
  

平成２５年度 第２回大和市入札監視委員会 会議要旨 

 
１．日  時 平成２５年１１月２０日（水） 午前１０時３０分～午前１１時４０分 
２．場  所 大和市役所会議室棟１０２会議室 
３．出席状況 委 員３名 
       事務局６名 
４．会議次第 

１ 開会 
２ 議題 

  （１）入札・契約の状況について（報告） 
  （２）入札参加停止業者について（報告） 

（３）抽出事案の審議について 
   ・別紙一覧表のとおり 

３ その他 
４ 閉会 
 

 
【会議要旨】 

１ 開会 
 
２ 議題 

（１）入札・契約の状況について（報告） 
○事務局から工事、工事に伴う委託、一般委託、賃貸借及び物品ごとの発注件

数を説明。 
【質  疑】 

特になし 
 

（２）入札参加停止業者について（報告） 
○事務局から現在指名停止措置を受けている業者一覧及び指名停止の理由等

について説明。 
【質  疑】 
   暴力団排除条例に係る指名停止の解除の要件は経営改善されると認められるまで

とのことだが、どのように判断するのか。 
【回  答】 
    警察からの通知をもって判断している。 
 
 
 
 
 



  

（３）抽出事案の審議について 
事務局から最低制限価格について事前説明 

 

① 平成２５年度道路損傷箇所復旧工事（その３・単価契約） 

平成２５年度公共下水道雨水管築造工事 

平成２５年度道路反射鏡設置等工事（単価契約） 

【抽出理由】 
上記の事案は最低制限価格と同額で入札しており、かつ、応札者数に対し、入札額が同

額となった者の数の割合が約３８％を超えている。他のケースと比べ、最低制限価格の想

定がしやすくなっていると思われるが、その原因は何か考えられるか。 
【回  答】 

設計額の積算には公表された単価及び歩掛を使用しているため、市の設計額をほぼ正確

に算出できるものと推測される。 
  また、最低制限価格の算出方法についても市のホームページに掲載しているので、最低

制限価格に近似した額を算出することは可能と考えられる。 
【質  疑】 

特になし 
 

② 平成２５年度公共下水道雨水管築造工事  

【抽出理由】 
最低制限価格での入札５社、それをわずかに下回り無効となったのが５社あるが、今回

の雨水管築造工事のような場合には、入札業者は最低制限価格についてある程度予想がつ

くのかという点について、お尋ねしたい。 
【回  答】 

上記①の回答と同様 
【質  疑】 
  特になし 

 
③ 平成２５年度道路反射鏡設置等工事（単価契約）  

【抽出理由】 
入札者が３社とも最低制限価格に等しい入札額を提示しているが、最低制限価格の計算

（予測）が容易なのであろうか。 
【回  答】 

上記①の回答と同様 
【質  疑】 
  特になし 

 
④ 平成２５年度遮集幹線築造工事（遮集１号）第２工区  

【抽出理由】 
１－２０と同様に２社が最低制限価格と同じ入札額を提示している。やはり、最低制限



  

価格の計算（予測）が容易なのであろうか。 
【回  答】 

上記①の回答と同様 
【質  疑】 
  特になし 

 

⑤ 引地台野球場施設大規模改修工事  

【抽出理由】 
上記の事案は最低制限価格と同額で入札している。182,030千円という高額な最低制限

価格でありながら、これと同額で計算する企業努力には大変頭が下がる思いですが、この

ように制度の高い入札額が算定される要因は、この度の事案について何か考えられるか。 
【回  答】 

他の土木工事についても同様だが、県土木工事標準積算基準書に基づき積算し、積算で

採用する設計単価は県土木工事材料等単価表、これに記載のないものについては公表資料

により積算する。県土木工事標準仕様書及び県土木工事材料単価表は県の指定機関で閲覧

が可能であり、それ以外の設計単価は、本市の規定によりすべて公表している。 
  また、本市で設定する最低制限価格の算出方法についても公表しているため、入札事業

者は高い精度で最低制限価格を予測することが可能となっている。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑥ 大和市保健福祉センター清掃管理等業務委託（その２・長期継続契約）  

【抽出理由】 
設計金額（税抜き）では、１ケ月当り約１８７万円となる。人件費が主たるコストと思

われるが、高くないのか。 
【回  答】 

業務内容は、清掃業務（日常清掃及び定期・特別清掃）、守衛業務、案内業務である。

それぞれの業務の仕様及び１人あたりのおおよその時間給（交通費、福利厚生費等含む）

は次のとおりであり、人件費が過大とはいえない。 

日常清掃業務：月～金曜日 8 時～18 時の 4 人体制、1,044 円 

土・日曜日 8 時～17 時の 2 人体制、1,201 円 

守衛業務：毎日 7 時 30 分～23 時 30 分の 1 人体制、1,260 円 

案内業務：毎日 8 時 30 分～17 時 15 分の 1 人体制、  992 円 

（清掃用具などの消耗品等含む。） 
【質  疑】 

 特になし 
 
⑦ 平成２５年度ごみ処理施設点検整備委託  

【抽出理由】 
設計金額（税込み）では１ケ月当り約１，７１６万円となる。維持管理業務なので無論



  

特殊な技術を要するとはいえ、人件費が主たるコストと思われるが、高くないのか。 
【回  答】 

本委託は、電気事業法に基づく発電用ボイラー・タービン設備の定期事業者検査及び

関連する一般廃棄物処理施設の清掃、分解点検、動作確認調整及びこれらに付随する

パッキン類の交換を実施することで、適切な機能維持を図るとともに、各種法令を順守

し、安定的な施設運用の継続を確保することを目的として実施している。焼却炉の点検

整備は、法令に基づく保護具等が必要な作業環境での点検で、粉じん、ダイオキシン等

対策が必要である。 
なお、電気事業法に基づくボイラーの点検等や非破壊検査及び公害防止に係る自動制

御装置点検等と特殊な業務で技術系労務単価が多いので、設計金額が高い。 
【質  疑】 

 特になし 
  
⑧ 平成２５年度在宅重度障害者紙おむつ支給事業業務委託（単価契約）  

【抽出理由】 
在宅重度障害者紙おむつ支給事業業務委託・条件付一般競争入札の事案で、設計金額は

約２８０万円とそれなりの事業であるが、参加業者は１社である。同種案件の場合にも参

加業者が少ないのが通例なのかについて（それほど競争がないのか）お尋ねしたい。 
【回  答】 
  同種案件の場合にも参加業者が少ないのが通例なのかについては不明だが、本事業内容

上、請け負うことができる業者が限られてしまうと推察される。なお、平成２４年度の同

案件の応札業者は２者である。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑨ 平成２５年度中部浄化センター送風機設備オーバーホール  

平成２５年度遮集幹線築造工事（遮集１号）第３工区  

平成２５年度北部浄化センター沈砂池ポンプ設備改築更新設計委託  

平成２５年度在宅重度障害者紙おむつ支給事業業務委託（単価契約）  

平成２５年度業務用生ごみ処理機保守点検委託（その４）  

保育所第三者評価実施委託  

平成２５年度大和市コミュニティバス実験運行業務委託（その４・債務負担行為） 

体育館モップ賃貸借（長期継続契約）  

【抽出理由】 
上記の事案は条件一般競争入札によるもので、参加業者数が１社であり、落札率は９ 

０％以上の要素が認められるケースであるが、どのような場合にこのような傾向が生じる

のか。随意契約との線引きの違いはどこにあると考えられるか。 
【回  答】 
平成２５年度中部浄化センター送風機設備オーバーホール 

平成２５年度遮集幹線築造工事（遮集１号）第３工区 



  

平成２５年度北部浄化センター沈砂池ポンプ設備改築更新設計委託 
  設定した入札条件において応札ができる業者が複数あると判断し、条件付一般競争入札

を実施することが適切であると考え、行ったもの。 
 

平成２５年度在宅重度障害者紙おむつ支給事業業務委託（単価契約） 

紙おむつを対象者宅へ個別配送となること等から、結果として、業者が限定された。 
 
平成２５年度業務用生ごみ処理機保守点検委託（その４） 

  製造者が提供もしくは設定した講習を受けた業者が行うこととしており、製造者は、原

則として受講済みの業者に対して「技術資格者証」を発行して管理している。また、本製

品に製造者以外の装置、資材等を使用した場合、予期しない故障等の発生の恐れがあると

し、これを順守しない場合、製造者は一切の責任を負わないとしている。 
  このため、技術資格者証を有する者であることを条件としている。この条件に適合する

業者は、関東では２社しかいない。 
  また、設計額は、この２社から取得した参考見積の安価な額とした。 
 
保育所第三者評価実施委託 

保育所で提供するサービスを第三者機関が専門的かつ客観的に評価することで、福祉

サービスの質の向上を目的に、平成１９年度から第三者評価を実施している。平成２１年

度より条件付一般競争入札で業者を決定しており、過去には他社が落札した経緯もあるこ

とから、随意契約ではなく一般競争入札で広く業者の参加を募っている。 
 
平成２５年度大和市コミュニティバス実験運行業務委託（その４・債務負担行為） 
  当該案件については、国で定める単価を用いて設計を行い、入札を実施しましたが、１

回目では予定価格に達しなかったため、再度入札を行った結果、予定価格に達した。業務

の特殊性から業者は限られており、参加業者が１社となったと考えられる。 
 

体育館モップ賃貸借（長期継続契約） 

 前回契約（H22.7.1～25.6.30）時、２社以上の業者が参加・応札した実績があり、随意

契約の必要性は認められず、条件付一般競争入札としたもの。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑩ 柳橋出張所改築工事（電気設備）  

中部学校給食共同調理場受変電設備改修工事  

【抽出理由】 
上記の事案は、条件付一般競争入札によるものであるが、落札率が９９％以上と高い原

因は何か考えられるか。 
【回  答】 

電気設備に係わる工事については、機器を他社に発注する場合が多く、その機器の費用



  

が全体の工事費を占める割合が高いために入札金額が他の業種よりも落札率が高くなっ

ている傾向があると推察する。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑪ 「第６回ＹＡＭＡＴＯダンスフェスティバル開催事業」業務委託  

【抽出理由】 
ＹＡＭＡＴＯダンスフェスティバル開催事業の業務委託で、地域とのネットワークの構

築、ノウハウの蓄積に相当の経費・期間を要することから競争入札ではなく、随意契約と

している。それには十分な理由があると思うが、他の大和市主催の事業の業務委託も同様

の趣旨から随意契約としているのかを確認したい。 
【回  答】 

大和市主催の文化芸術事業のうち、随意契約案件は次のとおり。 
①市民芸術祭事業委託（契約先：大和市民芸術祭実行委員会） 

  理由：市内文化芸術団体とのネットワーク、市民参加型イベントの企画運営を行うため

のノウハウを十分に有しているため。 
 ②美術講演会事業委託（契約先：大和美術協会） 
 理由：市民の要望を事業に反映させやすく、美術家とのつながりを多く持ち、実力の

ある講師を低価格で提供できるため。 
③やまとコミュニティ音楽館事業委託（契約先：大和市音楽家協会） 

  理由：質の高い音楽を提供する演奏技術を持ち、音楽演奏の設備が整っていない条件の

中での企画運営のノウハウを十分に有しているため。 
 ④まちかど落語開催事業業務委託 

（契約先：（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団） 
理由：噺家との低廉な出演交渉をすることができるため。また、コミュニティセンター

の施設予約の優先権を持ち合わせ、年間を通じて計画的に開催することができる

ため。 
 ⑤大和文芸映画祭開催事業業務委託 

（契約先：（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団） 
理由：数多くの映画上映事業の実績を持ち、かつ、上映映画に関係する講演者を様々な

要望に応えて人選することができ、講演料についても安価に設定することができ

るため。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑫ 簡易印刷機賃貸借（その２・長期継続契約）  

【抽出理由】 
上記の事案は、５社による入札が行われているが、入札額に大幅な二極化がみられる原

因は何か考えられるか。また、設計金額７１８，２００円に対して７５円という契約金額

について妥当と考えられるか。 



  

【回  答】 
大幅な二極化がみられる原因として、最低価格で入札した３社は、本体を安く落札して、

消耗品で料金の回収を図るためと推察される。（平成２４年度実績：消耗品費約３８万円） 
その他の原因としては、３社のうち、１社は簡易印刷機１台を平成２５年６月３０日ま

での期間、月額１０５円で当市と賃貸借契約している業者であり、また、もう１社も同様

に平成２５年６月３０日まで当市と簡易印刷機１台の使用貸借契約（無料賃借）を交わし

ていた業者である。そのため、この２社は、引き続き契約実績を維持し、当市印刷室に簡

易印刷機を設置し続けたい意向を持っていたと推察される。残りの１社も印刷室の印刷機

器受注実績業者であり、いずれの事業者も公的機関の受注実績を得るため積極的に入札に

参加したためと推察される。 
  以上を勘案し、７５円の契約金額については、入札の結果であり、予定金額の範囲内で

あるため、落札者として契約することとした。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑬ 簡易印刷機賃貸借（その２・長期継続契約）  

【抽出理由】 
 簡易印刷機賃貸借の事案で、契約金額が７５円、落札率が０．０１％というような結果

になることについて、前回の委員会で理解した。確認したい点は、３－１２６の案件のよ

うに設計金額を１．０５円とあらかじめ低額に設定する場合と、３－１３０の案件のよう

に設計金額を約７０万円と設定する場合があるが、複合機や印刷機という同種賃貸借の場

合でもこのような違いが生じるのには個別の事案ごとの事業があるのか、という点である。 
【回  答】 
 ３－１２６案件のデジタル複合機賃貸借（単価契約・長期継続契約）と本案件との違い

は、デジタル複合機の場合、単価契約であるため、使用した枚数（カウント量）に比例し

て賃貸借料が課されるが、本案件の簡易印刷機の場合、１枚の原稿から多く印刷するほど

単価が下がることになるため、大量の印刷物を庁内印刷する印刷室では、簡易印刷機の方

がコストが安くなる。 
  ３－１２６案件のデジタル複合機の場合は、予定使用枚数に対して単価を決めるため、

その単価が設計金額となるが、３－１３０案件の簡易印刷機の場合は、使用枚数に応じた

額ではない機器本体の賃貸借料が設計金額となるためこのような違いが生じると推察さ

れる。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑭ 平成２５年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板設置撤去業務 

委託（その１）  

【抽出理由】 
設計金額算定はどう行っているのか。掲示板の数に単価を乗じているのか。それとも人 

件費（費用の大半）から割出しているのか。ちなみに３－４０と金額は同じでない。 



  

【回  答】 
掲示板の数に単価を乗じて金額を算出している。ただし、設置方法については、空き地

などに設置する野立て方式、フェンスや鉄サクを利用する方式等４種類があり、それぞれ

使う資材の量や手間が異なるため、単価が異なる。 
また、人通りの多い場所や、公園・学校など子供が集まる場所にもポスター掲示板を設

置するので、安全対策のために行う補強作業などの現場諸経費や管理費も含んだ金額と

なっている。 
なお、３－４０との金額の違いについては、ポスター掲示板を設置する地域が異なるこ

とから、４種類の設置方法の数もそれぞれ違うため、金額に差異が生じている。 
【質  疑】 

 特になし 
 

⑮ 平成25年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポスター掲示板  

【抽出理由】 
随意契約の事案で、業者選定理由は「別紙随意契約理由書のとおり」とある。選挙ポス

ターの掲示板という特性が関連していると思うが、選定理由を簡単に教えていただきたい。 
【回  答】 

今回の参議院議員通常選挙の場合、県からの通知によりポスター掲示板の様式を決定

（告示）できたのが６月であったため、約１か月間で、掲示板を作成し、設置工事を行

うこととなった。そのため、ポスター掲示板の作成には、短期間で確実に納入できる業

者である必要があり、県内だけでなく関東の各選挙管理委員会にもポスター掲示板を納

入している契約業者が最も実績と信頼があることから選定した。 
【質  疑】 

 特になし 
  
３ その他 
  ○事務局から、次回の日程について日程調整を行う。 
 
４ 閉会 



（様式第１号）　平成２５年度　　第２回　大和市入札監視委員会　抽出事案一覧表

落札率

対設計 価格 対設計
参加
者業
者数

応札
者数

辞退者数
不参加者
数(入札
書不着）

失格
者数
（無
効）

くじと
なった
業者
数

1 － 13 25-4427-0
平成２５年度道路損傷箇所復旧工事（その3・単価
契約）

大和市内 ほ装 条件付一般競争入札 (株)岡本舗装 市内
その他(単
価)

777,000 740,000 672,000 86.49% 640,000 86.49% 平成25年7月9日 9 8 1 3 5 電子入札

1 － 16 25-4764-0 平成２５年度公共下水道雨水管築造工事 大和市福田地内 土木一式 条件付一般競争入札 (有)ダイモン開発 市内 総価契約 18,343,500 17,470,000 15,823,500 86.26% 15,070,000 86.26% 平成25年7月18日 16 13 3 5 5 電子入札

1 － 20 25-4915-0 平成２５年度道路反射鏡設置等工事（単価契約） 大和市内 とび・土工・コンクリ 条件付一般競争入札 (有)小泉土木 市内
その他(単
価)

5,869,500 5,590,000 5,019,000 85.51% 4,780,000 85.51% 平成25年7月19日 3 3 3 電子入札

2 1 － 16 25-4764-0 平成２５年度公共下水道雨水管築造工事 大和市福田地内 土木一式 条件付一般競争入札 (有)ダイモン開発 市内 総価契約 18,343,500 17,470,000 15,823,500 86.26% 15,070,000 86.26% 平成25年7月18日 16 13 3 5 5 電子入札 谷江委員

3 1 － 20 25-4915-0 平成２５年度道路反射鏡設置等工事（単価契約） 大和市内 とび・土工・コンクリ 条件付一般競争入札 (有)小泉土木 市内
その他(単
価)

5,869,500 5,590,000 5,019,000 85.51% 4,780,000 85.51% 平成25年7月19日 3 3 3 電子入札 南木委員長

4 1 － 39 25-6147-0
平成２５年度遮集幹線築造工事（遮集１号）第２工
区

大和市上草柳七・八丁目地内 土木一式 条件付一般競争入札 (株)渡栄土木 市内 総価契約 53,886,000 51,320,000 46,840,500 86.93% 44,610,000 86.93% 平成25年8月28日 9 9 2 2 電子入札 南木委員長

5 1 － 52 25-5501-0 引地台野球場施設大規模改修工事 引地台公園内 土木一式 条件付一般競争入札 (株)門倉組 県内 総価契約 217,182,000 206,840,000 191,131,500 88.01% 182,030,000 88.01% 平成25年9月26日 5 5 3 電子入札 林委員

6 3 － 56 25-5602-0
大和市保健福祉センター清掃管理等業務委託（そ
の２・長期継続契約）

大和市保健福祉センター
総合建物管理の委
託

随意契約６号該当 国際ビルサービス(株) 県内
債務負担・
継続

47,130,683 44,886,365 47,130,683 100.00% ― ― 平成25年7月4日 1 1 紙入札 南木委員長

7 3 － 83 25-5255-0 平成２５年度ごみ処理施設点検整備委託 大和市環境管理センター
汚水処理施設等保
守管

随意契約２号該当
ＪＦＥエンジニアリング
(株)

県内 総価契約 120,120,000 113,250,000 115,500,000 96.15% ― ― 平成25年7月25日 1 1 紙入札 南木委員長

8 3 － 10 25-2955-0
平成２５年度在宅重度障害者紙おむつ支給事業
業務委託（単価契約）

大和市内
その他の業務請負
等委

条件付一般競争入札 (株)成玉舎 第一営業所 県内
その他(単
価)

2,798,652 2,665,383 2,716,222 97.05% ― ― 平成25年6月4日 1 1 電子入札 谷江委員

1 － 36 25-6075-0
平成２５年度中部浄化センター送風機設備オー
バーホール

中部浄化センター 機械器具設置 条件付一般競争入札
三菱重工マシナリーテ
クノロジー(株)

県外 総価契約 26,995,500 25,710,000 24,759,000 91.72% 21,870,000 85.06% 平成25年8月26日 1 1 電子入札

1 － 48 25-6455-0
平成２５年度遮集幹線築造工事（遮集１号）第３工
区

大和市上草柳七、八丁目地内 機械器具設置 条件付一般競争入札
(株)第一テクノ 横浜営
業所

準県内 総価契約 26,071,500 24,830,000 24,045,000 92.23% 22,340,000 89.97% 平成25年9月5日 1 1 電子入札

2 － 10 25-6167-0
平成２５年度北部浄化センター沈砂池ポンプ設備
改築更新設計委託

大和市北部浄化センター 下水道 条件付一般競争入札
(株)日水コン 横浜事務
所

準県内 総価契約 5,260,500 5,010,000 5,040,000 95.81% ― ― 平成25年8月26日 1 1 電子入札

3 － 10 25-2955-0
平成２５年度在宅重度障害者紙おむつ支給事業
業務委託（単価契約）

大和市内
その他の業務請負
等委

条件付一般競争入札 (株)成玉舎 第一営業所 県内
その他(単
価)

2,798,652 2,665,383 2,716,222 97.05% ― ― 平成25年6月4日 1 1 電子入札

3 － 28 25-3574-0
平成２５年度業務用生ごみ処理機保守点検委託
（その４）

大和市立北大和小学校ほか５校　
その他の業務請負
等委

条件付一般競争入札
横山工業(株) 栃木工場
技術開発部

県外 総価契約 1,026,480 977,600 976,500 95.13% ― ― 平成25年6月14日 1 1 電子入札

3 － 44 25-3929-0 保育所第三者評価実施委託 福田保育園・若葉保育園 調査業務委託 条件付一般競争入札 (株)フィールズ 県内 総価契約 609,000 580,000 609,000 100.00% ― ― 平成25年6月21日 1 1 電子入札

3 － 55 25-4345-0
平成２５年度大和市コミュニティバス実験運行業務
委託（その４・債務負担行為）

大和市内 運搬・保管の請負 条件付一般競争入札 相模中央交通(株) 県内
債務負担・
継続

45,961,000 45,961,000 45,925,928 99.92% ― ― 平成25年7月3日 1 1 電子入札

3 － 133 25-3356-0 体育館モップ賃貸借（長期継続契約） 市立小中学校（２８校） 物件の借入れ 条件付一般競争入札 (株)サニクリーン東京 県内
債務負担・
継続

1,927,800 1,836,000 1,927,800 100.00% ― ― 平成25年6月11日 1 1 電子入札

1 － 33 25-5781-0 柳橋出張所増改築工事（電気設備） 大和市柳橋一丁目２２番地３ 電気 条件付一般競争入札 橋本電気工事(株) 市内 総価契約 24,496,500 23,330,000 24,255,000 99.01% 20,650,000 88.51% 平成25年8月14日 8 8 電子入札

1 － 55 25-7394-0 中部学校給食共同調理場受変電設備改修工事 中部学校給食共同調理場 電気 条件付一般競争入札 湯山電設(株) 市内 総価契約 24,990,000 23,800,000 24,990,000 100.00% 21,370,000 89.79% 平成25年9月30日 10 10 電子入札

11 3 － 81 25-5245-0
「第６回ＹＡＭＡＴＯダンスフェスティバル開催事業」
業務委託

生涯学習センターホール
その他の業務請負
等委

随意契約６号該当
(公財)大和市スポーツ・
よか・みどり財団

市内 総価契約 4,566,870 4,349,400 4,566,870 100.00% ― ― 平成25年7月25日 1 1 紙入札 谷江委員

12 3 － 130 25-3350-0 簡易印刷機賃貸借（その２・長期継続契約） 大和市役所 物件の借入れ 条件付一般競争入札
(株)りんかーん・オフィ
スサポート

市内
債務負担・
継続

718,200 677,000 75 0.01% ― ― 平成25年6月11日 5 5 1 3 電子入札 林委員

13 3 － 130 25-3350-0 簡易印刷機賃貸借（その２・長期継続契約） 大和市役所 物件の借入れ 条件付一般競争入札
(株)りんかーん・オフィ
スサポート

市内
債務負担・
継続

718,200 677,000 75 0.01% ― ― 平成25年6月11日 5 5 1 3 電子入札 谷江委員

14 3 － 35 25-3699-0
平成２５年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポ
スター掲示板設置撤去業務委託（その１）

大和市内
その他の業務請負
等委

随意契約６号該当 大高建設(株) 市内 総価契約 1,828,890 1,741,800 1,824,900 99.78% ― ― 平成25年6月18日 1 1 紙入札 南木委員長

15 4 － 3 25-3178-0
平成25年執行参議院神奈川県選出議員選挙ポス
ター掲示板

大和市役所 看板 随意契約６号該当 (株)タナカ 東京支社 県外 総価契約 2,158,695 2,055,900 2,158,695 100.00% ― ― 平成25年6月7日 1 1 紙入札 谷江委員

1

9

10

提出委員

林委員

林委員

林委員

契　約　方　法№ 契 約 番 号 件　　　　　　　　　名 場　　　　　　　　　所 契　約　業　種

最低制限価格

契　約　日

業者数

電子or紙
入札

業　　者　　名 所在区分
予算根拠

区分
設  計  金  額

入札書比較
価格

契約金額


