
 

1 

会 議 録 
〈平成２９年度 愛知県入札監視委員会第３回定例会議〉 

 
【入札契約手続の運用状況等の報告】 
平成２９年度第２四半期における発注工事について、総務部、振興部、県民生活部、防災

局、環境部、健康福祉部、産業労働部、農林水産部、建設部、企業庁、病院事業庁及び警察

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） 

 
（建設部の指名競争入札の工事について） 
・建設部に伺う。指名競争入札のうち２８

頁の１番と２番の工事について、２件とも

５千万円を超えるが、指名競争入札で発注

をしている。一般競争入札ではなく指名競

争入札で発注した理由は何か。２件の工事

は、他の指名競争入札で発注している工事

と比較して指名業者数が多く、辞退者も多

い。指名競争入札で発注したことと何か関

係があるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
（農林水産部の不調不落について） 
・農林水産部の不調・不落の案件について

伺う。小規模治山対策事業についてだが、

不調への対策で工種の変更をしたという

ことだった。工事の内容は変わらないとい

う理解でよいか。 
 
 
 
・工種を変更したのは、指名業者を当初入

札時から変更することができるからとい

う理解でよいか。 
 
・分かった。 
 
 
 

 
 
・２件とも当初５月に一般競争入札で発注を

行ったが、いずれも不調になったため、再度

発注する際に指名競争入札で発注することと

した。それぞれ指名競争入札で実施した理由

だが、１番の海部総合庁舎非常用発電機等改

修工事は、災害対応のため、早期の工事完了

が求められたことから、指名競争入札とした。

また２番の三好特別支援学校校舎改修工事

は、当初入札時に１者参加があったものの工

事費内訳書に不備があり無効となったため、

入札が不調となった。こちらの工事は、関連

工事である三好特別支援学校校舎改修管工事

について既に落札者が決定しており、工事を

進めていくうえで校舎改修工事も早期に落札

者を決定する必要があったため、指名競争入

札で発注をした。 
 
 
 
 
・内容に変更はない。工事の内容としては、

土木一式工事ととび・土工に該当する法面の

工事を含み、工事割合としては半分ずつぐら

いであった。どちらの工種を選択してもよか

ったが、当初は土木一式工事で発注を行った。

しかし不調となったため再度発注時にはと

び・土工の工種で発注を行った。 
 
・そうである。 
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（建設部の不調不落について） 
・建設部に伺う。不調・不落の１頁の３番

工事について、完全週休２日制の工事が不

調になっており、単価を置き換え再発注し

ている。完全週休２日制の工事は近年始ま

った新しい制度だと思うが、不調になった

理由に完全週休２日制は影響しているの

か。 
 
 
 
・分かった。 
 
・再発注をし、工事の契約者は決まってい

るのか。 
 
 
・分かった。新しい制度については、工事

を施工した業者へヒアリングを行うなど

して今後に活かせるようにできるとよい

と考える。 
 
（企業庁の不調不落について） 
・企業庁の不調・不落の案件について伺う。

不調・不落の１頁において一般競争入札で

不落になっている３件が、すべて全者最低

制限価格未満の入札で失格となっている

ため不落となっている。その不落への対応

として、２番の工事は、入札参加資格要件

を見直し再発注をしている。全者最低制限

価格で失格になっているということは、も

ともとの予定価格が高かったからではな

いのか。入札参加資格要件を見直すだけで

よかったのか。 
 
・予定価格自体は適正だったということ

か。 
 
 
・予定価格は変更しないでもう一度入札を

行い、落札者が決定したということか。 
 
・分かった。 

 
・本工事は、川幅を広げるための護岸工事の

後に、川幅に合わせた橋梁の架け替えを行う

ものである。不調の原因としては、河川内の

工事であるため施工時期が非出水期に限定さ

れ、多くの同種工事と発注時期が重なってし

まうことや、当該鋼構造物工事は、規模の小

さい工事であり、採算性が低いと業者が判断

し、入札参加を見送ったということがあるの

ではないかと推測する。 
 
 
 
・契約方式を指名競争入札に変更して発注し、

落札業者とは１０月１１日に契約をしてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
・浄水場の工事であるが、浄水場内で工事を

行うにあたり、検便や入退場の届出が必要と

なる。衛生面上に留意すべき事項があり、手

間のかかる工事であるため入札参加者が少な

かった。当初は機械器具設置工事で発注を行

ったが、入札参加資格要件を見直し、工種を

電気工事業に広げることで入札参加者を広く

見込むことができた。当初入札参加見込み者

数が、２２者だったのが３２者まで増やすこ

とができ、その中で入札参加者を募った。 
 
 
・そうである。適正な設計基準に基づいて設

計を行っているので予定価格は適正であった

と考える。 
 
・そうである。 

 
【検討事案抽出の報告・確認】 
抽出担当委員より、７月から９月までの発注工事について、１２部局庁等の発注工事の中

から農林水産部、病院事業庁及び警察本部の事案について抽出した旨、報告された。（資料２） 
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【抽出事案に関する説明及び検討】 
○たん水防除事業領内川右岸北部地区 牧川第２排水機場 機械類その３工事【農林水産部】 
 たん水防除事業二俣地区 機械類その３工事【農林水産部】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・請負率７１％というのは、低入札価格調

査に該当するのか。 
 
 
・２件とも実施しているということか。 
 
・抽出事案と比較事案を落札したそれぞれ

の業者は、一方の工事の入札にも参加して

いる。落札した工事では、請負率７０％台

で低く入札に参加しているが、落札してい

ない工事では９０％台とそれほど低いも

のではない。業者としては、確実に落札す

るために、一方の工事のみ低い価格で入札

に参加しているという理解でよかったか。 
 
・分かった。 
 
・低入札価格調査というのは、調査基準価

格を設定してそれ未満になった場合に実

施するということであるが、調査基準価格

はどのように設定するのか。また失格判断

基準についても予定価格がある一定基準

以下を下回ると失格になるとあるが、一定

基準とはどのようなものか。 
 
 
 
 
 
 
・低入札の理由について長年の付き合いが

あるところから仕入れることで安く調達

できたという説明であったが、安く調達で

きた価格でも失格判断基準値よりは上回

っているという理解でよいか。 
 
・分かった。 
 
・平成３６年度までの工事ということであ

ったが、１頁目の図面の中で色分けされて

いるうちの赤色で着色されている部分が

当該工事の発注ということでよかったか。 
 

・調査基準価格を設けており、抽出事案と比

較事案ともにそれ以下であったため低入札価

格調査を実施している。 
 
・そうである。 
 
 
・そうである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・まず調査基準価格については、農林水産部

の低入札価格調査等実施要領に規定してい

る。具体的には、機器単体費、直接工事費、

共通仮設費、現場管理費、一般管理費等にそ

れぞれ定められた率をかけて、その合計額が

調査基準価格となる。失格判断基準について

も、同じ要領に定められているが、機器単体

費と直接工事費の合計、共通仮設費、現場管

理費、一般管理費等それぞれ個々に低入札価

格調査よりも低い率をかけて、いずれか一つ

以上の項目が基準より下回ったら失格とな

る。 
 
・そうである。 
 
 
 
 
 
 
 
・資料１頁右側の平面図において赤色で着色

されている部分が今回の対象工事となってい

る。ピンク色と青色に着色されている部分は

平成３２年度までに完成する予定である。ま

た、左側の位置図において工事箇所と指して
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・分かった。 
 
・６０頁の低入札価格調査報告書につい

て、農地整備課長の総合的な意見の最後の

部分に、発注者として所定の品質を確保す

るため、重点的な工場検査、現場監督を行

う必要があると記載がある。低入札価格調

査を行った場合、工場検査や現場監督の内

容は、通常の場合と比べて何が変わるの

か。 
 
・具体的にマニュアルがあるということ

か。 
 
・分かった。 

いる部分が、今回の抽出工事である牧川第２

排水機場になるが、そのほかにも牧川第１排

水機場、八開排水機場、開治排水機場がある。

これらの排水機場を含めて完了するのが平成

３６年度になるが、牧川第２排水機場は平成

３２年度までに完了する予定である。 
 
 
 
・農林水産部では施工段階における確認マニ

ュアルを設けており、低入札の対象となった

工事は、通常より重点的に検査をするように

定められている。例えば、主ポンプについて

は通常完成するまでに、品質管理の書類の提

出を求め書類等で確認を行うものでも、低入

札になった場合は、工場検査の際、実際に確

認することが定められている。 
 
・そうである。 
 
 
 

 
○愛知県がんセンター中央病院手術室改修工事【病院事業庁】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・２回目の入札時に入札参加見込みは何者

であったのか。また今回落札した業者

は、もともと病院を建築した業者と関係

があるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・参加資格点数については、近年の病院事業

庁の建設工事の入札参加資格を参考に、経営

事項評価点数が１，６００点以上であること

を設定していた。点数の要件で、平成２８年

度・２９年度建設部入札参加資格者名簿に登

録された業者を抽出すると、点数を満たす業

者は３５者あった。３５者のうち過去１０年

間で建設用途が病院であり、病床数が２００

床以上の病院の新築もしくは増改築工事で手

術室の工事を含むものの施工実績があること

を満たす業者は、２１者であった。既存の建

物の建設会社と今回落札した建設会社との関

係については、既存の建物は、診療放射線棟・

中央診療棟であるが、平成３年１２月に竣工

している。その工事内容は、建築・電気・管・

空調・エレベーターと多岐に渡っていた。そ

れぞれ分割で発注して工事を行い、当時建築

の工種を施工した特定建設工事共同企業体の

代表構成員は、今回の落札者である特定建設

工事共同企業体の代表構成員と同一である。

一方で、当時の設計を実施した特定建設工事
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・分かった。 
 
・１頁の入札の経緯について、２回目の入

札においては１回目の入札時より仕様書

の変更が多数を行われている。削除した項

目が多くあるが、削除した項目は別契約で

発注するのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・難易度の高い工事なので、仕様書の項目

をいくつか削除して変更しても予定価格

は１回目と２回目も変わっていないとい

うことなのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。予定価格の妥当性というのは、

１回目の入札を行って不調になってから

気づいたということか。 
 

共同企業体の構成員は、今回落札した特定建

設工事共同企業体の構成員とは異なってい

る。 
 
 
 
・予算化されていないので未定である。 
 
 
 
 
 
・整理した項目については、内部で実施して

いるワーキンググループにおいて、直接手術

に関係しないと判断した項目である。未定と

説明したが、予算的に措置できるのであれば

検討するが、現時点では削除する方向である。

一方で増えている項目もある。工事がかなり

難しいという説明をした。手術室は４階にあ

り、５階には放射線の施設がある。具体的に

は、前立腺がんの治療として体内に小さい放

射線を埋め込むことを行っている。ちょうど

手術室の真上に、放射線の施設があり４階と

５階の間に配管が通っている。またクリーン

度を保つために天井には大きなダクトがあ

る。麻酔をかけるため麻酔配管も細かく設置

してある。また手術室の下の３階にはがんゲ

ノムを分析する部屋があり、３階にも配慮し

て行わないといけないこともある。周辺の状

況を含めてかなり難易度の高い工事となって

いる。 
 
・工事箇所に隣接する手術室が３室あり、そ

の手術室を使用しながら工事を行う。衛生区

域内であるため、資材を搬入する際には病院

の中を通ることはできず、クレーンで釣り上

げて搬入を行う。それに対する費用を１回目

入札時には低く見積もっていたため、２回目

の入札時には設計費が余分にかかるという認

識をした。この件については、別に契約して

いるコンサル会社とも協議をし、予算の最高

額を踏まえて予定価格を整理した。結果とし

て、手術室に直接影響しない仕様書の項目を

削除した。 
 
・技術提案の評価項目の入院患者への配慮と

いう点で、病院経営の支出制限も踏まえた１

回目の予定価格に対して、なかなか入札参加

業者が集まらなかった。予定価格の積算に対
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・分かった。 
 
・１回目のときは参加の辞退があって入札

参加者がゼロになったということであっ

た。当初は何者か入札があったということ

か。その何者かが２回目の入札に参加しな

かった理由は何か。 
 
・当初入札には３者参加していたが、２回

目の入札にはそのうちの２者は参加しな

かったということか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・資料において入札が中止・不調となった

背景という欄に、工事の内容が業者の当初

考えていたものより難易度が高いことが

見積もり過程で判明し、見積もりに必要な

期間が長くなり、金額が折り合わなかった

記載がある。これは金額が折り合わなかっ

たということではなく、見積が間に合わな

かったということが主な理由か。 
 
・見積期間を延ばして入札をすることや、

仕様書の変更でいくつか削除するのであ

れば、予定価格を下げて見積期間を延ばし

て発注することはできなかったのか。 
 
 
・見積期間を延ばせば対応できたと思うが

どうなのか。 

しては、業者からの見積もりや国の基準に基

づいて積算をしているので妥当であると考え

る。 
 
 
 
・１回目の公告は、設計会社・建設会社合わ

せて３者から資料・図面の請求があった。建

設会社はすべて参加資格を有する会社であっ

た。２回目の公告においては、今回の落札者

のみである。 
 
・当初入札時にも３者のうち２者は資料請求

があっただけで、実際参加申し込みをしたの

は２回目に落札した業者の１者のみである。

当初入札時は、施工業者単体での入札参加と

なっている。 
 
・１回目辞退したときに、辞退した業者にヒ

アリングを行ったところ見積もりが複雑で設

計期限が間に合わなかったと回答があった。

２回目の入札時には、建設会社である竹中工

務店１者だけでなく、手術室の設計を行った

ことがある設計業者と共同で行わないと難し

いということで、設計業者と建設共同企業体

を組み入札に参加し落札した。１回目不調に

なったことを踏まえて、見積期間も延ばした。

結果としては、入札参加者が１者しかいなか

った。 
 
 
 
・当初の入札辞退の理由はそうである。見積

期間が短かったため、間に合わないというこ

とを業者からのヒアリングで聴取した。 
 
 
 
 
 
 
・仕様については、手術室の機能そのものに

関係のない部分を削除することで、その部分

を見積もる時間を減らすことができるため、

仕様書を変更し、見積期間を延ばして発注を

行った。 
 
・１回目の辞退業者からのヒアリングとコン

サルや審査委員会の協議を踏まえて、クレー
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・１回目の辞退した業者へのヒアリングで

は見積する期間が足りなかったという理

由だけで、予定価格が適切でなかったとい

う理由もあったのか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・１回目不調になったが、当初の想定より

も難易度が高く設計期間が短く難しいと

いうことで設計内容の見直しを行ってい

るが、２回目の入札において１回目の入札

時と予定価格が全く同じで仕様の変更が

多くあるということは、予定価格の積算に

ついて、単価の積み上げではなく予定価格

は同じにしておいて、予定価格内で何がで

きるかという作業をしているような印象

を受けるがどうか。 
 
 
 
 
 
 
・見積期間を延長したということである

が、工期は１週間ちょっとしか延長されて

いないが、これぐらいの変更でできそうだ

という判断なのか。 
 
 
 
 
・もう一度確認をしたいが、本病院の最初

に施工した会社はどこか。 
 
・設計したのはどこか。 
 
 
・病院の設計に慣れている久米設計と共同

企業体を組んで入札に参加してきたとい

ンで資材を搬入する部分等に工事上の金額を

高くした。結果予算上はみ出した部分につい

ては、仕様書から削除することとなった。隣

接する手術室との間には新たに壁を立て直し

て、埃等が隣の手術室に漏れないようにする

仮設費など必要な部分に限定して整理をし、

仕様書を見直して２回目の入札を行った。 
 
・見積する期間が足りなく、見積することが

できなかったため、予定価格では見合わない

という意見はなかった。しかし、工事の難易

度が高いということをコンサルや技術提案審

査委員会の協議で踏まえ、予定価格の整理を

し直したということである。 
 
 
 
・１回目も２回目も入札時期はそれほど変わ

っていないので単価はそれほど変わっておら

ず、単価の積み上げ価格も変更がない。仮設

費等余分にかかる部分を整理した。単価の部

分で変更した点はない。 
 
 
 
 
 
 
・１回目と２回目の仕様の変更に伴い、工事

内容の削減追加ということで建築工事及び機

械設備工事では増工・減工がある。結果とし

て、総額の変更がなかったということである。 
 
・工事エリアを縮減するなど仕様の見直しを

行い、７日間の延長だけで対応できると判断

した。 
 
 
・週１回打ち合わせを行い、現時点で工事の

遅れはない。 
 
・建築工事については、竹中工務店で今回の

落札者と同じである。 
 
・当初設計したのは日建設計である。今回落

札したのは久米設計である。 
 
・どこの業者と JV を組むかは業者の自由であ

る。日建設計から久米設計に変わった事情は
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うことであるが、なぜ当初の日建設計では

なく久米設計になったのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・落札率が１００％に近いが、将来にわた

って請負率を下げるという努力はできる

のか。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・抽出事案説明書の入札参加資格のことに

ついて、病床数が２００床以上と記載があ

るが、新築はもちろん増改築工事について

も２００床以上の増改築の工事という理

解でよかったか。 
 
・２００床以上の病院の小規模な増改築工

事も含まれるという理解でよかったか。 
 
・手術室を含んでいれば、増改築の実績は

それほど大規模のものでなくてもよいと

いうことか。 
 
・設計と施工を別にしなかった理由はなぜ

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わからないが、当初設計したからといって、

詳しいということはなく完成図面があるので

手術室の設計の経験があれば、他の業者でも

きちんと設計ができると考えている。久米設

計は一宮市民病院で同じように外から資材を

搬入する工事に関わったということを聞いて

いた。隣室の手術室を止めると病院の経営に

影響を及ぼすので、隣室の手術室を稼働させ

ながら工事を行うことができる業者を想定し

ていた。結果として建設工事共同企業体を組

んで経験のある業者が参加してきたというこ

とである。当初設計した業者だけしか設計で

きないという認識はない。 
 
・今回の工事においては、手術室という工事

規模は小さいがかなり難易度が高い工事であ

るため、競争性を確保することが難しい。た

だ前年度に生物工学棟において改修工事を行

ったが、請負率はもう少し低いため競争性が

働いていると考えられる。 
 
 
 
・医療法上病院というと２０床以上が該当す

るが、今回の入札参加資格要件は小規模の病

院を除くという趣旨で設定をした。 
 
 
 
・手術室を必ず含んだ工事ということである。 
 
 
・そういうことである。 
 
 
 
・今回の工事の目的が、手術待機時間の早期

解消を図ることであった。年度内の完成を目

標としている。一括で発注した理由であるが、

手術室は、特に複雑な配管構造をもつ手術エ

リアの中の改修工事ということもあり、予期

せぬトラブルの発生に対応し、現場条件に適

した柔軟な設計・施工計画を実施することが、

年度内の工事の完了、また医療の安全の確保

の面からも必要であると判断した。また今回

の事案においては、作成に時間を要する特注

のエレベーターや、手術室の特殊な設備等に

ついては施工業者が決定してからでないと発

注できなかった。そのため施工業者を早期に
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・分かった。 

決定しないと調達が遅くなるということもあ

り、調達を円滑にする上でも、設計・施工を

一括で発注するメリットがあったと考える。 

 
 
○刈谷警察署刈谷駅前交番建設工事【警察本部】 
 知多警察署新知交番建設工事【警察本部】 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・施設の積算をする際であるが、敷地の問

題や駐車スペースの問題はどのように予

定価格に反映させているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・当初から基本的には積算に組み込んでい

るが、今回の抽出事案の工事は想定よりも

多くの対応が必要となり増額となったと

いうことか。 
 
・分かった。 
 
・２回目から３回目にかけて予定価格を３

００万円ほど増額しているにもかかわら

ず、３回目の入札結果として２０者指名し

ても１９者辞退して１者しか入札に参加

がなかった。対処をしたにもかかわらず、

１者しか入札に参加がなかったのはどの

ような理由が考えられるのか。 
 
・分かった。 

・図面を見ていただくと、細長い敷地となっ

ている。非常に狭い敷地であるが、ただ建物

の前面に横長の車２台ほどの駐車スペースが

ある。当初では、この部分を資材置き場や工

事車両の駐車スペースにできると考えて発注

をしていた。よってそれらに関係する経費を

当初入札時では特段見込んでいなかった。た

だ不調になり、業者へヒアリングを実施した

ところ資材置き場や工事車両を駐車するスペ

ースが取れないことが判明し、ヒアリング結

果から資材置き場と駐車スペースについて見

直しを行った。隣地のコンビニエンスストア

と協議を行い、駐車場の一部を借りて資材置

き場等にすることとして再発注を行った。ま

た刈谷駅の駅前であるため、人通りが多い。

そのため道路占用許可を取って交通誘導員等

が必要となる。３回目の発注時には、１回目・

２回目よりも多くの交通誘導員を見込んだこ

とで、予定価格を３００万円ほどの増額を行

った。 
 
・当初から想定はしていたが、ヒアリングし

た結果、想定していた交通誘導員では不足し

ていることが判明したため増額要素とした。 
 
 
 
 
・増額して２０者指名しても辞退者が多かっ

たのは、交番建設工事自体が事業規模の小さ

い工事でもともと業者の応札意欲があまりな

く、また今回の工事は現場状況に支障がある

ため、予定価格を増額しても入札参加者が少

なくなってしまったと考える。 
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・この工事は、交番を取り壊して建設する

という工事か。 
 
・抽出事案について、２回目の入札時に１

回目の入札の時からの変更点として入札

参加資格者の点数要件の上限を廃止して

いるが、上限を解除したことでの効果とい

うのはあったのか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・比較事案において２回目の入札時に入札

参加者の点数要件の記載がないが完全に

外されたということか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・抽出事案の２回目、３回目の指名業者の

選定についてだが、入札参加資格者の点数

要件も同じで、地域を若干広くしたという

ことであったが、２回目と３回目におい

て、同じ業者を数は多くないが何者か指名

をしている。３回目には予定価格も増額し

ているので、同じ業者を指名しても落札さ

れるのではないかという考えがあったの

か。 
 
 
・分かった。 
 
・技術者が不足する時期と比較的余裕のあ

る時期というのがあるのか。 
 
 
 
 
・分かった。 

 
・そうである。 
 
 
・最終的に１者しか応札がなかったので、さ

ほど大きな効果にはならなかった。ただ辞退

理由の中で多かったのが、技術者不足であっ

た。そのため上限を解除したことで、指名の

段階から技術者不足で技術者を配置できない

ような業者を指名することはなくなったと考

える。 
 
 
 
・比較事案においても６３０点以上で抽出を

行ったが、審査会に提出する際に記載が漏れ

てしまった。抽出自体は６３０点以上で行っ

ている。抽出事案、比較事案ともに６３０点

以上で抽出を行い、指名をしている。 
 
 
 
・予定価格を増額したことと、電柱の支線が

工事の出入り口のところにあり工事の邪魔に

なっていたが、事前に警察本部で解消するよ

うに対応をした。２回目の入札時よりも比較

的に工事をしやすい状況にした。また地域要

件については名古屋市と豊田市を追加したた

め、指名対象業者としては１００者ほど増え

た。技術者を配置できるとした業者を指名し

たが、その中でも入札に参加したのは１者と

なってしまい数が少なくなってしまった。 
 
 
 
・年度当初であれば比較的に技術者を確保で

き、業者も入札に参加される。抽出事案と比

較事案は、不調になったことで発注時期が遅

れ、技術者を確保することが難しくなったと

考える。 

 
 
○総括質疑 
特になし 
 
【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、工事の予定価格の算出にあたっては、
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施設の特性のみならず周辺の状況も鑑みて、適切な算出に努めていただくよう要望する。 
 
【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 


