
別記様式（第４条関係）

会 議 録

会議の名称 令和３年度第１回朝霞市入札監視委員会

開 催 日 時
令和３年８月４日（水曜日）

午前９時から午前１１時３２分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（手前）

出 席 者

委 員３人（尾崎委員長、新井委員、興松委員）

事務局５人

（堤田総務部次長兼入札契約課長、藤原主幹兼課長補佐、

長谷川係長、長尾主任、中島主事）

みどり公園課３人（大塚課長、菅係長、小泉主任）

保育課３人（又賀課長、岡係長、山守主査）

危機管理室２人（田畑副審議監兼危機管理室長、梅村主事）

会 議 内 容

１ 案件審議

２ 入札及び契約手続きの運用状況の報告

３ 次回会議について

会 議 資 料
抽出案件説明書

入札及び契約手続きの運用状況の報告

会 議 録 の

作 成 方 法

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こした場

合の当該電磁的記録の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 なし



審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

【開会】

・各委員の除斥確認

・会議公開の決定

・傍聴人の有無の確認

【議題１ 案件審議】

案件名：市役所前池周辺他グリーンインフラ整備工事

（担当課：みどり公園課）

入札に関する事項について、事務局から説明。

業務内容について、担当課から説明。

（興松委員）

仕様書がどのような形態だったのかを教えてほしい。ベンチの数量などを詳細に

指定したのか、ざっくりとしたものなのか。

（小泉主任）

緑とまちなかの魅力向上構想支援業務委託を発注し、その基本構想及び資料に基

づき仕様書を作成した。

（興松委員）

ベンチの数量など、あらかじめ決定していたのか。

（小泉主任）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

その業務委託は前年度に実施したものか。

（小泉主任）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

その業務委託の成果物として提出された、図面や設計図を基に発注したのか。



（小泉主任）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

市役所前池周辺以外の工事箇所についても、その成果物に記載されているのか。

（小泉主任）

そのとおりである。

（興松委員）

業務委託の、請負業者と業務内容について教えてほしい。

（菅係長）

請負業者は（株）戸田芳樹風景計画で、グリーンインフラ実施箇所について助言

を依頼し、図面や設計図を作成してもらった。（※図面回覧）

（尾崎委員長）

その成果物は、令和元年に納品されたものか。

（菅係長）

令和２年９月に納品されたものである。

（大塚課長）

この業務委託は、令和２年度から３年度までの継続事業であり、今回の案件に使

用した成果物は令和２年度分として９月に納品されたものである。

（尾崎委員長）

昨年度当初に業務を依頼し、９月に納品、１０月に入札依頼、１１月に開札とい

うことか。

（菅係長）

この業務委託は、２年の継続契約なので、今年度まで業務が続いているという形

になっている。

（尾崎委員長）

当初からそういう契約だったのか。履行期間は３月１９日と聞こえたが違うの

か。



（菅係長）

それは、工事の履行期間である。

（尾崎委員長）

理解した。現在も（株）戸田芳樹風景計画との業務委託契約が継続しているとの

ことだが、工事の監理などをやっているのか。

（菅係長）

工事の監理はやっていない。緑とまちなかの魅力向上構想をやってもらい、その

中のグリーンインフラ整備工事を行った。その他のこともやってもらっている。

（尾崎委員長）

グリーンインフラ整備工事は、業務委託の一部ということか。

（菅係長）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

では、造園系の業務ということか。

（菅係長）

色々と含まれている。造園系ではなく、まちなかを歩き回る黒目川グリーントレ

イルなど、魅力向上に向けての支援業務をやってもらっている。

（大塚課長）

緑とまちなかの魅力向上構想支援業務委託は、都心に近いにも関わらず緑が多

い、という本市のセールスポイントをどう活かしていくかの洗い出しを依頼してい

る。例えば、使われなくなった公園の魅力を取り戻す方法や、黒目川沿いにグリー

ントレイルという散歩コースを造り、緑の価値を知ってもらうなどを行った。

（尾崎委員長）

かなり大きな業務ではないのか。

（大塚課長）

そのため、２年間の継続事業となっている。



（新井委員）

（株）戸田芳樹風景計画との契約金額はいくらなのか。

（菅係長）

１年目の予算が６５０万円、２年目の予算が８５０万円、合計１，５００万円の

予算である。

（新井委員）

（株）戸田芳樹風景計画には、２年間でどのぐらい設計を依頼するのか。例えば、

今回の案件は全体の何割にあたるのか。みどり公園課が業務の全てを把握している

わけではないと思うが、２年間の業務量が分からない。かなり大きな設計業務を依

頼していると思うが、契約金額の根拠は何か。

（菅係長）

業者には、グリーンインフラ、移動プレーパーク、グリーントレイル、サイン計

画など、緑の魅力向上のための諸々を一括で発注している。２年間の業務の割合は

業者が振り分けているので分からないが、１年目で行った設計はこれだけではな

い。グリーンインフラの設計は作成してもらったが、助言をもらった上で、あくま

でも自課で設計している。

（新井委員）

今回の案件に無関係で申し訳ないが、業者に２年間で１，５００万円を支払い、

何の業務をさせているのか。

（菅係長）

公園、緑地、河川など、市内の緑を有効活用するためにはどうすればよいかとい

う助言を、業者にはお願いしているところである。

（新井委員）

グランドデザインを描いてもらうということか。

（菅係長）

そのとおりである。先程お見せしたとおり、エリアごとに地域性、機能性、多様

性を示してもらい、整備方法の提案や助言をもらっている。その他には、公園の看

板の多言語化、子どもにも分かりやすい注意看板にすることや、河川を有効活用し

たグリーントレイル、散歩コースや回遊コースを複数造ったほうが良いのでは、と

いう提案をしてもらっている。



（新井委員）

業者は、ふとんかごベンチの数量なども提案をしてくれるのか。

（菅係長）

おおよその配置イメージを示してくれている。

（新井委員）

配置や、設置する備品の提案をしてくれるということか。

（菅係長）

提案してもらった中から選択している。ふとんかごベンチは、中に割栗石を入れ、

草木やコケなどが生えてくることで自然環境と一体となるようなベンチである。透

水舗装は下に雨水を浸透させることができる機能を持っている。

（新井委員）

レインガーデンとは、どういうものか。

（大塚課長）

レインガーデンというのは、道路の脇にある植樹帯に設置されているもので、降

った雨をすぐ下水に流すのではなく、レインガーデンに一度溜め、時間をかけて浸

透させることで下水に負担をかけない造りとなっている。

（菅係長）

オーバーフローした雨水は雨水桝から流れてしまうが、溜まった水が自然浸透し

ていくのがレインガーデンである。それを植樹帯の複数箇所に設置した。

（尾崎委員長）

レインガーデンの大きさは、この会議テーブルぐらいか。

（菅係長）

そのとおりである。交差点や道路勾配など、雨水が流れ込むところを設定し、掘

削して深さをもたせることで浸透機能を保たせている。集中豪雨などで、オーバー

フローした雨水については、雨水管へ流れていく。

（新井委員）

そういうものが交差点等オーバーフローしやすいところ４か所に設置され、下水

に直接雨水を流さぬよう、ワンクッション入れているということか。実は、私も自



宅の庭に設置したことがあるのだが、小さいようだが深さがあるので、庭の表面に

雨水が広がりにくくなり、絶大な効果があった。

（大塚課長）

目に見える場所にレインガーデンを設置することによって、新井委員のように個

人宅でも実施できるということをアピールできればと考えている。

（新井委員）

小さくても深さがあるので、個人宅の庭でも１か所設置するだけで雨水がそこか

ら全部逃げていき、庭がぐちゃぐちゃになることがなかった。有効な整備であった

と思う。

国の補助金は、全体の何割もらえるのか。

（菅係長）

２分の１である。

（尾崎委員長）

今回の案件は、専門家が作った設計に基づく施工設計なので、ベースとなる業務

委託と分けて考えることはできない。では、その業務委託の発注に対する市民から

見た妥当性はどのように判断しているのか。提出された設計が良いもので、グリー

ンインフラを行う、緑化重点地区にふさわしいものであるとどうやって判断したの

か。

（大塚課長）

今回の工事は、国が推進するグリーンインフラを活用して施工した。市役所前池

周辺の以前の状態は、手入れのされていない緑があったり、スロープがないため池

周辺の敷地に入れない、道がデコボコしていて走りづらいなど、車いすの方が快適

に過ごすことができなかった。今回の工事は、そういった部分に配慮した内容にな

っている。市民が池周辺で憩えるよう設計されているので、市としても、市民に喜

んでもらえるものが造れるのではないかと考え、設計を採用している。駅西口富士

見通線については、駅と市役所を結ぶ道であり、整備済みのシンボルロードにつな

がる道であるため、グリーンインフラを体現できる場所だと考えた。また、車いす

の方は市道１０００号線を利用して駅まで行くため、その方の目にとまるところに

レインガーデンを設置した。ある一定のストーリーはできていると考えている。

（尾崎委員長）

了解した。



（新井委員）

グランドデザインの適性、妥当性を判断する市民コントロールはどのように働い

ているのか。議会のチェックは入っているのか。

（大塚課長）

予算計上の際、建設常任委員会で議論している。

（新井委員）

業者から提出された成果物を建設常任委員会でチェックしているのか。

（大塚課長）

具体的なふとんかごベンチが何基で、どこに設置するかなど、具体的な議論はし

ていないが、１，５００万円の事業内容の説明をしている。

（新井委員）

業者の設計の良し悪しについて、議会承認を得ているのか。

（大塚課長）

この業務委託は、構想の設計ストックを作成してもらうものであり、本市はその

中から具現化可能なものを選択している。今回は、国からの補助金を活用できると

いうことで、グリーンインフラ工事に決定した。設計ストックを基に工事を発注し

ているので、この段階で議会は関与していない。

（新井委員）

設計ストックの段階でもない、ましてや、業務委託を発注する段階でも議会のチ

ェックがない。

（大塚課長）

今後、設計ストックについては、全て提出された後に、市のホームページで周知

するなどして市民に報告したいと考えている。

（新井委員）

事務所には、コンサル業務を依頼していると考えている。どんな成果物、設計ス

トックをいくつ提出させる業務内容となっているのか。１，５００万円の根拠を教

えてほしい。設計ストックの中から、補助金を利用して実現可能なものを選択し、

担当課がきちんと施工されているが、その前段階が不透明である。今回の整備工事

はとてもいいもので、そこを非難しているのではないことは理解してほしい。



（尾崎委員長）

直接の案件ではないが、業務委託で提出された設計を基に工事を発注していると

いうことは、今回の案件とつながっていると考えられる。

（新井委員）

入札監視は、市民コントロールの一環であり、専門的知見を要する者が委員会を

通じて市民を補助するものである。市のホームページに事後掲載することが市民コ

ントロールといえるのだろうか。業者が提案した時に、市民または議会が意見をす

り合わせられる仕組みはなかったのか。

（尾崎委員長）

市民の観点を大事にして業務を進めてもらいたい、という助言でよろしいか。

（新井委員）

はい。

（興松委員）

最低価格を下回っている業者が一者あるが、その業者は、入札された金額だけで

評価しているのか。または、積算内容まで確認しているのか。

（藤原主幹）

入札された金額で判断している。

（興松委員）

理解した。

（尾崎委員長）

そうすると、どのように設計金額の積算を行ったのか、という話になってくる。

どのように積算しているのか。

（小泉主任）

積算金額の根拠は、県の単価表、刊行物、カタログ、業者からの見積りである。

（尾崎委員長）

積算１件あたりのそれらの利用割合はどうか。



（小泉主任）

県の単価表が８割以上を占めている。土工の作業についてはほぼ金額が決まって

いるが、珍しい草花などはないので見積りを作ってもらっている。

(尾崎委員長)

どういうところで見積書を作成してもらっているのか。

（小泉主任）

木であればだいたい建設物価、花は、ちょっと…

（尾崎委員長）

そうすると、完全に県の電算システムのみで積算できるわけではないので、様々

な積算が入札参加者から提出される可能性があると考えられる。予定価格は事前公

表か。

（藤原主幹）

事後公表である。設計金額は事前公表である。

（案件に対する監視委員会からの意見）

意見までではないが、設計金額を事前に見たうえで、業者が入札できている。積

算がきちんとされているようである。今回の案件は、年度内にやらなければならな

いと急いでいる印象を受けた。実際、工期延長の変更契約を行っている。もっと早

期に業務に着手し、市民や議会への周知期間を取れるよう、余裕を持って事務を進

めてほしいと思う。

案件名：保育園自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借

（担当課：保育課）

入札に関する事項について、事務局から説明。

業務内容について、担当課から説明。

（興松委員）

園ごとの実績をもとに設計金額を積算したとのことだが、具体的な金額を教えて

ほしい。

（岡係長）

現在、１台あたり、月額４，２３５円～５，６６８円で契約している。今回の積



算は、４，２３５円を用いて積算を行った。

（尾崎委員長）

朝霞市でＡＥＤを設置する必要がある保育園は何園あるのか。

（岡係長）

分園も含め、施設として４８園あり、各園に１台ずつ設置している。

（尾崎委員長）

４８園のうちの１５園が今回の入札対象ということか。

（岡係長）

そのとおりである。

（興松委員）

落札金額が安くなっているのは、数が増えたからということか。

（岡係長）

今まで、園ごとに契約を行っていたため、まとめることで安くなるという考えに

至らなかった。落札率が低かった点について、課内で入札後に振り返りを行ったと

ころ、子ども用パッドを必要としているという特殊性があるため、どこまで安くな

るか見込めなかったという結論に至った。大変申し訳ない。

（新井委員）

ＡＥＤは、大人用と子ども用で本体は同じなのか。

（岡係長）

そのとおりである。大人用と子ども用でパッドを分けることで電圧を変更し、子

どもにも使用できる機器となっている。また、パッドは共通で、本体のスイッチで

電圧を変更することで子どもにも使用できる機器もある。

（新井委員）

今回はどちらの機器なのか。

（岡係長）

パッドを変更して使用する機器である。



（新井委員）

本体で電圧は変えられないということか。

（岡係長）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

子どもにも使用できるＡＥＤを扱っているメーカーは、何社ほどあるのか。

（藤原主幹）

主に、日本光電、フィリップス、オムロン、（株）ＣＵの４社である。

（尾崎委員長）

本体で電圧を変更するもの、パッドで電圧を変更するものなど、各メーカーが数

種類取り扱っているということだが、園ごとに種類が異なる機器が置いてあると推

測されるが、その認識でよろしいか。

（岡係長）

主に、パッドで電圧を変更するものを使用している。

（尾崎委員長）

今回の仕様書はどのように要件を記載しているのか。

（岡係長）

本体、ケース、成人用パッド２つ、子ども用パッド１つとしている。ただし、子

ども用パッドが付かない場合には、切り替えモードが設定されているものと指定し

ている。

（新井委員）

今回は、パッドが付いているものということでよろしいか。

（岡係長）

そのとおりである。

（新井委員）

他の指名業者の製品はどういうものだったのか。仕様書は各社の製品を網羅でき

る仕様書だったのか。



（藤原主幹）

本体で電圧を変更するもの、パッドで使い分けを行うもの、各社から様々な機種

が出ている。ＡＥＤは、小児に対応しているかどうか、起動した時に補助音声が流

れるかどうかが重視されるため、仕様書ではその旨を記載している。

（新井委員）

保育園では、乳幼児の他、教員や保護者もＡＥＤの使用が想定されるが、それは

公民館、図書館も同様で、保育園だからといって特殊なものが必要なわけではない

と考えている。そう考えると、市全体で一括管理できないものか。今回の入札結果

から、複数台契約することで安価になることが分かったので、市全体で一括契約を

すればかなりコストダウンになるのではないか。行政の仕事には縦割りの壁が付き

物なので、課の予算計上の問題などは重々承知している。では、せめて保育課内だ

けでも、契約途中のものは違約金を払うなどして解約し、足並みを揃えて一括契約

してみてはどうか。

（又賀課長）

自分は４月に異動してきたのだが、現在、保育園に設置されているＡＥＤについ

ては、複数の長期継続契約が締結されている状態である。新井委員のおっしゃると

おり、４８園分を途中で解約するなり、延長するなり、一度リセットして契約でき

ないかと考えている。民間の保育園には県がまとめてＡＥＤを設置しているため、

市内保育園全てとはいかないが、課や業者がどこまで管理できるのか、庁内で検討

していきたい。台数が増えた時に、一業者が管理できるのか、という懸念もある。

（新井委員）

例えば、台数が多く、一業者で管理しきれないというのなら、５０台ずつまとめ

て随契に変更したらどうか。

（又賀課長）

参考にさせていただく。

（新井委員）

市内全域のＡＥＤの管理だけを行う課を、新たに作ってはどうか。課の業務とし

て成立するかは不明だが、課を横断する視点で予算取りや入札手続きができるよう

な仕組みづくりをいつか誰かがやる必要があると考えている。一市民としていつも

思っている。



（興松委員）

今回の案件を受けて、今後担当課がどうしていくのか聞きたかったが、確認でき

たので大丈夫だと思っている。

（又賀課長）

ありがとうございます。

（尾崎委員長）

私も、そこに尽きると思っている。今回、保育課だけでなく、市全体への勉強材

料になったのではないか。なかなか気づくことができない部分が明るみとなり、い

い事例、褒めるべき事例ではないかと考えている。改善に向かえばよいと思う。

（新井委員）

今回の案件で得られた情報と、危機管理の観点から、入札で一者に集中管理させ

ずに、複数業者に台数を均等に振り分け管理させる随契にしてはどうか。入札が全

て正義ではないので、随契移行も検討してほしい。今回の案件の成果であるといえ

る。

（案件に対する監視委員会からの意見）

意見までではないが、随契を推奨しているわけではないが、合理性があり必要な

時には随契も検討すると良い。まとめた発注の合理性を生かし公共調達のあるべき

姿として工夫をしてほしい。

案件名：ワンタッチパーテーション購入（１）

折りたたみベッド購入（１）

組立式男性用小便器購入

折りたたみベッド購入（２）

ワンタッチパーテーション購入（２）

屋根付きパーテーション購入

※６件で一括案件とする。

（担当課：危機管理室）

随意契約に関する事項について、事務局から説明。

業務内容について、担当課から説明。

（新井委員）

現物がどういうものなのかイメージができないので教えてほしい。（※カタログ



回覧）

（興松委員）

購入数量はどのように決めたのか。

（梅村主事）

まず、組立式男性用小便器の１６台についてだが、最初に開設する可能性が高い

避難所１６か所を示している。

（興松委員）

市内の避難所は全部で何か所あるのか。

（梅村主事）

避難所３０か所、避難場所１２か所、計４２か所である。

（興松委員）

最初に開設するとはどういう意味か。

（梅村主事）

朝霞市内には小学校が１０校あり、そこが地域防災拠点となっている。その他６

か所は、令和元年の台風１９号発生の際に、市民センターや公民館などに開設した

避難所で、合計１６か所となっている。

（興松委員）

購入した物品は、今までは必要なかったのか。

（梅村主事）

コロナウイルスのまん延に伴い、災害対策と感染症対策を行わなくてはならない

複合災害が起こりうるため、必要となった。

（興松委員）

トイレを新たに設置しなければ、コロナがまん延する可能性が出てきたというこ

とか。

（梅村主事）

トイレについては、既存のものだけでは密になる可能性が高いため、男性用トイ

レを新たに設置することで密を回避しようと考えた。



（興松委員）

避難所のトイレの密を回避するために購入したということか。

（梅村主事）

そのとおりである。また、男性と同じトイレを使用したくないという女性への配

慮も含まれている。女性用トイレは避難所の近くに設置し、男性用トイレは少し離

れたところに設置する。

（興松委員）

それが緊急に必要だったということか。

（梅村主事）

密を回避するために緊急に必要だった。

（尾崎委員長）

密を回避するために数を増やしたのであれば、むしろ個室トイレを購入すべきで

はないのか。なぜ男性用小便器を選んだのか。

（梅村主事）

女性用トイレはもともと十分に所有しているため、男性用小便器を購入した。

（田畑副審議監）

現在、全ての避難所に設置できる分の仮設トイレを所有している。簡易トイレで

はあるが、男性が用を足せる数を増やすために、小便器を新規購入した。

（尾崎委員長）

仮設トイレは十分に数があるということか。

（田畑副審議監）

そのとおりである。

（興松委員）

ワンタッチパーテーションは体育館で使用するイメージでよろしいか。

（梅村主事）

そのとおりである。



（興松委員）

『２５９』は、どこからきた数字なのか。

（梅村主事）

今回の案件のワンタッチパーテーション購入（１）の２５９張と、ワンタッチパ

ーテーション購入（２）の９１張を足すと、３５０張となる。本当は３５０張必要

だったが、予算不足のため、まず２５９張購入した。その後、１月の臨時議会で補

正予算を計上し、追加で９１張購入した。

（興松委員）

『３５０』は、どこからきた数字なのか。

（梅村主事）

避難所１６か所を開設するにあたり、不足している数字である。

（尾崎委員長）

ワンタッチパーテーションの購入も、避難所１６か所が対象なのか。他の避難所

はいらないということか、数は足りているのか。

（田畑副審議監）

令和２年度上半期に、６月補正予算で６５０張購入している。これは、間仕切り

が付いておらず、最大４人程度で使用できる広さのものである。しかし、それでは

一人暮らしの方などに対応できないため、２ＲＯＯＭタイプのものを購入した。

（興松委員）

それが緊急に必要だったということか。

（田畑副審議監）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

６５０張購入したものと、３５０張購入したものは、別物ということか。

（梅村主事）

そのとおりである。



（尾崎委員長）

先程も聞いたが、１６か所以外の避難所はどうなっているのか。数は足りている

のか。

（梅村主事）

完璧な整備には至っていない。

（尾崎委員長）

当初に購入した６５０張も、１６か所の避難所用なのか。

（田畑副審議監）

小学校１校あたり６５張とし、１０校分なので、６５０張購入している。その後、

補正予算がついたので、追加で購入し、数を増やした。

（尾崎委員長）

体育館を使用するイメージだが、よろしいか。

（梅村主事）

そのとおりである。地域防災拠点の一番広いスペースである体育館で使用する分

を、６月に購入した。

（尾崎委員長）

体育館に６５張入るということか。

（梅村主事）

そのとおりである。体育館を測量した結果、最大６５張入るため、１０校分で６

５０張となる。

（興松委員）

ベッドは、それに合わせて数を決めているのか。

（梅村主事）

そのとおりである。２，０００台入る計算なので、６月の補正予算で１２０台購

入した。

（尾崎委員長）

上半期に１２０台購入したとはどういうことか。



（梅村主事）

避難所を１６か所開設するには、ベッドが２，０００台必要である。上半期に１

２０台、残予算で１，３００台、１月の補正予算で５８０台を購入した。

（尾崎委員長）

最初の１２０台は、避難所１か所分ということか。

（梅村主事）

もともと、ベッドは要介護者用として所有していた。避難所１か所あたり、１２

人の要介護者を想定しており、１０校分として計１２０台購入した。

（尾崎委員長）

屋根付きパーテーションの数についてはどうか。

（梅村主事）

４張×１６か所で６４張とした。通常のパーテーションは高さ１．４ｍ、この屋

根付きパーテーションは高さ１．８ｍで、少し大きめとなっている。空き教室など

に屋根付きパーテーションを設置し、発熱など、体調が優れない要隔離者用として

使用する。屋根があることによって、要隔離者同士の接触を避けることができると

ともに、医療器具の導入も想定されるため、大きめのパーテーションを購入した。

（尾崎委員長）

理解した。

（興松委員）

最初に購入したパーテーションと、追加で購入した物の仕様が違うのはなぜか。

（梅村主事）

最初に購入したものは、一仕切りに一世帯が入る想定だったが、その場合、約

６０人しか入ることができないため追加で購入した。

（興松委員）

最初から想定できたことでは？

（田畑副審議監）

当初は、床にマットを敷き、ダンボールで間仕切りを作る想定だった。しかし、

コロナウイルス対策としてパーテーションを購入することとなり、６５０張購入し



た。また、避難者の一世帯あたりの状況も様々なので、補正予算を計上し、追加購

入を行った。

（興松委員）

仕切りが緊急で必要だったというのは理解できるが、ベッドやトイレの緊急性に

ついては理解できない。説明してほしい。

（梅村主事）

靴や足の裏には雑菌が非常に多いので、ベッドを使用し避難者の頭を一段上げる

ことで感染リスクが大幅に減少すると県から通知があった。本市だけでなく、他自

治体もベッドを購入しており、緊急性があったと認識している。

（興松委員）

トイレについても通知がきているのか。

（梅村主事）

そのとおりである。基本的な物品についても所有数を増やしてほしいと記載され

ていたが、特に狭いスペースであるトイレの種類を増やし、密を回避するよう指示

があったので、ベッドとトイレを購入した。

（興松委員）

通知には、もっと多くの物品について指示があったのではないか。

（梅村主事）

そのとおりである。しかし、他の物品は所有していたため購入していない。

（興松委員）

他の物品は、数が十分であるということか。

（梅村主事）

そのとおりである。今回は、不足している物だけを購入した。

（興松委員）

現在所有している物では、コロナウイルス対策には不十分だから県から通知がき

ているのではないか。現在所有しているもので、緊急性のあるものは全くないのか。

予算には限りがあるので、全て整備することができないのは分かっている。しか

し、今回購入した物より重要な物が他にあったのではないか。



（梅村主事）

マスクやアルコール消毒液は購入している。そういう意味でよいか。

（興松委員）

従来の避難所は、緊急時でもあるから、市民の要求も低く、ダンボールの間仕切

りに床での生活でもなんとか成立してきた。しかし、感染症対策を考えると、ダン

ボールよりもきちんとした仕切りの方が良いということか。

（梅村主事）

ダンボールの間仕切りは一度しか使えないが、今回購入した物は、拭いて何度で

も使うことができる。

（興松委員）

価格差はどれぐらいか。

（梅村主事）

ベッドは、組立式ダンボールベッドが約１０，０００円、折りたたみベッドが約

５，４００円で、半額程度で購入でき、何度でも使用できる。パーテーションは、

組立式ダンボール間仕切りが約１５，０００円、今回購入したパーテーションが約

２６，０００円～３０，０００円であり、高額だが、２回使用すれば安いと考えた。

（興松委員）

価格については理解した。緊急避難が発生する回数はどれぐらいか。

（梅村主事）

直近３年で避難所を２回開設しているので、それだけで元が取れる計算である。

今回購入したパーテーションの方が安いと判断した。

（尾崎委員長）

直近２回は、いつか。

（梅村主事）

令和元年の台風１５号、１９号である。令和２年度も２回開設する可能性があっ

た。

（尾崎委員長）

避難所の開設は、台風を想定しているのか。



（梅村主事）

そのとおりである。

（尾崎委員長）

随契第５号が適切であったのか説明をしてほしい。

（梅村主事）

緊急性については、随意契約の執行に関する基本方針にある随契第５号物品購

入・業務委託等契約関係の（３）感染症発症時において、緊急に行わなければなら

ない蔓延防止のための薬品、衛生材料を買入れる場合に該当することを入札契約課

に確認した。また、災害はいつ来るか分からないので、緊急性があると判断した。

（尾崎委員長）

台風は、７月から１０月に主に発生するのではないか。

（梅村主事）

地震が発生する可能性もある。

（尾崎委員長）

先程、避難所開設は何を想定しているのか質問したところ、台風と回答していた

が違うのか。上半期はともかく、下半期の調達の緊急性をきちんと説明できるのか。

様々な理由があったのだろうとは思うが、本委員会としては、時間的余裕があった

のではないか、入札できたのではないかと懸念している。

（梅村主事）

いつ発生するか分からないのが災害である。一か月後の入札を待っている間に、

随契だったら今すぐ契約できたのにと後悔する可能性がある。また、感染症対策と

して多くの自治体がパーテーションやベッドを購入しており、発注が遅れることで

納品も遅れてしまうことを懸念し、随契を行った。

（尾崎委員長）

災害に向けてきちんと用意しなければという気持ちは理解した。しかし、やはり

下半期に発注を引き延ばしているにもかかわらず、緊急であったというのは納得で

きない。予算の問題もあったことは推察するが、きちんと事務手続きを踏んでいな

いように感じる。早めに事務手続きを行うことが大切だと考える。

どのような仕様書になっているのか。



（梅村主事）

商品を指定し、同等品以上のものを認める形とした。

（尾崎委員長）

今回購入した物全て、そのような仕様書なのか。

（梅村主事）

そのとおりである。

（興松委員）

納品された物は指定した物だったのか、または同等品だったのか。

（梅村主事）

指定した物が納品された。

（興松委員）

例えば、もし同等品確認の依頼があった場合、どのように同等品以上であると判

断するつもりだったのか。

同等品といっても、性能規格書が異なると思うが、そこの判断は誰がどうやって

行うのか。正直、業者としては、指定商品を納品しろと言われている気持ちになる

のではないか。本当に平等な仕様書になっていたのか。

（梅村主事）

同等品については、所属長と担当者が判断することになるが、指定商品と違う物

を納品する場合は、事前に報告してほしいと業者には伝えてある。

（興松委員）

製造しているメーカーは複数あるのか、他社製品との比較検討は行っているの

か。

（梅村主事）

今回は、２メーカーの商品を購入した。我々は、ライバル店の商品も全て把握し

ているので、同等品以上かどうかすぐ分かる。

（興松委員）

その商品を選んだ理由は説明できるか。選定理由を仕様書に記載すればよかった

のではないか。



（梅村主事）

サンプルを確認し、選定した。防災倉庫の空き容量が少ないので、コンパクトに

収納できるかどうかを重視した。

（田畑副審議監）

他自治体の購入実績を参考に、複数回使える点を重視した。

（興松委員）

見積業者の選定はどのように行ったのか。

（梅村主事）

メーカーの卸売業者の中から選定した。

（興松委員）

朝霞市でそのメーカーを扱っていた業者が３者しかいなかったということか。

（梅村主事）

朝霞市の限りではない。メーカーから卸売業者について教えてもらい、その中か

ら選定した。

（興松委員）

複数業者の中からその３者を選定した理由は何か。

（梅村主事）

随契第５号の場合は、１者見積でもいいと思うが、朝霞市に業者登録を行ってい

る中から、３者選定した。

（尾崎委員長）

メーカーから教えてもらった業者数は多いのではないかと思うが、なぜこの３者

なのか。

（梅村主事）

その中で朝霞市に業者登録をしていたのが３者だったのでそこにした。他意はな

い。

（尾崎委員長）

朝霞市に登録されている業者が３者だけだったのか。



（梅村主事）

他にもあったと思うが、その３者にした。

（尾崎委員長）

そこが恣意的になっていないか、ということが問いたい。

（田畑副審議監）

登録業者の中から、取引のある業者を考慮し、３者を選定した。

（尾崎委員長）

３者以上選定してもよかったのではないか。

（梅村主事）

１者でもよいとされているところ、３者選定したのだが。

（尾崎委員長）

１者ではまずいのではないか。

（梅村主事）

随契第５号は、１者でもよいとされている。

（藤原主幹）

随意契約の執行に関する基本方針で、１者からの見積書のみで契約することがで

きるとしている。

（尾崎委員長）

予定価格にかかわらず、１者でいいということか。

（藤原主幹）

そのとおりである。予定価格による指名業者数の変更は、入札の際に行っている。

随契に関しては、各号で必要な見積業者数を示している。

（尾崎委員長）

随契第５号だと、１者でできるということか。では、やはり随契第５号にしたこ

とに問題があるのではないか。



（藤原主幹）

随契第５号は緊急であるので、１者でよいとしている。

（尾崎委員長）

あくまでも、１者でも可能である、ということか。

（藤原主幹）

そのとおりである。

（長谷川係長）

５０万円以上は３者以上と基本方針を示している中で、随契第５号であれば、１

者でも可能である、と示している。

（尾崎委員長）

しかし、なぜこの業者が選定されたかどうかが説明されていない。

（興松委員）

選定したということは、根拠が必要だと思う。また、緊急であれば何でも良い、

と考えてないか。緊急性の判断は誰が行ったのか。

（梅村主事）

コロナウイルスがまん延していたので緊急とした。

（興松委員）

コロナウイルスを理由にしていいのだろうか。いつ発生するか分からない災害を

理由に、緊急性があったと誰が判断しているのか。

（梅村主事）

今回の案件は、特殊であると考えている。備蓄食品など、定期的に購入する物に

関しては、毎回入札を行っている。今回は、複合災害であるというところで緊急性

があると判断した。

（田畑副審議監）

すぐに納品できる物であれば入札にかけられたと思うが、今回購入した物は、コ

ロナウイルスのまん延に伴い、全国的に一斉購入している物である。早急に発注し

ないと納品が最大で半年以上先になるとメーカーから情報があったため、緊急性が

あると判断した。



（藤原主幹）

基本方針の中で（３）のとおり定めている。随契第５号は、天変地異その他災害

等により緊急調達が必要な場合に限定されており、感染症については『発症時』と

なっている。当時は、緊急事態宣言下であったため、そこを鑑みて今回の判断に至

ったと考えられる。

（案件に対する監視委員会からの意見）

意見までではないが、書類上、事務手続きを後回しにしていたように見えてしま

っているのが得策ではなかった。緊急事態宣言下であったとはいえ、緊急性を理由

にせず、基本的な調達は入札にかけられるよう工夫してほしいところである。次回

は、より良い説明ができる内容にしてほしい。

【議題２ 入札及び契約手続きの運用状況の報告】

・入札及び契約手続きの運用状況について、事務局から報告

・入札監視委員会からの質疑及び意見なし

【議題３ 次回会議について】

・開催予定日：令和４年１月２７日（木）

・次回の審議案件の抽出は、新井委員が担当

（尾崎委員長）

本日の会議は、以上とする。


