということで、93.90％の落札率

を抽出理由にしているところですが、補足はありますか。 

笹川委員：  これよりも大型の案件だったかもしれませんが、過去にこういった案件

において 99%といった落札率があり、その際の説明では予定価格の積算が

正確であるため、落札率が高くなるということを聞いた覚えがあります。

それと比べると落札率が低いため、抽出しました。 

太田副課長：  （資料 6の№4に基づき契約の概要を説明） 

抽出理由のとおり、建築工事は他の業種よりも落札率が高い傾向があり
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ます。 

今年 8月時点では、建築・土木・電気・管を比較すると、建築は 35件で

平均落札率が 97.3%、土木は 80件で平均 95.7%、電気は 37件で平均 94.6%、

管は 31件で平均 85.2%と、建築工事は 4業種の中でも高くなる傾向にあり

ます。 

建築工事につきましては、色々な工種が含まれていることと、設計書の

中で見積りの部分が大きいということで、参加業者の方では、積算しづら

い部分があります。その中で、最低制限価格が設定されており、予定価格

と最低制限価格の差が狭い中で、低い金額では失格となる可能性もあるた

め、高めの価格での入札額となるものと思われます。 

入札の回数についても、今年度の建築工事は 35 件中 10 件が再入札以降

まで行われており、他の業種よりも多く、本工事においても再入札での落

札となっております。 

1回目の入札では、6,000万円と 6,050万円ということで、予定価格より

も少し高い状態だったのですが、再入札の時点で両社とも 400 万円以上下

げられたため、落札率が 93.90%となりました。 

この件に関しては、これまで分析し、推察していたものには当てはまら

ないケースであり、なぜ再入札でこれほど下げられたのかについては、分

からないというところが現状です。 

今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№5 自家発電機室扉取替修繕工事≫ 

今本委員長：  それでは№5の審議に移ります。 

 抽出理由は『落札率 100%』ということです。 

太田副課長：  （資料 6の№5に基づき契約の概要を説明） 

抽出理由について、今回、参考見積りを徴した業者が参考見積りと同額

を入札し、結果として 100%となりました。 

 落札された㈱牛木組は、工事場所のすぐ隣に本社があり、参考見積りは

実際に入札される金額で出されたのではないかと思います。2 位以降の業

者については、現場から 10km離れているため、派遣する距離もあるため価

格を下げることができなかったのかと思います。 

距離が近いため、実際の入札額と同様の参考見積りを出していただき、

結果的に 100%となったのではないかと考えております。 

なお、昨年度、500 件以上の入札の中で落札率 100%の案件は 6 件ござい

ました。電気と管がそれぞれ 3 件で、仕様書発注で参考見積りを取ってい

る工事です。今年度では本件含めて 3 件あり、残る 2 件は土木工事におい

て仕様書発注で落札率が 100%となっておりますので、業種というよりも案
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件ごとで、このような結果になると思います。 

今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

宮﨑委員：  鉄製の扉をステンレスの扉に替えるということですが、単純に老朽化が

原因ということでしょうか。 

内山主任： 海がすぐ近くにありまして、塩害で腐食して開閉ができなくなったため、

腐食しないステンレス製に取替えました。 

今本委員長：  参考見積りを取るときは、近くの業者から取るものなのでしょうか。 

太田副課長： ㈱牛木組は名立浄化センターを施工したということで参考見積りを取っ

ております。もう 1社の㈱霜越建設は現場から近いためです。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№6 月影の郷厨房エアコン設置（冷房専用）工事≫ 

今本委員長：  それでは№6の審議に移ります。 

 抽出理由としては、『落札率が低い。』ということです。 

太田副課長：  （資料 6の№6に基づき契約の概要を説明） 

落札率が低い理由につきまして、低入札価格調査を行った結果、金額の

中で一番を占めているパッケージエアコンを安く仕入れることができたと

いうことと、自社で作業ができ、手間もかからないため経費を低く抑える

ことができたということを確認しております。 

今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

笹川委員：  本件もこれまでの説明同様、落札率が低くなるということが分かりまし

た。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№7 （仮称）厚生産業会館雁木建築工事≫ 

今本委員長：  それでは№7の審議に入ります。 

 抽出理由は、『随意契約である理由を確認したい。』ということです。 

太田副課長：  （資料 6の№7に基づき契約の概要を説明） 

随意契約の相手方としては、建物本体を施工している共同企業体を選定

しております。これは、上越市財務規則第 135 条第 3 項第 2 号の競争入札

に適さない契約を行う場合に該当します。 

随意契約とした理由についてですが、この工事は建物本体と駐車場を結

ぶ通路を作るものですが、基礎を打つ部分が本体工事の施工部分に重なり、

本体工事に影響してしまうため、他の業者が施工すると密接な工程調整が

難しく、工事に支障が生じる恐れがあるということで、随意契約とさせて

いただいております。 
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今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

笹川委員： 本工事は当初は計画になかったが、後から必要となったため別工事とし

て発注されたということでしょうか。 

石橋主任： 当初の計画からありましたが、建物本体の発注段階では、雁木を作る計

画が完全に固まっていない状況であったため、別発注としました。 

笹川委員： 計画が間に合っていれば、一緒に発注できたということでしょうか。 

石橋主任： 計画が間に合っていれば、一緒に発注することもできたかもしれません。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№8 上越市シニアスポーツ大会参加者送迎等業務委託≫ 

今本委員長：  それでは№8の審議に入ります。 

 抽出理由は、『随意契約である理由を確認したい。』ということです。 

太田副課長：  （資料 6の№8に基づき契約の概要を説明） 

随意契約の理由ですが、送迎の時間が朝の出勤時間帯と重なるため、バ

スの乗降場所が高齢者にも分かりやすいよう、通常の路線バスの停留所を

多く使用するということで、バス停の使用権を有している頸城自動車㈱と

随意契約いたしました。 

今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

山田副委員長： 履行期間が平成 29年 4月 20日からとなっており、見積日も平成 29年 4

月 20日となっていますので、送迎が始まる日に見積りされたということで

しょうか。 

佐藤係長： 送迎を行う実施日以前に参加者の取りまとめを行った上でバス運行の工

程表を作成する必要がございましたので、大会が行われる 5月 24日より前

の 4月 20日から契約しております。 

宮﨑委員： 大会は 5月 24日の 1日だけということでしょうか。 

佐藤係長： 1日だけです。 

宮﨑委員： バスは団体で何往復するといった内容でしょうか。 

佐藤係長： バスは 27台使用しております。乗車人数は 851名、大会参加者は 1,035

名です。 

笹川委員： 頸城自動車㈱は、見積り時に随意契約ということが分かっていたのでし

ょうか。 

太田副課長： 仕様書を見る限り、バス停を使用すると記載されているため、他社はい

ないと思っていたものと推察されます。 

笹川委員： 説明を受けなくても、自社しかできないと分かるということですか。 

太田副課長： 分かると思います。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 
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≪№9 ガス水道管入替工事≫ 

今本委員長：  それでは№9の審議に入ります。 

 抽出理由は、『ほとんどのガス水道管入替工事の落札率が 85%～87％であ

るのに比べ、落札率が 96.52％で高い。』のではないかということです。 

新部副課長：  （資料 6の№9に基づき契約の概要を説明） 

抽出の理由につきまして、本工事に関しては、えちごトキめき鉄道の線

路下を推進し、水道管を敷設する及び線路付近で行う工事となるため、通

常のガス水道管入替工事と異なり、鉄道会社への申請協議および施工打合

せ、施工時における列車見張り員等の業務が生じることから、諸経費等が

通常工事に比べて必要となるため、諸経費の値下げがほとんどなく、落札

率が高くなったものと考えております。 

今本委員長： ただいまの説明に対して何か質問等があればお願いします。 

山田副委員長： ㈱植木組は、自社しかできないだろうということをご存じだったのでし

ょうか。 

新部副課長： 特定共同企業体も参加可能としておりますので、他社が参加できる可能

性も想定できたものと考えております。 

山田副委員長： 予定価格は参考見積りではなく、ガス水道局で計算しているのでしょう

か。 

平野課長： ガス水道局において設計したものです。通常は道路にガス水道管を敷設

している訳ですが、工事の都度、道路管理者と協議が必要となります。 

鉄道を横断若しくは付近で工事する場合は、道路管理者との協議と合わ

せて、鉄道会社と協議するため、受注後に受注業者が鉄道会社と協議を始

めます。工事の施工計画を鉄道会社へ提出しますが、その期間が約 1 か月

必要となるため、経費としては下げることができなかったものと思います。 

今本委員長： 他にご質問等ございますか。 

全委員：  （意見なし） 

 

≪№10 導水管崩落防止工事≫ 

今本委員長：  それでは№10の審議に入ります。 

 抽出の理由としては、『落札率が高い。』ということです。 

新部副課長：  （資料 6の№10に基づき契約の概要を説明） 

抽出理由につきまして、本工事に関しては、予定価格は 3 社からの見積

りを参考にして設定しております。 

工事現場はスキー場内の山間部でもあり、現場条件が比較的悪いことか

ら工事費の積算を詳細に積上げた結果、参考見積りはかなり詰めた金額だ

ったものと思います。 

従いまして、実際の入札においては、諸経費等の値引きが少なかったた
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め、落札率が高くなったものと考えております。 

今本委員長：  土嚢のようなものは、厳しい価格設定となっているのでしょうか。 

平野課長：  今回、参考見積額を予定価格とさせていただいておりますが、参考見積

りの段階で厳しい価格で見積りをされたものと思います。 

笹川委員： この工事はエアコン設置等であるような値引きがあまりないということ

でしょうか。 

新部副課長：  そう考えています。 

笹川委員： 落札された業者は現場に近いのでしょうか。 

新部副課長：  現場に近い安塚区内の業者です。 

今本委員長：  それでは他にご意見がなければ、抽出案件の審議は終了したいと思いま

す。事務局から何かあればお願いします。 

宮下課長：  次回、第 3 回目の審議案件の抽出者について、本日欠席の岩井委員とさ

せていただいておりますが、改めて事務局から意向を確認させていただい

たところ、1年目ということもあり、今回は辞退したいという申し出があり

ましたので、次回の審議案件の抽出者につきまして審議いただければと思

います。 

今本委員長：  岩井委員が辞退されるということですが、いかがいたしましょうか。 

 事務局から案がありますか。 

宮下課長：  順番では次は宮﨑委員となります。 

宮﨑委員：  私も次回は辞退させていただきたいと思います。 

今本委員長：  次の順番は山田副委員長となりますが、いかがでしょうか。 

山田副委員長：  承知しました。 

今本委員長：  では、山田副委員長に次回の抽出をお願いしたいと思います。 

 事務局から、その他何かございますか。 

宮下課長：  次回の会議の予定は、12月下旬を予定しております。詳しい日程につい

ては、委員長とご相談させていただき、早めにご連絡させていただきます。 

 また、次回の案件抽出のご担当は山田副委員長に決定いただきましたの

で、事務局から改めてご連絡いたします。 

 事務局からは以上です。 

今本委員長：  それでは、これで本日の会議を終了いたします。 

 

 


