
平成３０年第２回瑞穂市教育委員会臨時会 次第 

平成３０年７月１３日 

開会 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 意 見 聴 取 瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約の

締結について 

日程第３ 教育長の報告  

日程第４ そ の 他 教育次長 

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児支援課長 

生涯学習課長 

次回教育委員会会議の開催について 

平成３０年７月３１日（火）午後２時００分から 

閉会 



意見聴取 

   瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約の締結について 

 瑞穂市立穂積中学校テニスコート整備工事請負契約の締結について、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  平成３０年７月１３日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  



議案第●●号 

   瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約の締結について 

 瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約を別紙のとおり締結した

いので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び瑞

穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

５年瑞穂市条例第４０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

  平成３０年７月２０日提出 

                      瑞穂市長 棚 橋 敏 明  

   提案理由 

 瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事に当たり、一般競争入札（総合評

価落札方式）を実施したところ、株式会社松野組が落札したので、契約を締結

することについて議会の議決を求めるもの。 



   瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約の締結について 

 工事請負契約を次のとおり締結するものとする。 

記 

１ 契約の目的  瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事 

２ 契約の方法  一般競争入札（総合評価落札方式） 

３ 工事の場所  瑞穂市別府地内 

４ 契約金額   金１９２，２４０，０００円 

５ 契約の相手方 住所 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 

         氏名 株式会社松野組 

            代表取締役 松野 守男 





資料●●－１ 

瑞穂市立穂積中学校テニスコート造成工事請負契約の締結について

１．開 札 日 時 平成３０年６月２８日（木） 午前９時３０分 

２．工   期 本契約の締結の日 ～ 平成３１年３月２５日 

３．評価の方法 評価基準に応じた加算点（最高２０点）と標準点（１００点）

の合計「評価点」を入札金額で除した後、１，０００，０００

を乗じて得た数値「評価値」の最も高い者を落札者とする。 

４．入札結果 一般競争入札（総合評価落札方式） 

入札業者名 入札金額 評価点 評価値 備考 

㈱松野組 178,000,000 円 118.50 0.66573 落札 

㈱市川工務店 187,000,000 円 106.50 0.56952 

㈱堀部工務店 瑞穂営業所 195,000,000 円 108.00 0.55385 

岐建㈱ 187,500,000 円 106.00 0.56533 

杉山建設㈱ 瑞穂営業所 186,000,000 円 107.00 0.57527 

高田建設㈱ 瑞穂営業所 194,000,000 円 103.00 0.53093 

大日本土木㈱ 200,000,000 円 106.00 0.53000 

TSUCHIYA㈱ 岐阜営業所 202,000,000 円 106.00 0.52475 

加藤建設㈱ 辞退 103.00 -

山本建設㈱ 辞退 109.50 -

以上１０社 

① 契約金額は、入札書記載金額の１００分の８に相当する額を加算した金額である。

 178,000,000 円 × 108／100 ＝192,240,000 円（落札率 89.7％） 

② 設計金額 

 198,498,000 円 × 108／100 ＝214,377,840 円 

③ 予定価格 

 198,498,000 円 × 108／100 ＝214,377,840 円 

④ 調査基準価格 瑞穂市公共工事低入札価格調査等取扱要領第４条第１項第１号の

規定により算出。 

 192,940,056 円（1 円未満の端数は切り捨て） 

⑤ 失格判断基準 瑞穂市公共工事低入札価格調査等取扱要領第５条第１項第１号の

規定により算出。 

 170,801,200 円（1 円未満の端数は切り捨て。税抜き） 

公共工事低入札価格調査委員会は、㈱松野組から事情聴取し、経営状況も鑑み審査

した結果、適正な契約履行が見込まれると判断した。 



資料●●－２ 

瑞穂市立穂積中学校テニスコート整備事業の概要

１ 工事場所 

  岐阜県瑞穂市別府地内 

２ 開発面積 Ａ＝６，４６２㎡ 

テニスコート用地 内Ａ＝６，１１５㎡ 

関連用地（道路） 内Ａ＝３４７㎡ 

３ 施設内設備 

テニスコート  ５面 

水飲み手洗い  ２箇所 

日除け     ３箇所 

男女部室    各１部屋（鉄筋コンクリート造） 

男女トイレ   各１箇所（鉄筋コンクリート造） 

駐車場     ２４台 

駐輪スペース  １００台 

４ 造成工事概要 

  土工  

切土     ２，７３０ 

盛土     １，７００ 

  排水設備工 

側溝     ４６１ｍ 

可変側溝   １１１ｍ 

  舗装工 

   アスファルト舗装 

    通路    ８６８㎡ 

    駐車場   ７３４㎡ 

    車道    ５８８㎡ 

   土系舗装 

    運動場   ３，９０１㎡ 

  フェンス工   ４１８ｍ 
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