
平成 年度第３回横浜市入札等監視委員会の議事概要17

【日 時】

平成 年 月２日（水） 午後２時 分～午後４時 分17 11 20 40

【場 所】

横浜市西区役所 ２階 ２－Ａ会議室

【出席委員】

會田努委員長、小川佳子委員、腰原常雄委員、三辺夏雄委員、村上政博委員

【議 題】

Ⅰ 本市

１ 入札及び契約手続の運用状況について

２ 審議事項

（ ） 条件付一般競争入札に係る抽出案件 ４件1
（ ） 指名競争入札に係る抽出案件 ２件2
（ ） 随意契約に係る抽出案件 ２件3

３ 報告事項

（ ） 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について1
（ ） 談合情報対応について2

Ⅱ 交通局

１ 入札及び契約手続の運用状況について

２ 審議事項

（ ） 条件付一般競争入札に係る抽出案件 ２件1
（ ） 指名競争入札に係る抽出案件 ２件2
（ ） 随意契約に係る抽出案件 １件3

３ 報告事項

（ ） 一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について1

Ⅲ その他
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【議事内容 （ 、事：事務局）】 委：委員

議題Ⅰ（本市関係）

議題Ⅰ １ 入札及び契約手続の運用状況について-
・平成 年度９月までの新たな入札・契約制度の状況を報告。併せて 月からの17 10

「公共工事に係る入札・契約制度の運用の一部見直し」について説明。

委：確認だが、９月契約分までとあるが、平均落札率は前年度と比べてそんなに変

わっていないこと。ただし全体として見て、低入札案件の比率は減少していること

と平均参加者数は、 から８へ減っていること。そのくらいが変化として見て良13
いか。

事： 万円以上の一般競争入札は、今年度から行っているもので新たな要素では1,000
あります。

議題Ⅰ ２ ( )条件付一般競争入札に係る抽出案件４件の内２件- - 1
・事務局より「防災行政用デジタル移動無線整備工事（第１期 」及び「金沢水再生）

センター汚泥調整槽（№ 、 ）整備工事」について続けて説明。11 12
委： 初の案件は、本来何者くらいが応札するのか、参加するという見込みはどう

だったのか。

事：携帯電話のようなもので、研究会に入っていない者でも可能です。

ただし、 ＭＨ 帯は新しいもので、実績は必要ですが、可能性があるとい260 z
うことで一般競争で出しました。応札は、そんなに多くはないと考えていました

が、この１者でした。

委：落札した業者は、技術的にこの工事を行うのに有利な状況にあるということな

のか、そうでもないのか。

事： ＭＨ 帯の調査研究会で行っているという面では有利なのかも知れません260 z
が、特にそれ以外はありません。

委：技術的には、出来るということか。

事：はい、その通りです。

委：なんとなく１者というのは、解せない。一応形式的な参加資格としては、８者

あったのか。

事：形式的には、デシタル移動無線ですから参加資格は指名した８者よりはもっと

多いと思います。

委：私が抽出したのも正にその辺のことで、珍しいことがあるものだと思って選ん

だ。

委：新しい工事というのは、こういうことがあるのか。

事：参加者が少なくなる傾向はあります。

委：参加者が１者しかいないということが、１者は自分が入札の札を入れる前に分

かるのか。

事：参加者が、自分１者しかいないというのは、入札を締め切ってからでないと分

からない。札を入れるところでは分かりません。
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委：１者なのに予定価格が公表されているのにもかかわらず、予定価格で入れずに

減額しているのは、なぜなのかと思う。

事：その点は、基本的にこちらは条件付一般競争入札であり、事前には何の手続も

ないので、誰が入ってくるか分からない状況です。結果として１者しか入らなか

ったのですが、それまでは何者入るか分からなかったため、入札金額となったと

思われます。

委：２番目の案件の方はどうでしょう。選ばれた観点はどうでしょうか。

委：事務局から説明がありましたが、本来であればＢに出るべきところをＡにも参

加資格を与えていることです。

委：Ａ、Ｂが一緒になると上のランクが良いのか、下のランクが良いとか何かある

のか。

事：実際今回のように一緒に出すものは、特殊な工事に限られていますので、そう

いう意味ではそれほど有利、不利というのはないと思われます。

委：この案件は、落札者の金額が他者に比べて低めなので、目を引きます。

議題Ⅰ ２ ( )条件付一般競争入札に係る抽出案件４件の内、次の２件- - 1
・事務局より「新墓園西側園地等整備工事（電気設備工事 」及び「上飯田住宅第５）

期住戸改善その他工事（第３工区昇降機設備工事 」について続けて説明。）

委：この２件について抽出した観点はどうでしょうか。

委：前者の案件は、これだけ工事の業者が応札に参加したこと。後者の案件は、非

常に特殊なエレベーターということで、技術的にこういうのをなさっている業者

がそもそも少ないことで、話を伺っていましたので。

委：エレベーターというのは、メーカーで言うと日本で３系列程しかない。たぶん

地方で受注したとしても日本全国で見れば、系列化されるのでそこで調整を図る

ことになる。 後は調整を図っているのではないか。

事：エレベーターの入札に関しては、昨年の条件付一般競争入札では、落札率は、

結構高めでした。ところが、先ほど申し上げたとおり、 近の傾向はどうも違う

ようで競争性が高まってきたか、そのメーカー同士の値引きが利いているのか、

落札率が下がっていまして競争傾向にあります。原因は分かりませんが。

委：前者の案件のように、 者というこれだけ数が増えてくると落札率は下がるの23
ですね。

議題Ⅰ ２ ( )指名競争入札に係る抽出案件２件- - 2
・事務局より「鶴見工場補助ボイラー定期検査等整備工事」及び「教育文化ホール

整備工事（舞台音響設備工事 」について続けて説明。）

委：前者の案件ですが、指名した４者市内業者を選定したというのは、確かに金額

的に 万円ということもあるが、市内業者にしたことについては考慮はあるの651
か。

事：原則市内業者で対応可能なものについては、市内業者を対象にするということ

で、市内優先発注を行っています。
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委：競争性を高めるという意味では、もっと数を増やした方が良いように思えるが、

その辺のバランスの問題はいかがか。

事：全体の登録の数が非常に少ない中で、準市内業者というのは、ほとんど大企業

であり、大企業相手にこの程度の工事を出すかどうかという考えもありまして、

難易度も決して高くない工事ですので、この工事につきましては、市内業者に限

らせていただきました。

委：市内業者というところが、ポイントと思い抽出した。

委：後者の案件は、本市登録業者の内、施工可能な業者全てを指名ということは、

これ以外には、もう指名できる業者は無いという意味か。

事：この時点の登録業者は、これで全てです。

委：これは特殊な工事だということで選んだ。本件は、入札金額が予定価格に近い

ところにあるので、割と金額が大きいだけに、関心を持った。

議題Ⅰ ２ ( )随意契約に係る抽出案件２件- - 3
・事務局より「ガントリークレーン整備工事（ －１、２、３、４号機 」及び「市D ）

道上大岡第４０４号線向田橋架替工事（上部工 」について続けて説明。）

委：例えば車の車検ですと町の車検場もあるし、別にＡ社の車をＡ社のお店に持っ

て行かなくても出来るが、こういうクレーンというのは、どうなのか。

事：汎用的なものではないということと、変速機、変速ギア等はパテントみたいな

ものがあります。それから前回（ 年度第２回）委員のご指摘がありましたが、17
基本的には部品の供給をその会社しかしていないことと設計図自体が本市と三菱

しか持っていないこと。機能的にはエレベータのように昇降するだけなのですが、

中身が各社だいぶ違う技術を持っているので、それに基づいて作られている。そ

れと、整備後の保証が出来ない。これは、事故等を起こすと大変なことになりま

すので、どうしても随意契約せざるを得ません。

委：保証できないというのは、三菱のクレーンをＢ社がメンテナンスやっても、Ｂ

社は保証しないということか。

事：まず、やらない、請け負わないです。

委：独立系の保守修理業者がいる業界なのか、いない業界なのか。

事：三菱には、三菱重工環境エンジニアリング㈱とかの保守をやっているところが

ありますが、会社の方針だと思うのですが、ガントリークレーンについては、三

菱重工自身が直接整備を行っていると聞いています。今年度に始まったわけでは

なく、実は中間検査というのもありまして、 カ月点検のようなもので毎年こう12
いう形で出ています。

委：指名停止時のやむを得ない場合に、例外とする扱いについては、横浜市だけで

なく他の地方自治体の契約も、大体このような例外がついているか。

事：横浜市も基本的に国と一緒の形を採っています。ところどころ直していますが、

今みたいな状況になりますと、本当に工事が出来なくなってしまいます。

やはり、それはまた不都合ということで、こういう例外規定はおそらく持ってい

ると思います。
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委：メーカー側から、ここは作ったところしか出来ませんと言われると、それで、

議論が終わってしまう。なんか釈然としない。

委：むしろ、他の会社例えばＢ社は絶対に手を出さないのでは。むしろ、そっちの

要素の方が強いのではないのですか。

委：だから、独立系の保守点検業務を行う業者がいる世界だと多少競争が動くと思

うが、実際のところ分からないので。

議題Ⅰ ( )一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について-3- 1
・事務局より報告。

委：資料 頁の白崎建設㈱以下鉄建建設㈱までの粗雑工事で、ボルトの長さが足り17
なかったと言うのは、何かそれこそ工事の段階でこんなものは、やらないように

しておこうというような、談合を疑わせるような気がするが。

事：これは、発注時期もまちまちですし、工事の対象もまちまちです。それぞれの

橋の状況で、コンクリートの橋に穴を開けてそこにアンカーボルトを埋め込むの

ですが、穴をあけた時に元々入っている鉄筋にぶつかってしまうことがあります。

本来ならば場所をずらして開けなければいけないのですが、それをやらずに、こ

こまで入ればいいやとアンカーボルトを切ってしまうということです。それが、

発生の割合ですとかに着目しまして、このように１カ月、２カ月の差がついてい

ます。これによって停止措置を行っています。

委：こういう工事の施工というのは、出来上がってしまうと、ちょっと外から見た

んだと分からない。

、 。事：そうです 現在は透視装置みたいのを使ってチェックすることになっております

委：出来るのか。

事：はい、ただ当時は非破壊検査の手法がなかったもので、中間の写真とかは、チ

、 、 。ェックするのですが 数が多いものですから 全部はチェック仕切れないようです

委：今回の独占禁止法違反行為のように、例えば国発注があり、道路公団発注があ

ったら、どちらか一方にかけるのか、それぞれにかけるのか、かけないのかとい

うルールについてはどうか。

事：自治体によって差があったかと思いますが、横浜市としてはそれぞれにかけて

おります。国土交通省に対する談合告発を受けたことに対して、道路公団に対す

る告発を受けたことで、また別にかけます。

委：今一つ、今度は一つの国なり、道路公団だけに限って、どの時点でかけるのか、

刑事告発されたその時点でかけるのか。

、 。 、事：はい 刑事告発の時点でかけています 今回９月末で排除勧告がごさいましたが

排除勧告された場合については、それに対して応諾した時点で、各企業に応諾し

ますかという調査をかけまして、調査の結果応諾しますということであれば、そ

の時点でかけます。

、 。 、委：そうすると当然 今回の事件国の処分を両方受けるのですね 刑事処分としては

刑事告発があり起訴がある。刑事の場合は、告発の時点でかける。行政処分とし
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ては、公正取引委員会の排除勧告があって、これに対する応諾があって勧告審決

に移行する。刑事の場合は告発でやって、行政処分の場合は応諾でやる。それは

ばらばらに２回はやるということか。

事：いや、刑事告発で既にやっている企業につきましては、排除勧告に対する応諾

をしてもしなくても、既に１回やっておりますので一事不再理ということです。

委：応諾というのは悪うございましたということだが、刑事告発された段階でやる

というのは、まだ悪うございましたとは言っていない。専属管轄だから公正取引

委員会がむやみに、刑事告発する訳はないということだが、ちょっとバランスが

取れないと思う。

事：そういう感じとしては、実際ありますね。

事：運用といたしましては、国の中央公共工事契約制度運用連絡協議会の中央公契

連指名停止モデルでも、刑事告発を受けたときとされています。

委：告発されたということだけなのか、それとも告発の資料を検討してこれは、告

発に理由があると判断して指名停止等をやるのか。

事：告発の事実です。

事：今後独禁法改正の絡みで、新年からは排除勧告に代わり排除措置命令を下すよ

うになります。告発も、現在第一管轄が東京高検ですが、地検レベルになるの

で、それに対する対応がどうなるのか国土交通省と公正取引委員会で調整してい

ると聞いています。

委：資料 頁の頭の３者と資料 頁７行目以下の３者と独禁法違反は同じ事実か。16 16
事：前の３者は、社員が逮捕されたということで、対象は国土交通省の工事でやっ

ています。期間が前の３者と後の３者とずれています。中程７、８、９行目の業

者につきましては、上で６月１日から停止をかけております。この３者につきま

しては、同じ案件ですので当初の６月１日から６カ月の停止で 月 日にとど11 30
めています。

委：途中期間が重複しているが。

事：重複していますが、頭の３者につきましては、理由が不正又は不誠実な行為と

いうことで一般的な法令違反の扱いでやっています。停止をかけていますが、事

由が違うということで改めて独禁法違反で告発された時点でかけていますので、

期間については、通算して６カ月として期間の調整をしています。

委：社員が捕まったというのは、談合で捕まったんですよね、同じ談合で２回処分

を受けることになるのか。

事：ですからそれが２回分にならないようにということで、期間の設定をしたとい

うことです。

議題Ⅰ ( )談合情報対応について-3- 2
・事務局より報告。

委： 初の案件だが、内訳書を持ってこなかったということについては、業者は理

由をなんと言っているのか。
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事：作ってあったんだが会社に忘れたと。出がけにあわてて来たので忘れた方もい

ます。

委：談合情報があった案件で、そういう不自然なことがあって、そのままで済ます

と言うのは、ちょっと甘いのではないか。

委：始末書くらい取ってもいい。

事：内訳書を持ってこなかったら、当然落札出来ないことは、知ってますよねと尋

ねると、知っていますと言っている。仮に忘れて来てしまったら落札出来ないん

だから、なぜ入札したんですかと突っ込んだんですが、そしたら、せっかく来た

んだから入れるんですと、一応、かたち上は我々は積算だけはちゃんとしたんだ

から、やらないと工事部隊の方に申し訳ないとか理由を述べていました。

委：そういうことを、もし繰り返すような特定の業者が、何回かやったらペナルテ

ィーみたいなものを課して良いようにも思うが、そういう体制みたいものはある

のか。

事：談合という形のある程度認定がないと、我々の方では今のところはペナルティ

ーは出来ない状況です。

今のように客観的に談合を疑わせる状況があって、それで持ってきていない、委：

本来持って来る内訳書を持ってこないということがある訳だから、その約束の内

訳書を持って来ないというところだけをとらえて、ひとつ、それが積み重ねるこ

とによって、ペナルティーを課していくというようなことがあっても良いように

思えるが。

事：ただ、持ってくるのは一応義務付けているんですけれども、通常の工事でも、

持ってこなくても、特にそれは落札候補者になれないというだけなので悪いとか

という話ではないのです。今回談合情報みたいな形があったものですから、そう

いう風に見えてしまうのですけれど、通常の工事で例えば内訳書持ってこなかっ

た。それじゃ悪いか。悪いことではない。ただ、落札者になれませんという事実

になるだけです。

それをもってしてペナルティーの対象にするのはちょっと難しいと思います。

委：一番難しいのは、匿名では勝負にならないが、実際に情報提供者が誰だったの

かという想像はつかなかったのか。

事：一応電話があった時には、お名前はいただけますかと、必ずお聞きしているん

ですが、どうしても、それについては勘弁してほしいということで、お話いただ

けないですね。

委：特定名、聞けなければ、やっぱり駄目で、事実は分からない。

委：落札するつもりがなくて来ていると当然見られる。入札に参加する前に内訳書

の所持を確認させて、持っていない者には入札に参加させない。予めね。

委：それは面倒なのでは。内訳書を持っていますよと数字の並んだものを見せられ

て、それがちゃんとした内訳書かどうか調べなくてはならない。

委：いえ、業者の責任で持ってますと確認さえ取っておけば良いように思う。

事：ですから、内訳書をどういう条件にするか難しいのです。参加条件として、内

訳書を必ず持参させるのか、落札の条件として、内訳書を持参させるのか。委員
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の言われるように、参加条件としてやると、入札毎に見なくてはいけない。見な

くてはいけないということになりますと、正確に見なくてはならない。その入札

を無効にするあるいは参加させない訳ですから。そうしますと、今の入札システ

ムですと時間がかかるわけです。そういうことで、今は落札候補者としての条件

にしている段階に留めているのです。ですから、今回持ってこなかった業者につ

いて、入札自体はまあ有効にしています。

委：情報があったんだから、全部の内訳書を部長が言うように見るのは大変だと思

うけれども、こういう談合情報があった場合には、入札する前に全て来た参加者

に、じゃ内訳書を持っているのかという確認する位のことは、あっても然るべき

だと思う。事前にね、それはあるなし中を見なくても。

委：これ落札率は、何％だったのか。勿論大体で良い。

事： ％位です。93.8
委：これは幾らくらいの工事なのか。

事：予定価格 万円、税込みで 万円程です。4,787 5,026
委：何者くらい入札に参加したのか。

事： 者です。13
委：そのうち持って来ていないのは何者か。

事：正確には申し上げられませんが、確か持ってきていない業者が多かったです。

確か８者か９者くらい持って来ていません。

委：情報のある時は、内訳書のチェックを事前にやって然るべきと思う。

委：かなり古い話ですが、以前にもそんなことがあったので。

委：これ住民訴訟を起こされるのでは。

事：入札行為というのは、市と業者との間の取引の中のことですけれども、内訳書

の内容レベルですとそこまで細かくご覧になっている方は、ちよっといないかな

あと思います。しかし、何時出てくるか分かりませんが。

委：今回誰が情報提供者か特定出来ない限り、情報としては、駄目ですね。

事：対応については、委員のご指摘を考えた方が良いのかも知れません。

本市関係審議終了後、

村上政博委員は、所用のため退席。

議題Ⅱ（交通局関係）

議題Ⅱ １入札及び契約手続の運用状況について-
・平成 年度９月までの新たな入札・契約制度の状況を報告。17

議題Ⅱ ２ ( )条件付一般競争入札に係る抽出案件２件- - 1
・事務局より「港南中央駅改良工事（電気室設備 」及び「４号線信号設備工事」に）

ついて続けて説明。
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委：港南中央駅改良工事については、予定価格が 円を ％で落札して60,000,000 100
いる。平成 年度の時には吉野町駅で、７者が応札して三菱電機が落札している。15
今回も７者が応札してもよさそうだが、どうしてなのかなと考える。

事：平成 年度に吉野町駅で、同種の契約を三菱電機としましたが技術的な優位性15
があったと想像しています。想像ですが、他の業者が受注したとしても、一部は

三菱電機に依頼しなけらばならない特殊な技術もありましたので、三菱電機にし

か対応できなかったということです。契約手続としまして随意契約ということに

、 、 、なりますと いろんな競争があるので あくまで条件付一般競争入札と言うことで

参加を募った訳ですが、結論は残念な結果になりました。

委：交通局が把握している施工可能業者からみてどうなのか。

事：７者程度です。三菱電機以外の者が絶対できないということではありませんで

した。そのため条件付一般競争入札にしました。

委：入札参加資格としては、可能な限り広く設定しているのでしょうね。

委：市内、準市内、市外の全部ですからね。

事： 近の関西の列車事故等を考えると施工実績などを重視せざるを得ない、業者

の範囲を狭ばめる危険もありますが、これ以上は難しいと考えます。

委：２件目も三菱電機ですね。こちらは、低入札で ％でやっていけることになっ52
ている。調査の結果、一か所に集約することによりコストダウンが可能であると

言っていたが。

委：２件を合わせて計算してるんでしょう。

、 。委：２件目のは 工事のあとのフォローの工事ができる可能性があるのではないのか

委：三菱電機が全て、４号線について技術的に完全に握ってしまったのではないか。

事：そうとも言えません。２番となった日立製作所でも技術的には可能です。

委：そうではなくて、４号線については三菱電機が技術的なプロジェクトを組んで、

一括に対処できるようにしてしまうのではないかと思われる。

初の工事は利益を生まないが、２番・３番目に、やはり三菱電機が受けるこ

とになるのではないか。

委：制御関係の通信機器なども一度設置してしまえば、そのまま使用できるわけだ

から、後に他業者が参入しようと思っても難しいのではないか。

委：２件目の案件について低入札調査を実施して、三菱電機だからこの金額になっ

たと判断したのか、他の企業でも同様の努力ができたと判断したのか。

事：一応、低入札調査において、発注課の技術部門の者がいっしょにヒヤリングし

ており、資材の購入方法や設計・製作方法について聴取していますが、ご指摘の

社内プロジェクトのような体制を組むことは想定はしていませんでした。

委：やり方として 初のプロジェクトについては、とにかく取りに来て、他の業者

が出来ない技術などの状態にしてから、後については随意の費用を高い金額で積

算する方法もあるのかなあと考える。

例えば、完成後のメンテナンスについて、そこの機器でなくてはだめであると

か、部品が調達できないとか、そういう作戦もあるのかなと考える。

委：地下鉄などは、延長していけば、違う会社にとはいかないのではないか。
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委：約 億減額したのだから…。16
事：メンテナンスにはそんなにお金は掛かりませんので。数千万の単位です。

委：こういう交通の設備工事の設計金額を出す場合、機材などは汎用品なのか。

事：汎用品もあれば独自のものもあります。

事：見積もりを取る前に見積審査会がありまして、どこの会社からどのような見積

もりを取るかを議論し、資材をどのように使っていくかなどを詰めていきながら

設計金額を決めています。

委：市が考えていた材料費よりだいぶ安く済んでいるということか。

事：ラインといいますか電線をかなり必要としますが、これが関連会社からかなり

安く入手できたということです。そういうことは想定しておりませんでした。

委：同じような信号工事の発注はありうるわけですね。

事：まったく同じ工事ではありませんが、似たような工事や信号に付随する機器の

発注はあります。しかしこれほどの金額の発注工事はもうないです。

委：これだけ ％程度で落札できるなら、当初の予定価格の設定がおかしかった52
と言われかねないと思う。

次に同じような工事が出るときには、なんらかの形で参考にして、設計金額を

決めるべきではないか。

委：これは道路公団と同じで、１本でやれば安くなるのに、ぶつ切りにして高くし

ている。

４号線も１本でやれば、もっと安くできるのではないか。

事：４号線はリニアモーター式ですので、テスト走行が必要となっています。その

ため１発で全てを発注した場合の不具合を避けるため、テスト走行区間を中心部

につくっています。そこでレール等をそこだけ発注して、走行テストが合格した

後に両側へ延伸していく予定になっています。

そういう意味では、いっぺんに発注するほうが効率的かもしれませんが、テス

トをするために分けています。

議題Ⅱ ２ ( )指名競争入札に係る抽出案件２件- - 2
・事務局より「平成 年度１号線駅施設等建築修繕工事」及び「関内駅電気室消火17

設備工事」について続けて説明。

委：１件目の工事は、要するに人気が無い工事のため、あまり皆さんやりたがらな

いので３者だけになった。そのうえ、くじで決まったということか。

事：たまたま戸塚区の３者でした。

委：エルゴテック㈱とはどういう会社ですか。

事：中小企業、 名の従業員の会社でして、調査では、品川駅の駐車場の消火設備97
の新設工事を鉄建公団から受注しています。 年にです。2001

委：交通局では 低制限価格を公表しているか、事前か。

事：財政局とは違っていましてして、両方とも事前公表です。
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議題Ⅱ ２ ( )随意契約に係る抽出案件１件- - 3
・事務局より「港南中央駅改良工事（自動出改札装置 」について説明。）

説明を了承。

議題Ⅱ ３報告事項-
議題Ⅱ ( )一般競争参加停止及び指名停止等措置の状況について-3- 1
・事務局より説明。

委：そういうのは個別には見つからないのか。

委：設計で予定していた金額と実際の工事金額とはどれぐらい違うのか。浮かせた

額はどれくらいなのか。

事：数字を持ち合わせていませんが、計算したところ打込みをケーブルアンカーに

変えても、金額的には拾万円位の単位です。

実は、業者の方で下請けへの指示が徹底されていなかった。コストの縮減とは

思いづらい。

委：昔、よく道路などで舗装を薄くして浮かせた話はずいぶん聞いた。

事：施工後に完成検査がありますが、なかなか外から見えない部分がありますので、

その辺をどうするのか、工夫が必要と思っています。

中間でいかに業者とコミュニケーションをとっていくか研究中です。

安全第一ということから、施工管理について設計業者が工事監督を兼ねること

があるのですが、異なる業者に代えるようにするつもりです。

【意見具申】

今回は特段の意見具申はありませんでした。

※特記事項

平成 年度第３回横浜市入札等監視委員会に先立ち、同日午後１時から西区内において、17
工事件名「神奈川処理区戸部雨水幹線下水道整備工事」の現場視察（泥水式シールド工）を

全委員出席により行った。


