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会 議 録 
〈平成２９年度 愛知県入札監視委員会第１回定例会議〉 

 
【入札契約手続の運用状況等の報告】 
平成２８年度第４四半期における発注工事について、総務部、振興部、環境部、健康福祉

部、農林水産部、建設部、企業庁、教育委員会及び警察本部から発注工事総括表及び一覧表

等により報告があった。（資料１） 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
 
（建設部の電気設備更新工事について） 
・建設部に伺う。一般競争入札の２頁１４

番と３頁１５番の工事について、いずれも

１億円を超える大規模工事であるが、どち

らも同じ業者が落札しており、落札率も低

い。その理由は何か。二つの工事に関連性

はあるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
（建設部の完了予定日の記載方法につい

て） 
・建設部に伺う。入札方式別発注工事一覧

表の不調・不落の２頁４番について、完了

予定日の記載が日にちでなく、契約日の翌

日から１０５日間という記載になってい

るのはなぜか。 
 
・使い分けを判断する決まりはあるのか。

 
 
 
 
・分かった。 
 
・日数で記載する場合は、休日も含めて工

事開始日から終了日までが１０５日間と

いう数え方をするのか。 

 
 
・場所が異なるので、二つの工事に関連性は

ない。落札した業者は、設備関係の工事の専

門業者である。二つの工事は、どちらの工事

も現設備を入れ替える更新工事である。また、

落札業者は、既設の設備を施工した業者では

ない。低入札価格調査を実施した際に聞きと

りをしたところ、落札業者は県発注の電気設

備工事の施工実績を積むために受注を強く希

望していた。また、落札業者は主要機器を自

社で製作しており、全国的にも下水処理の電

気設備、エアレーション装置を製作している

ため、ノウハウが蓄積されており、自社の標

準仕様設計書を使用できた。それらの理由で、

低価格で二つの工事を落札できたと考えられ

る。 
 
 
 
 
 
・工期の記載方法には２種類ある。何月何日

までと記載するものと標準工期で記載するも

のとがある。工事によって使い分けをしてい

る。 
 
 
・明確な使い分けはないが、明確に何月何日

まで終了したい日付があるものは完了予定日

を日にちで記載する。完了予定日を日にちで

記載する方が件数は多い。 
 
 
 
・完了届が提出される日まで全ての日数を含

めての計算となる。契約日は入らない。 
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・分かった。 
 
（建設部の指名競争入札の工事について）

・建設部に問う。指名競争入札の３８頁９

２番と９４番だが、どちらも同じ業者が落

札しており、辞退者数が多い。何か理由は

あるか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・９２番、９４番の工事は、設備設置がメ

インの工事か。 
 
・分かった。 
 
（建設部の指名停止について） 
・建設部において指名停止が多いように思

われる。何か理由があるのか。 

 
 
 
 
・９２番の工事は、アンダーパスにおける交

通遮断機の設置工事である。県においてアン

ダーパスの重点対策を実施していることで、

業者における技術者が不足しており、辞退者

が多くなったと考える。また、アンダーパス

を閉鎖して行う工事であり、施工管理に手間

がかかるため、入札価格を低くすることがで

きず落札率も９９．９％と高くなったと考え

られる。９４番の工事も、９２番と同じ交通

遮断機の新設工事である。そのため９２番と

同じく、技術者の不足と施工管理に手間がか

かることで辞退者が多く、請負率も高くなっ

たと考えられる。 
 
 
 
・そうである。遮断機の新設工事であるため、

設備設置がメインである。 
 
 
 
 
・愛知県の発注工事による指名停止もあるが、

国土交通省が発注した工事における贈賄事件

や独占禁止法の規定違反による指名停止があ

り、全体として件数が多くなった。 
 
【検討事案抽出の報告・確認】 
抽出担当委員より、１月から３月までの発注工事について、９部局庁等の発注工事の中か

ら農林水産部、建設部及び企業庁の事案について抽出した旨、報告された。（資料２） 
 
【抽出事案に関する説明及び検討】 
○経営体育成基盤整備事業 碧南地区 その３工事【農林水産部】 
 経営体育成基盤整備事業 碧南地区 その４工事【農林水産部】 
 経営体育成基盤整備事業 碧南地区 その５工事【農林水産部】 
 経営体育成基盤整備事業 碧南地区 その６工事【農林水産部】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・期間が限られているので、比較対象事案

のその５とその６工事は指名競争入札に

したということか。その３とその４工事を

一般競争入札で実施し、その５とその６工

事を指名競争入札で発注した理由は何か。

 

・設計金額が５，０００万円を超える工事は、

愛知県農林水産部一般競争入札実施要領に基

づいて、原則として一般競争入札で実施する

こととしている。ただ本工事においては、平

成２８年度の国の補正予算により予算措置を

されており、平成２８年１０月１４日付け閣
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・設計書の完成時期が入札方式の違いに関

係してくるのか。一般競争入札と比較して

指名競争入札の方が、入札参加資格は緩く

なるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・その５、その６工事について、時間がな

いために指名競争入札で実施したという

ことで理解した。品質確保という観点にお

いて、一般競争入札と指名競争入札で異な

る点はないか。 
 
・分かった。 
 
・急いで入札を実施する必要があるときは

指名競争入札で発注するという理解でよ

かったか。 
 
・他の案件においても、緊急のものについ

ては指名競争入札で発注するということ

はよくあることか。 
 
・県の基準において許容されていること

か。 
 
 
・比較対象事案であるその５、その６工事

の入札参加資格が、抽出事案と比較対象事

案１と比較して項目が少ないのは、指名す

る段階で条件を満たした業者のみに限っ

て指名をしているからであるか。 
 
 

僚懇談会において、総務大臣から早期かつ円

滑な執行をという発言があった。２月上旬に

契約することを目標としていた。その３、そ

の４工事は設計書が早期に完成する見込みで

あったため入札手続きに期間を要する一般競

争入札で実施することができたが、その５、

その６工事については、設計書完成までに時

間を要したため、一般競争入札ではなく、指

名競争入札で発注をした。 
 
・指名競争入札と一般競争入札の入札参加資

格は同じである。ただ予算執行から入札にい

たるまでの期間が、指名競争入札の方が早く

なる。一般競争入札であると、総合評価落札

方式を採用するので評価基準の設定等を、総

合評価審査委員会へ諮り、その回答をもらっ

てからの作業となる。よって指名競争入札で

発注するよりも一般競争入札で発注すると時

間がかかってしまう。契約までの期間を考慮

して、その５、その６工事については指名競

争入札で実施することとした。 
 
・指名競争入札では、過去の工事実績のある

業者の中から選定を行うため、予め業者を絞

った状態で指名競争入札を行う。そのため一

般競争入札と比較して、指名競争入札で発注

した場合に品質が落ちることはない。 
 
 
 
・そうである。 
 
 
 
・そうである。緊急の場合に指名競争入札で

発注することはある。 
 
 
・認められた範囲内で、一般的に金額が高く

ないものについて指名競争入札で行うことが

ある。 
 
・そうである。 
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・一般競争入札と指名競争入札どちらも入

札参加資格の内容は同じであると考えて

よいか。 
 
 
 
 
 
 
 
・金額をみると、その３とその５工事が予

定価格１億円を超えており、その４、その

６は予定価格１億円以下の工事となって

いる。その５工事を指名競争入札で発注

し、その４工事を一般競争入札で発注して

いるということは、単に金額の高い工事を

一般競争入札で発注するということでは

なく、金額以外の要素も考慮して一般競争

入札か指名競争入札どちらで発注するか

を判断しているということか。 
 
・４つに工事を分けたのは、一年以内に工

事を終わらせる必要があったからか。 
 
・入札事務フローチャートを見るとその３

からその６の工事まで、それぞれ予算執行

書の起案・決裁から、契約締結までの期間

について違いがあるとは思えないが、一般

競争入札と指名競争入札で入札にかかる

期間は異なってくるのか。 
 
 
・予算執行書の起案・決裁は平成２８年１

２月末にしているが、一般競争入札で実施

したその３、その４工事については、予算

執行書を起案・決裁する前から準備をして

いたということか。 
 
・分かった。 
 
・その５とその６は指名競争入札で発注し

ているが、それぞれ指名する業者が同じで

はなく、変えているのはなぜか。 
 
・重複して指名している業者は、過去の実

績を考慮した結果か。 
 
 
 

・そうである。例えばその３工事の入札参加

資格に記載ある①番土木工事業の資格を有す

る者の項目については、その５、その６工事

では指名する段階で土木工事業に係る競争入

札に参加する資格を有する者に絞って指名を

しているということである。よって指名競争

入札においては、入札参加資格に改めて土木

工事業に係る競争入札に参加する資格を設定

することはない。 
 
・今回の場合は、現場の施工状況を考慮して

４つに分割し、それらを一般競争入札と指名

競争入札で発注を行った。一般的には金額の

高いものを一般競争入札で発注する。今回は

現場の状況を鑑みて、入札方式を分けたため、

その５工事を指名競争入札で、その４工事を

一般競争入札で発注した。 
 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・今回の場合においては契約をする日にちの

期限があり、そこから逆算すると１２月末に

予算執行書を起案する必要があった。予算執

行書を起案・決裁してからは、見積期間の短

縮もあり、結果として一般競争入札と指名競

争入札で入札にかかる期間が変わりなく、契

約締結にいたった。 
 
・その３、その４工事については総合評価の

評価基準の審査があるので、設計書は早い段

階で作成する必要がある。そのためその５、

その６工事に比べて早い段階から準備を行っ

ている。 
 
 
 
・より多くの業者に入札に参加してもらうた

め、指名する業者はできる限りばらばらにす

るようにしている。 
 
・地元業者の方がより良い工事施工を期待す

ることができ、また業者の数もそれほど多く

はないため、土地改良事業の農業農村整備事

業者を選定すると、指名業者が重なることは

やむを得なかった。 
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・分かった。 
 

 
○清水住宅電気工事（第５工区）【建設部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・指名通知を２月１５日に送付していて、

入札が３月１日であり、２週間ほど期間が

かかっているが、通常この程度期間がかか

るものなのか。 
 
・１回目の入札において不調となっている

が、１回目の入札時点における見込み対象

業者数は何者であったのか。 
 
・見込み対象業者が１９者あれば、落札さ

れるだろうということだったのか。 
 
 
 
 
 
 
・１回目の入札時の地域要件において、名

古屋市内の業者を除外したのは見込み対

象業者数が多くなってしまうためか。それ

とも、地元の業者に施工してもらいたいと

いう意図があったためか。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・入札執行調書について、 終的に落札し

た業者と同じ金額で入札に参加している

業者が何者かいたため、くじで落札者を決

定している。このように何者も同額で入札

に参加してきた理由は何か。 
 
 
 
 
 
 
 

・見積期間は１５日以上と定まっているため、

今回の期間を設定した。 
 
 
 
・１回目の一般競争入札において、名古屋市

内の業者を除外した結果、想定見込み対象業

者は１９者であった。 
 
・県における一般競争入札のガイドラインに

おいて、見込み対象業者数は概ね２０者以

上と決まっている。様々な地域で県営住宅

を工事しているが、地域ごとの業者で競争

していただきたいと考えているため、見込

み対象業者数が２０者程度になるようにエ

リアを選定している。 
 
・尾張建設事務所管内とすると名古屋市内が

該当する。しかし名古屋市内においても県営

住宅の工事を行っているため、名古屋市内の

県営住宅の工事の際は、一般競争入札であれ

ば名古屋市内の業者を入札参加資格要件に設

定をしている。名古屋市以外の工事の場合は、

まず名古屋市内の業者を除外した上で一般競

争入札を実施することが通例となっている。 
 
 
 
・１回目一般競争入札で実施した際に、入札

参加者がおらず不調となり、２回目の入札時

においても４０者を指名して１２者は辞退を

している。しかし、２回目の指名競争入札に

おいては、入札に参加した業者に限っては競

争原理が働いていた。推測になるが、辞退し

た業者の多くが、辞退理由として技術者を配

置することができないことを挙げていた。一

方で入札に参加した業者においては、技術者

を配置できる状態であったと考えられる。技

術者を配置できる状態であったことと、工事

の内容を加味して、本工事を落札したいと考
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・全く同じ金額で入札した業者が多くいた

ということは、積算がしやすいということ

か。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・ 低制限価格と同額で入札に参加してい

るという状況なのか。 
 
・もともとの予定価格が高いということは

ないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・２回目の入札時の入札参加要件につい

て、主たる営業所の所在地に名古屋市内を

追加したということであった。１回目の入

札時には見込み対象業者を１９者想定し

ていたというが、名古屋市内を追加したこ

とで、もし一般競争入札で発注したとすれ

ば見込み対象業者は何者想定できたのか。

 
・８５者見込み対象業者がいるということ

であれば、２回目も一般競争入札で発注す

ることも考えられたと思う。なぜ２回目は

指名競争入札で発注したのか。 
 
 
 
 

える業者が何者かいたことで、辞退者が何者

かあった一方で１０者が同額で入札に参加

し、くじによって落札者を決定する結果にな

ったと推測される。 
 
・県の方から参考数量書を出しており、どれ

ぐらいの量が必要かというのはわかるように

なっていて、各業者はそれぞれで単価や現場

経費を踏まえて積算している。ただ本工事に

おいては 低制限価格制度を採用しており、

低制限価格を積算するもととなる割合は公

表しているため、それを参考に各業者は入札

額を決定している。そのため、入札金額が同

額になることがある。 
 
 
 
・くじと記載のある１０者は、 低制限価格

と同額で入札に参加してきている。 
 
・予定価格として設定している額は、単価に

ついては、一般的な取引価格から価格を設定

しており、労働者の賃金も労務規定で決まっ

ているものから算出をしている。それらを踏

まえて積算し、予定価格を設定している。一

方、業者は、取引において資材を安く調達す

ることや、外注することなく自社の作業員に

より工事することで、コストカットができる

ため、 低制限価格と同額で入札に参加でき

たと考えられる。 
 
 
 
・名古屋市内を追加し、一般競争入札で発注

したとすれば見込み対象業者数は、８５者と

なる。 
 
 
 
 
 
・県営住宅の建設工事は、分離分割発注を行

っている。工事は建築工事、電気工事、管工

事、エレベーター工事、ガス工事があり、そ

のうちガス工事はガス会社が決まっているの

で随意契約であることが多いが、その他の工

事については入札によって業者を選定する。

今回の電気工事は、他工事と同時に発注して

おり、他の工事の業者は決まっていたため、
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・指名競争入札の方が、早く業者を決定で

きるということか。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・本案件のように 低制限価格で１０者が

同額で入札に参加した例は、過去にもある

のか。 
 
 
 
 
 
 
・過去の例において、くじ引きで業者を決

定した事例は何件あり、多くて何者が同額

で並んだことがあったのか。同額で入札参

加する業者が１０者にもなることがある

のか。 
 
・その工事の種類は何か。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
 
 

建物をスムーズに完成させる上で、全ての業

種を同時期に工事をスタートさせる必要があ

った。建物を完成させる日を変えることはで

きないため、早期に業者を決定する必要があ

り指名競争入札で実施した。 
 
農林水産部の議論にもあったが、一般競争入

札で発注する場合には総合評価落札方式を実

施する必要がある。それによって公告や指名

通知の前段階において事務方の業務が増え、

入札を実施する時期が遅れてしまう。本工事

においては、３月中旬に契約をするという目

標があったため、今回は一般競争入札ではな

く指名競争入札で実施した。 
 
 
 
・経験上になるが、建築に関わる建築工事、

電気工事、管工事おいて１０者が同額で入札

に参加したというのはそれほど例がないと思

われる。通常建築における電気工事は、１回

目入札時に５，６者の参加があり落札される。

本案件のように、当初不調となり、指名競争

入札で再発注するということもあまり事例が

ないことである。 
 
・ 低制限価格で複数の業者が参加し、くじ

引きで業者を決定した事案についてだが、平

成２８年４月から平成２９年１年末までの件

数は５９件ある。くじ引きした業者数が も

多かったのは８者である。 
 
・橋梁の修繕工事で塗装の塗り替えになる。

その他の案件においては、２者もしくは３者、

多くても５者程度が同額で入札に参加してい

る。 
 
・指名競争入札で、４０者を指名するという

ことも稀なことである。通常競争性を確保し

つつ、地域要件を設定するので概ね２０者程

度を指名する。今回の工事は、他の建築工事

と工期を合わせる必要もあったことから、万

が一辞退する業者が多くなる場合にも備え

て、指名業者数を通常より増やした。 
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・１０者が 低制限価格と同額で入札に参

加していきているということは、工事を落

札したいとの気持ちが強かったと思われ

る。１回目は名古屋市内を対象外にしたと

いうことであったが、２回目入札時に 低

制限価格と同額で入札してきた１０者の

業者のうち名古屋市とそれ以外はそれぞ

れ何者ずつであったのか。 
 
・その２者というのは技術者を配置できた

ということか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・先ほどの議論で、過去に８者同額で入札

に参加してきた事例があるとのことであ

ったが、その例においても８者は 低制限

価格で同額であったのか。 
 
・どうしても工事を落札したいという理由

から、 低制限価格で業者が入札に参加す

ることで、 低制限価格と同額の者が何者

かいるという結果になるのか。 
 
・分かった。 
 

・１０者のうち２者が名古屋市外で、残りの

８者が名古屋市内の業者であった。 
 
 
 
 
 
 
 
・１２月の議会に補正予算を計上し、補正予

算が成立したあとに手続きをしている。通常

発注の見通しを年４回出しており、補正予算

成立直後にも発注見通しを出したが、数週間

後に告示をしなければならず、発注見通しを

発表してから告示までにあまり期間がなかっ

たことから、当初は技術者の配置が難しかっ

たと思われる。また、建築の電気工事は、本

体の建築工事と対応して工期が長くなる。技

術者を長期間配置しなくてはいけないため、

業者は技術者の配置について早めに準備をし

なくてはいけない。補正予算による工事で急

きょであったことと、建築の電気工事で技術

者の配置が困難な工事であることから落札さ

れるか心配ではあった。 
 
・ 低制限価格で同額であった。 
 
 
 
 
・５９件のうち４２件が、業者が 低制限価

格と同額で入札に参加してくじ引きになって

いる案件であった。 

 
○用地造成事業 豊田・岡崎地区 西工区 整地工事【企業庁】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・同じ企業体で中工区を施工していて、価

格を低く抑えることができたという説明

だった。しかし、落札した業者に限らず入

札に参加してきた３者全てが、調査基準価

格を下回っている。予定価格の設定は適正

であったのか。 

・予定価格については、企業庁の積算基準に

基づいて算出しており、問題ないと考えてい

る。参加した業者３者は、全てスーパーゼネ

コンと呼ばれる業者である。スーパーゼネコ

ンとなれば、協力会社も多く、自社で労務や

機械を賄えることもあり、かなり経費を削減
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・技術提案評価結果調書について、落札し

た業者は周辺環境に配慮した工事対策の

点数が他の業者と比較して高くなってい

るが、どのような点を評価したのか。 
 
・分かった。加算する評価の基準があって、

客観的に決まっているのか。 
 
 
・落札した特定建設工事共同企業体を形成

する３者のうちの１者についてだが、過去

５年間において建設業法違反や指名停止

に該当しているように資料から見受けら

れる。この点について、入札に際して評価

にどのように関わってくるのか。 
 
・愛知県以外においては近年でも指名停止

の処分を受けているようである。それにつ

いては関係ないのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・愛知県以外で指名停止になったものにつ

いて、愛知県においても追随して指名停止

措置を行うことはあるのか。 
 
・今回の他県や国による指名停止措置は、

愛知県においては指名停止する必要はな

かったという理解でよいか。 
 
・手持工事の状況という記載があるが、金

額や件数をみても会社の規模に対して手

持工事が多いのか少ないのかわからない。

この点についてどのように判断している

のか。 
 
 
・これまでの経験で判断しているというこ

とか。 
 
・分かった。 
 

することができると考えられる。 
 
・評価した点として、濁水防止対策に関する

提案、ｐＨ対策の提案などについて、県の標

準仕様書には記載のない点である。 
 
 
・そうである。標準仕様書という共通の基準

があり、それを超えるものについては加点を

している。 
 
・５年前の平成２４年度に愛知県から指名停

止の措置を受けているが、近年においては建

設業法違反や指名停止の処分はなく、問題な

いと判断した。 
 
 
 
・平成２４年度に NEXCO 中日本発注工事に

おける指名停止措置、平成２８年度について

は横浜市のマンション建築のくい施工工事に

おける建設業法違反、他にも関東地方整備局

における指名停止措置がある。ただこれらに

ついては、愛知県において指名停止措置をし

ておらず、愛知県に限ると平成２４年度の指

名停止措置だけである。平成２４年度以降、

愛知県において指名停止措置等行っていない

ため問題ないと判断した。 
 
・他で指名停止措置になった場合でも、愛知

県の指名停止の要件に合致すれば、愛知県以

外の事例でも指名停止になることはある。 
 
・そうである。 
 
 
 
・落札者は大手のゼネコンであるため、この

契約対象工事現場付近の手持工事が６１億円

であることや、契約対象工事に関連する手持

工事が３９０億円ぐらいであれば、今回の工

事を施工するにあたって人や機械が不足する

ことはなく、問題ないと判断した。 
 
・聞き取り調査から、実際の状況を踏まえて

判断している。 
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・見込み対象者数が４５者となっている

が、特定建設工事共同企業体としての組み

合わせが４５通りの組み合わせがあると

見込んでいたという理解でよいか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・完成後については、この施設を使用して

県と民間会社が共同して開発を進めてい

くということになるのか。 
 
・企業庁として造った施設を民間会社へ売

却するということか。 
 
・工事の手続きに県は関わるが、 終的に

民間会社が全額負担をし、県として負担す

る額はないということか。 

・代表構成員となる第一構成員が、４５者い

ることを確認している。また第二構成員とな

るものは１１５者、第三構成員にあっては２

１６者いる。その中で も少ない第一構成員

の数である４５者が、 大の見込み対象者数

であると判定している。 
 
 
 
・民間会社が自動車開発に使用する目的とな

っている。 
 
 
・民間会社へ売却する。 
 
 
・そうである。 

 

 
○総括質疑 

質問･意見 回答（要旨） 
・農林水産部に関する競争入札の方式のこ

とで、原則では一般競争入札ということで

あったが、談合防止のため入札制度の改革

で一般競争入札の拡大と指名競争入札の

原則廃止と伺った。建設部については、５

千万円を超える工事については、一般競争

入札で発注をしているとのことであった。

農林水産部の抽出事案において、５千万円

を超えた工事を指名競争入札で実施して

いるが、５千万円を超える工事を指名競争

入札で発注する際に、指名競争入札で発注

すると判断する県の基準はあるのか。 
 
・早期に実施する必要がある場合は、指名

競争入札で行うことがあると伺った。急ぐ

ときというのは、一般競争入札実施要領の

特例における農林水産部長及び農林水産

事務所長が認めた場合ということである

のか。そうであれば、認めれば何でも指名

競争入札で発注しても良いということに

成りかねず、一般競争入札で発注するとい

う指針が骨抜きになるという恐れがある

と考えられる。その場合に監視するものは

ないのか。 
 
・実例としては、補正予算のときに早期に

・農林水産部における一般競争入札実施要領

において、特例ということで定めている。例

えば災害復旧や、緊急で工事を行う必要があ

る場合、その他農林水産部長及び農林水産事

務所長が認めた場合である。今回の事例にお

いては、昨年度の第二次補正予算ということ

で早期に執行する必要があるものであったた

め、国からの要請もあり、５千万円以上の工

事であったが指名競争入札で発注を行った。 
 
 
 
 
・今回第４四半期に件数が多かったのは、補

正予算が増えたことが関係している。農林水

産部長名で補正予算に関係する工事は、指名

競争入札で実施して良いという通知をしてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
・そうである。補正予算を受けて、農林水産
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実施する必要があるときに限って一般競

争入札を指名競争入札で実施していると

いう理解でよいか。 
 
・分かった。 
 
・それ以外は、災害復旧の関連工事という

ことか。 
 
・分かった。 

部長名で通知をしている。 
 
 
 
 
 
・災害復旧と緊急の場合もある。 

 
 
【検討結果のまとめ】 
 本日の定例会議における検討結果についてであるが、今回検討した各事案について、特に

意見として申し上げることはない。 
 
【その他】 
（１）次回の定例会議における検討事案の抽出の委任について 
（２）次回の定例会議の日程について 

以上 


