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会 議 録 
〈平成２９年度 愛知県入札監視委員会第４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３四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、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、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） 

・総務部に伺う。入札方式別発注工事一覧

表の一般競争入札１番から３番の工事に

ついて、場所は異なるが、類似工事で契約

日も同じであり、３件とも同じ業者が落札

をしている。同じ業者が落札できないよ

う、一方の工事を落札すれば他の工事は落

札できないという条件は設けていないの

か。他の部局であると、同じ業者が落札し

ないよう、一方の工事を落札したらもう一

方の工事は落札できないという条件を付

すことがあると思う。総務部では実施して

いないのか。それともこの工事では実施し

ていないだけなのか。 
 
・条件を設定する入札もあるということ

か。 
 
 
 
・部局の判断で実施しているということで

理解した。 
 
・県民生活部に伺う。入札方式別発注工事

一覧表の１番の工事について、工事内容は

具体的にどのようか。 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・病院事業庁に伺う。随意契約の工事につ

いて、随意契約にしなければいけなかった

理由は何か。 
 

・条件は設けていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・総務部総務課が各事務所を所管しており、

総合庁舎の工事ということで総務課において

とりまとめて発注を行った。所管が異なれば、

その所管での発注になる。 
 
 
 
 
・愛知県に対する包括遺贈ということで、居

宅を始めとする不動産等を遺贈いただいた。

遺贈していただいた方の遺志は、美術の振興

に役立ててほしいということであった。その

ため土地を売却して美術の取得基金に積み立

てることとしたため、土地の上にある建物を

解体して、整地する必要があった。本工事は

その居宅等の取壊し工事である。 
 
 
 
・以前愛知県精神医療センターの建築工事に

ついて前期工事と後期工事で分けて発注をし

た。今回の工事は、後期工事を発注した業者

と随意契約を行っている。後期工事の施工部
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・分かった。 
 
・警察本部に伺う。不調不落の一覧表の５

番の工事について、備考欄に無効となった

入札者と随意契約という記載があるが、無

効になった理由は何か。 
 
・形式的な問題で無効になり、それ以外の

部分では問題がなかったため無効となっ

た業者と再度随意契約をしたということ

で良かったか。 
 
 
・分かった。 
 
・農林水産部の不調・不落について伺う。

入札方式別発注工事一覧表不調不落の５

番から７番について、入札不調・不落にな

った理由が、紙入札で入札者が１者となっ

たため、取りやめという記載があるが、紙

入札で実施する案件は多いのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・あいち森と緑づくり森林整備事業につい

て他にも何件か契約された工事があると

思うが、それらも紙で入札を行っているの

か。 
 
・たまたま１者しか入札がなかった案件が

あったということか。 
 
・分かった。 

分も含まれていたため、現在発注している業

者に依頼することが適切であると判断した。

愛知県病院事業庁財務規程の運用についての

第１５９条関係３（１）の例示に基づいてい

る。 
 
 
 
・無効となった理由であるが、工事費内訳書

において会社名の記載漏れがあったためであ

る。 
 
 
・本工事は、もともと１回指名競争入札で不

調となっており、２回目入札したところ無効

となった業者しか入札参加者がいなかったた

め、最終的に無効となった業者と随意契約を

したということである。 
 
 
 
・５番から７番の工事について、あいち森と

緑づくり森林整備事業は、工事内容が木の間

伐が主であり建設工事用の工事ではなく、名

簿が電子になっていないため紙入札で実施を

している。入札者心得書というものがあり、

１者の場合、紙入札だと無効となる。電子入

札であれば、業者が不特定多数の状態で誰が

入札に参加しているか分からないため、入札

参加者が１者の場合でも契約ができるが、紙

入札であると、１者しか入札がない場合入札

参加者が自社しか入札に参加していないこと

が分かってしまうため、不調という取扱いを

している。 
 
・同様の扱いを行っている。 
 
 
 
 
・そうである。 

 
 
 
 
 



 

3 

【検討事案抽出の報告・確認】 
抽出担当委員より、１０月から１２月までの発注工事について、１２部局庁の発注工事の中

から健康福祉部、建設部及び教育委員会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】 
○愛知県児童総合センター水のひろば改修工事【健康福祉部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・入札に参加した３者のうち落札者以外の

２者の価格が極端に低いのはなぜか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・この２者にとっては、結果的に落札でき

なくて良かったということか。 
 
・分かった。辞退者が２者いるがどのよう

な理由で辞退をしているのか。 
 
 
・分かった。 
 
・この工事に関して予定価格を公表しなか

った理由は何か。 
 
 
 
 
 
 
・通常どおりの扱いで、予定価格を公表し

ないで発注し、入札価格についても落札者

とそれ以外の入札参加者の価格に違いが

あることも理由があってのことで、妥当な

入札結果になったという理解で良かった

か。 
 

・低価格で参加した２者に入札金額の積算に

ついて聞き取りを行ったところ、２者とも時

間がなく現地確認を行わなかったため、工事

車両がどこまで進入できるのか、どの程度工

事部分に下地処理が必要なのか分からないま

まぎりぎりの安い単価で積算をしたというこ

とであった。工事現場をしっかり把握してい

れば、この価格での積算にはならなかったと

のことである。またこの２者は、ともにビル

やマンションの屋上や外壁の防水事業を専門

にしている業者で、プール等の特殊な形状を

した施設の工事経験があまりなく、積算が甘

かったということも伺った。 
 
・そうである。 
 
 
・辞退者から提出された辞退届には、他工事

との兼ね合いで技術者を確保することができ

ないということが理由として記載があった。 
 
 
 
・当課で発注する工事は、所管している児童

総合センターや愛知こどもの国、海南こども

の国などの施設の修繕工事や改修工事が主な

ものとなる。大規模な工事があまりなく、そ

のためこれまでも予定価格を公表しておら

ず、今回の工事についても予定価格を公表し

なかった。 
 
・そうである。 
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・分かった。 
 
 
・落札した業者は、参考見積書を作成した

業者の元請け業者で、参考見積書を作成し

た業者は入札参加資格がないため、元請け

業者が入札に参加したということだった。

参考見積額というのはどのようなものな

のか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・予定価格と入札価格が同額で１００％と

いう状況であると見積業者から落札業者

へ情報が流れている可能性はかなり高い

と考えられるが、そういう状況が発覚した

ときに再度入札を行うということはしな

いのか。 
 
・入札参加資格において、参考見積書を提

出した業者と関係を有する業者でないこ

とというような資格を付すことはあるの

か。 
 
 
・分かった。  
 
・落札した業者が、見積りを提出した業者

の元請けであったということは、契約が終

わった時点で知り得たことか。 
 
 
 
 

 
 
 
・予定価格を積算するにあたり、平成２８年

９月から１０月にかけて漏水調査を行った。

調査によって漏水箇所を特定した上で、改修

工事を行う必要があったため、漏水調査をコ

ンサルタント会社へ委託した。その際に概算

工事費で、２７，０１４，０４０円という金

額が提示された。調査を委託した会社はコン

サルタント会社であり施工ができないため、

その工事内容をもとに、防水工事を行ってい

る業者からも見積を徴取したところ、２７，

０１４，４７２円であった。ただ見積を徴取

した防水工事業者は、発注者が示した入札参

加資格がなかった。また業者から見積を取る

のとは別に、予算要求用の参考価格として前

年度に公共建築課に依頼した概算金額が２，

８００万円ほどであった。建設部の積算と業

者見積を比較して、業者の見積が低かったた

め業者の見積をもとに予定価格の設定を行っ

た。今回の入札にあたっては、見積を依頼し

た業者と入札で落札した業者が、下請けと元

請けの関係にあったため、業者間での情報の

やり取りの中で落札した業者へ見積価格が伝

わったと考える。 
 
・予定価格については、委託調査から提出さ

れた概算工事費を踏まえて積算をした額であ

り、公表をしていない。また予定価格そのも

のが漏洩したわけではないので、入札として

は適正に行われたと判断している。 
 
 
・そのような入札参加資格を設定したことは

なく、一般的には入札参加資格者名簿に記載

があって、欠格条項等に該当しなければ、一

般競争入札であるため参加することは可能で

あると考える。 
 
 
 
・元請け下請けの関係であったということは、

落札率が１００％になったことで入札が終わ

ったあとに業者に聞き取りを行ったことから

分かった。 
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・元請け下請けと分かった時点で、入札を

無効にするような規定はないということ

か。 
 
 
 
 
 
 
・見積りを依頼するときは、他の業者に金

額を提示しないようにという指示するの

か。 
 
・分かった。 
 
・低い価格で入札に参加してきた２者につ

いて、現場を見ないで積算をしたというこ

とであったが、現場を見ないで積算すると

いうケースは多いことなのか。 
 
 
・結果的に参考見積額と予定価格というの

は同じなのか。 
 
 
 
・分かった。参考見積額については特に守

秘義務がないため、参考見積額の情報を知

り得る業者の方が他の業者よりも有利に

なると考えられる。それは仕方がないと考

えているということか。 
 
・現場を確認しないと適正な見積りができ

ない状況の下では、参考見積額が分かって

いる方が、他の業者よりも入札に参加しや

すいのではないかと考える。参考見積額が

分かっている方が多少なりとも有利に働

いている状況があるのであれば、過去から

公表していないということであったが、予

定価格自体を事前公表する方が良いので

はないか。 
 
・参考見積額を知っていたがために１円単

位まで同じ額になったと考えられ、入札は

適正に執行されているという説明が腑に

落ちない。また入札価格が低かった業者

に、価格の見積りが適正でなかったため落

札されなくて良かったということであっ

たが、入札をするのであれば予定価格より

・あくまで予定価格は適切に積算した上で、

予定価格を公表しないで入札を行っている。

入札そのものは適正に行われており、今回１

００％という高い請負率にはなったが、１円

や２円入札金額を安くした業者の入札参加も

可能性としてはあった。特段入札に不備があ

ったということではなく、適正に執行された

ため入札を無効とすることはなかった。 
 
・参考見積を提出する業者に、見積額の守秘

義務というのはないため、他の業者へ提示し

ないようにという指示もしない。 
 
 
 
・当課が発注している工事は、児童総合セン

ターやこどもの国など特定の施設であり、子

供の遊具施設が多く、一般的な建物と異なる。

現場を見てもらわないと、正確な積算は難し

いと考える。設計だけでは難しい。 
 
・業者から徴取した額と建設部公共建築課に

依頼した積算額とを比較して、業者から提出

された額の方が安かったため、それをもとに

当課で予定価格を積算した。 
 
・今回入札に参加してきた業者は少なかった

が、落札者以外に予定価格よりも低い金額で

入札に参加する業者もいた可能性もあったわ

けで、特段有利になるということはないと考

える。 
 
・入札の公告を行ったあとに質問等の受付を

行っているため、疑義があればコメントし、

現場を確認したいという要望があれば対応も

行っている。特段参考見積額を得た業者が、

有利になるとは考えていない。予定価格の公

表については、これまで実施してきていなか

ったが、今後大規模な工事については、予定

価格の事前公表を視野に入れて検討していき

たい。 
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も低い額で契約されなければ入札をする

意味がないと考える。 
 
・適正に執行されているという説明をされ

ているが、一般の県民として考えると、こ

の入札には疑問を感じる。不正な状況を疑

われるような場合には、もう一回入札をや

り直すとか、もし再入札ができないのであ

れば、今後同じことが発生しないように規

則を定めることをしなくてはいけないの

ではないかと思う。そもそも制度的に不適

正な状況が疑われた場合に、もう一度入札

をやり直すということは可能なのか。 
 
 
・現行制度の枠の中では実施されたという

ことで、制度自体がどうなのかということ

は再度議論させていただきたいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今の説明の趣旨としては、参考見積額を

取った業者が１者でありその参考見積額

が事実上基準の価格となってしまったた

め、今後は複数者から参考見積額を徴取す

るということか。 
 
 
 
・参考見積額を提出した業者又は、その関

係業者が、参考見積額を知り得た状態で入

札に参加できるということは、入札におい

て参考見積額を知り得る業者が有利にな

るのではないかと思われる。また参考見積

額が守秘義務もなく、情報が流通する中で

あれば、参考見積額をとった業者が２者に

 
 
 
・明らかに不正な行為があり、入札が無効で

あるような状況であればもう一度入札をやり

直すことは可能であるが、今回の場合は、予

定価格そのものは漏洩しておらず、参考見積

額を徴取した業者が、参考見積額で入札に参

加してくることは問題のあることではない。

一般競争入札であるため業者がそれぞれの価

格で入札に参加してくることは可能であり、

結果的に請負率が１００％となってしまった

が、今回の入札で再度入札を行うということ

はしない。 
 
・今回の件について、請負率が１００％とい

うことで入札が正しく実施されているのかと

いうご指摘をいただいたが、入札自体には問

題はなく、予定価格を設定する過程に問題が

あったと考える。健康福祉部において低入札

等に係る入札の要領を作成していないため建

設部のものを準用しているが、会計局から健

康福祉部においても工事が比較的多いため、

最低制限価格制度や調査基準価格制度等の要

綱を整備した方が良いと指摘を受けている。

そのため、４月１日から施行できるよう入札

要綱の策定準備を行っているところである。

また今回業者から見積りを取ったのが１者と

いうこともあったため、今後は金額の大きな

工事については、複数の業者から見積りを取

るように運用していきたいと考えている。今

後は同じようなことが起こらないよう、要綱

等を整備することで対応していきたい。 
 
・参考見積額が複数あれば、予定価格が妥当

なものなのかどうか判断できる材料になる。

今回の事案について１者しか見積りを取らな

かったことで請負率が１００％になったこと

に繋がったと思われるため、金額の大きな工

事に関しては複数の業者から見積額を徴取す

ることが必要になってくると考える。 
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なったとしても、参考見積額が漏洩してそ

の額に基づいて入札に参加した業者が有

利になるのではないかという懸念がある。 
 
・現在、要綱を策定中とのことあるので、

公平性が保たれるように、配慮していただ

くようよろしくお願いする。 
 
○災害対策等緊急事業推進工事（５号工）【建設部】 
 災害対策等緊急事業推進工事（４号工）【建設部】 
 災害対策等緊急事業推進工事（３号工）【建設部】 
 災害対策等緊急事業推進工事（１号工）【建設部】 
 災害対策等緊急事業推進工事（２号工）【建設部】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・災害のための緊急性の高い工事というこ

とであったが、随意契約を選択するほどの

緊急性の高い工事ではなかったというこ

とか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・一般競争入札では間に合わないというこ

とか。 
 
 
・分かった。 
 
・何が原因でこの工事を実施することとな

ったのか。 
 
 
 
 
 
 
 
・７月に災害が発生してから、９月に設計

書を送付するまで２か月間空いたのはな

ぜか。 

・例えば自然災害によって河川の堤防が決壊

し、現に生じている被害の拡大防止を図るた

めに、即座に復旧工事を実施する必要がある

場合には、随意契約が望ましいと考えられる。

今回の工事においては、堤防等の施設に被害

はなく、即座に応急処置が必要なものでなく、

翌年度の降雨期までに川幅を広げて備えてお

くということを目的とした工事であったた

め、工事の緊急性と地元企業の受注機会の確

保、公平性の確保を比較考慮し、随意契約で

はなく指名競争入札で発注した。 
 
 
 
・一般競争入札は、指名競争入札よりも工事

契約をするまでに手続き期間が長くなること

となる。 
 
 
 
・昨年７月１４日の集中豪雨の際に、大口町

の五条川の氾濫が報道されたが、その際に五

条川だけでなく合瀬川においても川の堤防か

ら水が溢れて周辺の住宅や工場の駐車場、店

舗、病院に浸水被害が生じた。今後、同じよ

うに堤防から水が溢れないようにするため、

川幅を広げたり、川底を掘り下げたりする工

事を速やかに行う必要があった。 
 
・当初予算で措置をされていないため、緊急

に国へ対策のための予算を確保するよう申請

し、申請が認められたのが９月２６日であっ
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・分かった。 
 
・工事を５分割にして発注した理由は何

か。 
 
 
 
・それぞれの工事は予定価格が１億円ほど

で分割されているが、工事がやりやすいよ

うに分割したのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・指名業者の選定の仕方についてである

が、それぞれの工事について一緒の業者と

違う業者とがあるが、業者を指名した基準

は何か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・B ランクの業者自体は何者あるのか。 

 

 

・B ランク業者の内のおおむねを指名して、

指名していない業者は場所が遠いという

理由であったということか。 

 

・分かった。１号工・３号工・５号工が同

じ業者、２号工・４号工が同じ業者を指名

していたが、偶数奇数で分けたことには意

たためである。 
 
 
 
・地元建設業者の施工能力等を勘案して、工

事を分割して複数の業者で手分けして施工す

ることによって、円滑で早期に工事を完了す

ることができると判断したからである。 
 
・参考資料の施工位置図を確認していただき

たいが、抽出事案である５号工が一番下流の

川底を掘り下げる工事である。５号工のすぐ

上流の１号工は、橋までの区間の川幅を広げ

る工事である。２号工については、次の橋ま

での川幅を広げる工事、３号工と４号工につ

いては２号工よりも上流の右岸側の川幅を広

げる工事と左岸側の川幅を広げる工事であ

る。工事のまとまりとしては、資材の搬入や

工事車両の出口確保を勘案すると、この５つ

の分割が工事のしやすい分け方であった。予

定価格が同じぐらいになっているのは偶然で

ある。 
 
 
 
・業者の選定についてであるが、一宮建設事

務所管内には A ランクの業者が７者ある。そ

の７者については施工能力が高いため、全て

の工事に指名をしている。その他の業者につ

いては、Bランクの業者から選定を行ったが、

現場の状況を熟知している近隣の業者にやっ

てもらうのが一番効率よくできるのではない

かと考え、業者の能力や現場を熟知している

思われる度合いや営業所の場所等を踏まえ

て、それぞれの工事について指名を行い、合

計２４者を指名した。そのためすべての工事

で指名している業者もあれば、一部の工事で

指名した業者もある。 
 
・一宮建設事務所管内の B ランクの業者は、

３８者ある。 
 
・そうである。 
 
 
 
・工事を施工するにあたって、調整事項が多

い場所は近くの業者を多く指名した。一方で

調整事項の少ない場所は、施工能力が高いが
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味はあるのか。 
 
 
・調整事項というのは何か。 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・緊急性のある工事で、一般競争入札で発

注すると時間がかかるため、指名競争入札

で発注したという説明があったが、例えば

この工事を一般競争入札で発注したとす

るとどの程度時間がかかることとなるの

か。 
 
 
 
・分かった。 
 
・５つの工事があって、落札した業者は他

の工事を落札できないよう順番に入札か

ら抜けていくことになるが、今回たまたま

工事金額の大きいところから落札者が決

まっているが、応札される業者はどういう

順番で落札者が決まっていくかというの

は事前に分かっているのか。 
 
・入札参加者は、承知の上で参加している

ということか。 
 
・請負率についてであるが、５件ともほぼ

９５％であるが何か理由があるのか。 
 
・落札者を除いて次に入札価格が低い業者

の請負率いくつなのか。 
 
・他の工事も計算すると約９６％である

が、何か理由はあるのか。 
 
・開札後、業者は他業者の入札金額も分か

るようになるのか。 
 
・落札した業者は他の工事において無効と

なっているが、県としてはいくらで入札に

参加しているか把握しているのか。 
 
 

地域の事情に詳しくない業者でも施工できる

と考え業者を指名した。 
 
・工事を施工するにあたって近隣住民への説

明や、周辺の土地を借りる上での借地説明で

ある。地域の事情に詳しい業者の方がより円

滑に工事を進められるということである。 
 
 
 
・一般競争入札で行った場合は、公告から契

約までの期間が最短でもおよそ２９営業日か

かる。今回の工事は、１０月２日に指名通知

を行い、契約日は１０月２３日であるので１

４営業日かかっている。期間の短縮について

は、見積期間の短縮も合わせ営業日で換算す

ると１５日、休日等を含めると２０日程度短

縮することができた。 
 
 
 
・指名通知を行う際に、金額の大きい工事か

ら順番に開札することをお知らせしている。 
 
 
 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・なぜその請負率になったかは分からない。 
 
 
・５号工であれば９６．１％である。 
 
 
・業者の入札価格についてどうしてその額に

なったのかというのは、承知していない。 
 
・そうである。 
 
 
・発注者として把握している。 
 
 
 
 



 

10 

・指名競争入札で発注することで短縮され

る期間は約１ヵ月という理解で良かった

か。 
 
・一般競争入札で発注すると間に合わない

という状況であったということか。 
 
 
 
・分かった。 
 
・工事区間から下流の部分は、河川の流下

能力はあるということか。 
 
 
 

・そうである。 
 
 
 
・河川の工事であるため、今度の雨が多くな

る時期までには工事を終わらせる必要がある

ため、工期が一月違うのは大きな差になると

考える。 
 
 
 
・５号工より下流側は河川改修が終わってい

るため、十分な能力がある。 

 
〇杉原千畝顕彰施設整備事業【教育委員会】 
 
･主な質疑 

質問･意見 回答（要旨） 

・随意契約といえどもそもそも、どの候補

者にプレゼンしてもらうかというのは公

報をして決めているということか。県から

３者を選ぶということではないというこ

とか。 
 
・競争入札にするよりも内容を重視したい

ためこの方法をとったのか。 
 
・総合評価落札方式とは性質が異なるの

か。 
 
 
 
 
 
 
・内容を重視しているということか。 
 
・最終的にこの業者に決めた理由は何か。 
 
 
 
 
 
・専門家の審査員の方がいるのか。 
 

・そうである。 
 
 
 
 
 
・そうである。 
 
 
・総合評価落札方式であれば、原則、技術的

な提案や配置技術者の能力等により評価点を

算出した上で、入札予定価格に対する入札価

格の比により除した評価値で判断をする。今

回の事業の場合は、価格についても評価項目

の一つとして提案の審査を行い、審査の中で

最も評価が高かった事業者を選択した。 
 
・そうである。 
 
・審査の基準表の中で、展示の見せ方とそれ

を担保する事業の実施体制に一番重きをおい

て評価した。この業者に決めた理由は、その

部分について審査員の評価が高かったからで

ある。 
 
・選定委員会の設置要領において、審査員は

教育委員会の職員２名と当該高校の校長、名
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・有識者を入れるという議論にはならなか

ったか。 
 
 
 
 
 
 
 
・分かった。 
 
・価格の提案も求めているということか。 
 
 
 
・プレゼンテーションを行った業者が５６

頁以降に記載があるが、プレゼンの際に、

社名について選定委員に分かる状態で行

うのか。それとも分からないようにした状

態で行うのか。 
 
・選定委員の方が役所の方ということであ

るが、社名が分かるとデザインや提案内容

よりも、大企業で安定したところに依頼を

すれば間違いがないという感覚が働いて

しまうような気がするのだが、それについ

て何か配慮等はしているのか。 
 
・このような方式で行う場合、提案者を伏

せた状態で審査することもあるのか。 
 
 
 
 
・分かった。 

古屋市の職員、当該高校の同窓会関係者で構

成されている。有識者は入っていないが、教

育委員会の職員については事業目的をきちん

と把握した上で事業者がその目的を実現でき

るかどうか、企画提案力があるかどうか事業

趣旨をしっかり理解した上で選定する必要が

あったため２名配置することとした。 
 
・有識者は事業者を決める時点で配置すると

なると、有識者にも様々な立場があるため公

平性の観点で課題が発生すると考えた。むし

ろ事業者を決めたあとに、より史実に近いも

のにするために、実際の展示や展示資料につ

いて様々な御意見をいただく方が良いと考

え、４名有識者を選定し知見をいただいて活

用している。 
 
 
 
・そうである。２者が同じぐらいの価格であ

り、もう１者がもう少し低めの価格を提案し

ていた。 
 
・今回は社名が分かる状態であった。 
 
 
 
 
 
・選定委員に対しては、担当職員から事前に

プレゼンを行う業者について事業内容等説明

を行った。結果的に、事業者の規模で決まっ

たわけではなく、審査員の方は企画提案の内

容や実現可能性を総合的に判断されたものと

考えている。 
 
・ポスターのデザインを公募するケースで、

提案者を伏せて提案内容で競わせることもあ

るが、本事業については、実際の施工能力も

問われるので会社の規模についても判断の要

素となる。そのため社名を公表して行った。 

 
○総括質疑 
特になし。 

 
【検討結果のまとめ】 
入札にあたっては、より一層公平性と品質確保が担保されるよう各部局等でルールの整備
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を進めていただくよう要望します。 
【その他】 
（１）委員の退任について 
（２）委員長代理について 
（３）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 
（４）次回の定例会議の日程について 
 

                   以上 


