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平成 23年 9月 8日 

 

第 2回公共入札制度に関する調査について 

 

社団法人 日本環境測定分析協会 

企画・運営委員会 

 

１．はじめに 

 

（社）日本環境測定分析協会（以下、「日環協」という。）は、平成 20年 8月に、公共入

札制度に関する調査（以下、「第１回調査」という。）を実施し、その結果を、日環協の会誌

「環境と測定技術」（平成 21年 3月号 NO.3  VOL.36 2009, p18参照）に掲載しました。こ

の第１回調査から数年が経過し、いくつかの地方公共団体において入札制度の改革の動きが

見受けられることから、改めて、平成 22年に第 2回目の調査を実施することにしました。

以下、第 2回調査の概要を報告します。 

 

２．第 2回公共入札制度に関する調査の概要 

 

2.1 調査の背景 

 

埼玉県において最低価格制度を導入するという方針が、平成 21年 12月に報道される等

（注－1）、第 1回調査以降、地方公共団体において入札制度の改革の取組みが見受けられ

ることから、日環協として、第 1回調査以降の入札制度に係る改革の状況を把握するため

に、改めて調査を実施することにしました。 

また、第１回調査においては最低価格制度に重点をおいて調査しましたが、今回の調査

では、最低価格制度とともに入札参加資格についても調査することにしました。このよう

な事項を調査することにした背景には、経済産業省の計量行政審議会のもとに設置された

計量制度検討小委員会が平成 20 年 4 月に発表した報告書（注-2）において、「地方公

共団体の環境担当部署等は、発注先の計量に係る能力・品質を管理するため、自ら発注に

係る計量の能力を維持・確保し続けるとともに、発注先における業務の実施状況を把握し、

適切な実施を確保していく必要がある。」（同報告書のｐ38）と指摘したことから、一部

の地方公共団体の環境担当部署が、環境測定分析事業者における品質管理について評価す

るための措置を導入する動きが見受けられたことから、今回は、入札参加資格についても

調査することにしました。 

 

2.2 調査対象 

調査対象の地方公共団体は、第 1 回調査と基本的に同じであり、次の①～③のとおり

です。
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 第 1 回調査の際は、地方自治法に基づく政令指定都市は 17 団体でしたが、今回は 19

団体となっています。その一方で、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び廃棄物処理法

の各政令市の実数は、前回は 94団体でしたが、今回は 93団体です（参考資料１）。 

①47都道府県及び 19政令指定都市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、

川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、

神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市）の合計 66団体 

②大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び廃棄物処理法の各政令市 実数 93市 

③会員が把握している範囲で、最低価格制度又は特徴的な入札参加資格を導入して

いるその他の市区町村 

 

2.3 調査期間 

 調査期間は、平成 22 年 9月 15日～平成 23年 1月 31日までの 4.5カ月です。なお、当

初は、調査期間を平成 22年 10月末までとしていましたが、一部の地域の地方公共団体に

関する調査が遅れたことから、調査期間を平成 23年 1月末まで延長しました。 

 

 2.4  調査方法 

   参考資料２に示す調査票により、日環協の 7つの支部において、地方公共団体がホーム

ページ等により一般に公開している情報又は入札仕様書等の公表書類に記載されている

内容を基にして調査しました。調査票は、二つに分かれており、調査票Ａは最低価格制度

に関するもので、調査票Ｂは入札参加資格に関するものです。また、第 1回調査とは異な

り、地方公共団体の発注する業務を、「役務の提供（検査業務）」と「設計（測量）コンサ

ルタント業務」の二つに分類して調査を実施しました。 

 

2.5 調査結果 

 

（１）回答状況について 

本調査の対象の地方公共団体は合計 168 団体であり、そのうち、164 団体分の調査

票を回収できました。調査対象別の回答状況を表-1に示します。表-1において、括弧

内の数値は、第 1 回調査の回答状況を示します。今回の調査の都道府県及び政令指定

都市の回答率は前回の調査とほぼ同じであり、大気汚染防止法等政令市の回答率は、

前回の調査より高くなりました。日環協としては、この回答状況からして、いずれの

調査においても全国の地方公共団体の状況を概ね把握できているものと考えておりま

す。なお、2回の調査において、未回答の地方公共団体は一致しておりません。 
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              表－１ 調査対象別の回答状況 

 対象団体数 回答数 回答率（％） 

１．都道府県及び政令指定都市 66  （64） 64   （62） 97.0％ （96.9％） 

２．大気汚染防止法等政令市 93  （94） 91   （86） 97.8％ （91.5％） 

３．その他の市区町村 9   （7） 9   （7） 100.0％ （100.0％） 

       計 168  (165） 164 （155）  97.6％  （93.9％） 

   （注）括弧内の数値は、第 1回調査における回答状況を示す。 

 

（２）最低価格制度について 

 

①最低価格制度の適用の有無 

  「役務の提供（検査業務）」において最低価格制度を適用していると回答のあった

団体（一部採用を含む）は、表-2に示すとおり 22団体で、有効回答数 156団体の約

14％です。一方、「設計（測量）コンサルタント業務」において最低価格制度を採用

していると回答のあった団体（一部採用を含む）は、表-3 に示すとおり 30 団体で、

有効回答数 111団体の約 27％となっています。 

第 1 回調査の結果では、最低価格制度を適用している団体（一部採用を含む）と

回答があった団体は 24団体であり、有効回答数 155団体のうち約 15.5％でした。今

回の調査（平成 22 年秋実施）の結果を、第 1 回調査結果（平成 20 年夏実施）と比

べると、この 2 年間で、公共入札における最低価格制度の適用事例が徐々に増加し

てきていることがうかがわれます。 

 

 

表－２ 役務の提供（検査業務）に係る最低価格制度の適用状況 

最低価格制度の適用 件数 適用している地方公共団体 

全ての業務の入札に適

用されている 
5 川越市、千葉市、福井市、和泉市、呉市 

一部の業務の入札に適

用されている 

17 青森県、岩手県、千葉県、広島県、山口県、 

旭川市、苫小牧市、青森市、八戸市、船橋市、市川市、 

金沢市、伊勢市、西宮市、福山市、大川市、鹿児島市 

全く適用されていない 134  

計（有効回答数） 156  
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表－３ 設計（測量）コンサルタント業務に係る最低価格制度の適用状況 

最低価格制度の適用 件数 適用している地方公共団体 

全ての業務の入札に適

用されている 

9 北海道、福井県、佐賀県、長崎県 

札幌市、川越市、千葉市、福井市、和泉市、 

一部の業務の入札に適

用されている 

21 福島県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、岐阜県、 

愛知県、三重県、鳥取県、広島県、山口県、 

柏市、船橋市、市川市、新潟市、四日市市、伊勢市、 

東大阪市、鳥取市、福山市、福岡市 

全く適用されていない 81  

計（有効回答数） 111  

 

②最低価格制度の運用状況 

  最低価格制度を適用している地方公共団体（一部採用を含む）を対象に、最低価格

制度の運用状況について調査した結果を表-4 に示します。対象となる団体は、「役務

の提供（検査業務）」では 22 団体で、「設計（測量）コンサルタント業務」では 30

団体です。 

  第 1に、最低価格の公表の時期についてですが、「入札日以前」と「入札後の発表」

が多い傾向があります。第 2に、如何なる業務に最低価格制度が適用されるのかを問

う設問ですが、多くは、「不明」との回答を得ました。受注者側である日環協の正会

員としては、このようなことは把握しづらいのではないかと想定されます。最後に、

最低価格未満で応札した場合の取扱いを確認したところ、多くは「失格」との回答を

得ました。 

 

表－４ 最低価格制度の運用状況について 

 役務の提供（検査業務） 設計(測量)コンサルタント業務 

１ 最低価格の公

開の時期 

入札日以前に公表      ６ 

入札日に公表        ０ 

入札後の公表        ９ 

不 明           ７ 

入札日以前に公表       ９ 

入札日に公表         ０ 

入札後の公表        １５ 

不 明            ６ 

２ 最低価格を設

定する基準 

予定価格の金額による    ３ 

一般競争入札の場合のみ   １ 

その他           ３ 

不 明          １５ 

予定価格の金額による    １０ 

一般競争入札の場合のみ    １ 

その他           １０ 

不 明            ９ 

３ 最低価格未満

で応札した場

合の取扱い 

失 格          ２１ 

入札額の精査        １ 

不 明           ０ 

失 格           ２６ 

入札額の精査         ２ 

不 明            ２ 
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（３）入札参加資格について 

 

  ①外部精度管理 

表-5 に示すように、環境測定分野の外部精度管理として実施されている日環協の

技能試験及びＳＥＬＦ、（社）日本分析化学会の技能試験、あるいは環境省環境測定

分析統一精度管理調査のいずれかを入札参加資格条件として適用している地方公共

団体が、いくつか見受けられるようになってきています。 

 

表－５ 入札参加資格における外部精度管理の適用について 

入札参加資格 地方公共団体名 

①日環協技能試験 滋賀県（注-3）、鳥取県（注-4） 

②日環協ＳＥＬＦ 鳥取県、札幌市 

③日本分析化学会技能試験 鳥取県 

④環境省環境測定分析統一精度管理調査 山形県、鳥取県、鹿児島県、新潟市 

（注）外部精度管理の適用対象は、いずれも「役務の提供（検査業務）」によるものである。

なお、有効回答数は合計で 105団体であった。 

 

  ②主任技術者・管理技術者の資格 

発注業務を担当する主任技術者・管理技術者に係る資格要件に関する調査結果を表

-6に示します。環境計量士を入札資格条件と指定している地方公共団体は、主に環

境担当部局が発注する業務と想定される「役務の提供（検査業務）」においてでも 60％

弱となっていますが、この場合、別途、入札参加条件として“環境計量証明事業者の

登録があること”を指定していると想定されますので、必ずしもこの割合は低いとも

いえないかも知れません。一方、日環協の独自の資格制度である環境測定分析士 1

級又は 2級については、鳥取県の公共入札制度において指定されています（注-4）。 

 

表－６ 入札参加資格における主任技術者・管理技術者の資格について 

入札参加資格 
役務の提供（検査業務） 

設計（測量） 

コンサルタント業務 

有 無 有 無 

①環境計量士 67 47 30 41 

②技術士 20 83 27 39 

③環境測定分析士 1級又は 2 級 2 100 1 64 
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③その他の入札参加資格 

今回の調査では、日環協が実施している「環境測定分析業務賠償保険」に加入して

いることが入札参加資格として指定されているかどうか調査しましたが、この要件を

入札参加資格として指定している地方公共団体は 1件も有りませんでした。この損害

賠償保険は、環境測定分析を実施する際に、発注先の装置や機材に損害を与えた場合

に、その損害を補償するための保険制度ですが、このような保険が必要となるケース

は、発注先が公的機関の場合ではなく、民間企業である場合かと予想されます。 

また、自由記入欄に、地方公共団体が独自に技術審査を実施していると記入された

報告が 2件ありました。そのうち 1件は、大阪府であり、「大阪府環境農林水産総合

研究所が発行する大阪府環境調査・検査業務技術審査の認定証（審査結果が適格であ

ったことを認証する証書）が入札参加条件となる。」との報告がありました（注-5）。

もう 1件は、愛知県であり、「環境調査分析業務を委託するにあたり、業務の適正な

履行を確保するため事前に技術審査を行う制度があります。」との報告がありました

（注-6）。 

 

３．おわりに 

 

 日環協が毎年度実施している技能試験の結果を見ると、通常、多くの環境測定分析事業者

の分析値は、当該技能試験で付与された値の周辺に分布して、全体として正規分布をしてお

りますが、同時に、いくつかの分析値が付与された値から外れているケースも見受けられま

す。このように分析値が中央値から外れる原因は様々なことが想定されますが、環境測定分

析事業者は、その原因と対応を検討し、今後、同様の問題が発生しないように改善方策を実

施しています。 

一方、このような技能試験の結果を別の観点から見ると、環境測定分析事業者の分析値に

はバラツキがあることを示しており、地方公共団体等における公共入札において、入札参加

資格として“計量法に基づき登録をした環境測定分析事業者であること”と指定するだけで

は不十分であることを示唆していると言えます。このため、前述したように、計量制度検討

小委員会の報告書においては、“発注先における業務の実施状況を把握し、適切な実施を確

保していく必要があること”を指摘しております。また、環境省においては、平成 22 年 7

月に「環境測定分析を外部に委託する場合における精度管理に関するマニュアル」（注-7）

を公表し、発注者は、委託先の環境測定分析事業者が技能試験等の外部精度管理調査に参加

していることや、業務担当者が環境測定分析士の資格を有していること等を把握することの

必要性を指摘しています。そして、現に、国の機関の発注において入札参加資格として技能

試験等の外部精度管理への参加を条件にしている入札案件が見受けられるようになってき

ております（注－8）。 

日環協としては、公共入札において、入札参加資格として技能試験等の外部精度管理への

参加、また、業務担当者に環境測定分析士等の資格を有すること等の条件を付して、より的

確な環境測定分析業務が実施されるような措置が普及すべきものと考えております。そして、

それに伴い、環境測定分析事業者が日常的に精度管理に係る活動や業務担当者の資質向上を

図る活動を実践していることを考慮した結果として、公共入札において最低価格制度が導入
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されることを期待しております。また、本調査報告が、日環協の会員が地方公共団体の入札

制度を検討する際や、会員と地方公共団体の担当官との意見交換する場において、参考資料

として活用され、より良い公共入札制度を構築する上で役に立つことを願っております。 

 

 

 

（注-1）平成 21年 12月の新聞報道によれば、埼玉県議会において、コンサルタント業務                    

入札における最低価格制度の導入に関する質問に対して、「埼玉県の村田総務部長

は、低入札価格での受注が増加傾向にあり、排除するために予定価格 500万円以上

について、平成 23年 1月より導入することを明言した。」と記述されている。            

（注-2）「計量制度検討小委員会報告書」は、経済産業省のホームページに掲載されている。 

（http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004469/g80424b01j.pdf 参照） 

（注-3）滋賀県の発注事業である「平成 23年度工場排水等調査分析業務委託」に係る平成 

23年 4月 14日付けの一般競争入札公告において、入札参加資格として次の条件を

掲げている。 

『平成 22年度に（社）日本環境測定分析協会が実施した「JIS Q 0043-1（ISI/IEC

ガイド 43-1）に基づく技能試験」のうち「水中の富栄養化成分分析」、「水中の陰

イオン分析」、「水中の生活環境項目」、「水中の重金属分析」に参加しており、各

技能試験の全試験項目の結果がいずれも「満足」の評価であること。』 

（注-4）鳥取県の発注事業である「平成 21年度鳥取県特定事業場排水水質測定業務」に係 

        る平成 21年 3月 23日付けの一般競争入札公告において、入札参加資格として次 

 の条件を掲げている。 

『（７）次のいずれかの外部精度管理事業に参加していること。 

  ア 環境省が実施する環境測定分析統一精度管理調査 

イ 社団法人日本分析化学会及び日本環境測定分析協会の実施する「ISO/IEC

ガイド 43-1に基づく技能試験」 

（８）当該業務の責任者は、環境計量士（濃度関係）、技術士（環境部門、衛生 

工学部門、又は応用理学部門）又は環境測定分析士（2級以上で全ての部門）

のいずれかの資格を有すること。』 

なお、平成 22 年 11 月 19 日に米子で開催された第 13 回日環協経営者セミナーに

おいて、鳥取県生活環境部長法橋誠氏が、「鳥取県の環境モニタリング事業に係る

精度管理体制確保に関する取組み」と題して、この入札参加資格について説明し

ている（第 13回日環協経営者セミナー要旨集）。 

（注-5）平成 21年 9月 17 日～18日に京都で開催された第 17回日環協環境セミナー全国大 

             会において、大阪府環境農林水産総合研究所環境調査課中戸靖子氏が「大阪府環 

境調査・検査業務技術審査について」と題して、この技術審査について発表され

ている（第 17回日環協環境セミナー全国大会 in 京都 要旨集参照）。 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004469/g80424b01j.pdf
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（注-6）平成 22年 10月 21日～22日に名古屋で開催された第 18回日環協環境セミナー全 

国大会において、愛知県環境調査センター水圏部野田珠生氏が「環境分析業務の

外部委託と精度管理 愛知県における環境測定事業者の分析精度向上のための支

援事業について」と題して、この技術審査について発表されている（第 18回日環

協環境セミナー全国大会 in Nagoya 要旨集参照）。 

（注-7）「環境測定分析を外部に委託する場合における精度管理に関するマニュアル」は、 

環境省のホームページに掲載されている。 

（http://www.seidokanri.go.jp/report/pdf/itaku_manual.pdf 参照） 

（注-8）環境省の「平成 23年度水生生物保全環境基準項目に係る水質分析法検討調査業務」 

においては、請負条件として、「外部精度管理調査（ISO/IEC ガイド 43－1 に基づ

く技能試験、環境測定分析統一制度管理調査、国及び地方公共団体が実施してい

る外部精度管理調査等）の参加実績（平成 20年度以降の実績）が確認できる資料」

を提出することが挙げられている。 

また、農林水産省の「平成 23年度有害化学物質リスク管理基礎調査事業（水田

土壌、コメ及び稲わらのヒ素含有量調査）委託事業」においては、入札参加資格

として次のような条件が記載されている。 

『調査の信頼性を確保するため、適切な外部精度管理、及び「コメ及び稲わらの

ヒ素含有量調査」については適切な内部精度管理を実施していること。なお、競

争入札に参加する者は、入札説明書の交付期間中に次の掲げる事項を照明する書

類等を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に提出し、確認を受けること。 

  ①水田土壌のヒ素含有量調査 

過去 3年以内に、ISO/IEC17043、または ISO/IEC Guide 43-1に準拠した土

壌に含まれるヒ素を対象にした技能試験に参加し、満足な成績であること。 

      ②コメ及び稲わらのヒ素含有量調査 

（ⅰ）内部精度管理 

「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の実施について」（平

成 9 年 4 月 1 日付け衛食第 117 号厚生省生活衛生局食品保健課長通知）

に準拠した精度管理を実施し、適切に運用されていること。 

（ⅱ）外部精度管理 

 過去 3 年以内に、ISO/IEC17043、または ISO/IEC Guide 43-1に準拠した

食品に含まれるヒ素を対象にした技能試験に参加し、満足な成績である

こと。または、本年度開催の技能試験に参加し、その結果が契約期間中

に得られる予定であること。』 

http://www.seidokanri.go.jp/report/pdf/itaku_manual.pdf
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【参考資料１】  大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び廃棄物処理法の各政令市

大気汚染防止法 

政令市 

水質汚濁防止法 

政令市 

廃棄物処理法 

政令市 

中核市 その他 中核市 特例市 その他 中核市 その他 

函館市 小樽市 函館市 八戸市 福島市 函館市 呉市 

旭川市 室蘭市 旭川市 山形市 市川市 旭川市 大牟田市 

青森市 苫小牧市 青森市 水戸市 松戸市 青森市 佐世保市 

盛岡市 高崎市 盛岡市 つくば市 市原市 盛岡市  

秋田市 川口市 秋田市 高崎市 八王子市 秋田市  

郡山市 所沢市 郡山市 伊勢崎市 町田市 郡山市  

いわき市 越谷市 いわき市 太田市 藤沢市 いわき市  

宇都宮市 市川市 宇都宮市 熊谷市 徳島市 宇都宮市  

前橋市 松戸市 前橋市 川口市  前橋市  

川越市 市原市 川越市 所沢市  川越市  

船橋市 八王子市 船橋市 越谷市  船橋市  

柏市 平塚市 柏市 草加市  柏市  

横須賀市 藤沢市 横須賀市 春日部市  横須賀市  

富山市 四日市市 富山市 平塚市  富山市  

金沢市 豊中市 金沢市 小田原市  金沢市  

長野市 吹田市 長野市 茅ヶ崎市  長野市  

岐阜市 枚方市 岐阜市 厚木市  岐阜市  

豊橋市 八尾市 豊橋市 大和市  豊橋市  

豊田市 明石市 豊田市 長岡市  豊田市  

岡崎市 加古川市 岡崎市 上越市  岡崎市  

大津市 呉市 大津市 福井市  大津市  

高槻市 大牟田市 高槻市 甲府市  高槻市  

東大阪市 佐世保市 東大阪市 松本市  東大阪市  

姫路市  姫路市 沼津市  姫路市  

尼崎市  尼崎市 富士市  尼崎市  

西宮市  西宮市 一宮市  西宮市  

奈良市  奈良市 春日井市  奈良市  

和歌山市  和歌山市 四日市市  和歌山市  

倉敷市  倉敷市 岸和田市  倉敷市  

福山市  福山市 豊中市  福山市  

下関市  下関市 吹田市  下関市  

高松市  高松市 枚方市  高松市  

松山市  松山市 茨木市  松山市  

高知市  高知市 八尾市  高知市  

久留米市  久留米市 寝屋川市  久留米市  

長崎市  長崎市 明石市  長崎市  

熊本市  熊本市 加古川市  熊本市  

大分市  大分市 宝塚市  大分市  

宮崎市  宮崎市 鳥取市  宮崎市  

鹿児島市  鹿児島市 呉市  鹿児島市  

   佐世保市    
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【参考資料２】  第 2回公共入札制度に関する調査票 

 

都道府県名　：　 市区町村名　：　

※　当てはまるものに○をつけてください。またはご記入ください。

 【Ａ－１】 最低価格の適用の有無

　            入札区分

① 有り（全ての入札） ① 有り（全ての入札）

② 有り（一部の入札） ② 有り（一部の入札）

③ 無し ③ 無し

① 本庁（部局名： ） ① 本庁（部局名： ）

② 出先機関 ② 出先機関

③ 本庁・出先機関を問わず ③ 本庁・出先機関を問わず

④ 不明 ④ 不明

【Ａ－２】 最低価格の適用状況有りの場合（上記「有り」の場合にご記入下さい。）

　               入札区分

① 入札日以前に発表

② 入札当日に発表

③ 入札後に発表 ③ 入札後に発表

④ 不明 ④ 不明

① 予定価格の金額による ① 予定価格の金額による

② 一般競争入札の場合のみ ② 一般競争入札の場合のみ

① 失格 ① 失格

② 入札額を精査 ② 入札額を精査

③ 不明 ③ 不明

万円以上

　その他の情報

公共入札制度に関する調査票 Ａ　（最低価格制度について)

　【Ａ－２】2 ③　最低価格を設定するその他の基準 ：

　【Ａ－２】2 ①　予定価格の金額　：

2

設計（測量）コンサルタント業務

設計（測量）コンサルタント業務

③ その他（以下【Ａ－３】にご記入ください）

④ 不明

3
最低価格未満での応札した場

合の取扱い

1 最低価格の有無

役務の提供（検査業務）

役務の提供（検査業務）

最低価格の適用部局

1 最低価格の公開の時期

2

④ 不明

① 入札日以前に発表

② 入札当日に発表

（金額を以下【Ａ－３】にご記入ください）

最低価格を設定する基準

③ その他（以下【Ａ－３】にご記入ください）

【Ａ－３】 その他、最低価格制度に関する情報をご記入願います。

（金額を以下【Ａ－３】にご記入ください）
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都道府県名　：　

　入札参加資格として該当するものに○をつけてください。

① 有り ② 有り ③ 無し ① 有り ② 有り ③ 無し

（全ての入札） （一部の入札）  （全ての入札） （一部の入札）

1

①

②

③

④

2

①

②

③

3

①

本　庁

出先機関

その他

本　庁

出先機関

その他

本　庁

出先機関

その他

本　庁

出先機関

その他

 その他、入札参加資格に関する情報をご記入願います。

以上ご協力ありがとうございました。

入札参加資格　

外部精度管理

日環協技能試験

日環協ＳＥＬＦ

日本分析化学会技能試験

環境省環境測定分析統一精度管理調査

環境計量士

技術士

賠償責任保険の加入

対人・対物賠償責任保険
 日環協 「環境測定分析業務賠償保険」

【Ｂ－３】

【Ｂ－２】

【Ｂ－１】

 １ ① 日環協技能試験

 １ ② 日環協ＳＥＬＦ

 ２ ③ 環境測定分析士 １級又は２級

 ３ ① 日環協「環境測定分析業務賠償保険」

主任技術者、管理技術者の資格

公共入札制度に関する調査票 Ｂ　（入札参加資格について）

市区町村名　：　

設計（測量）コンサルタント業務

　入札参加資格

　外部精度管理のうち「①日環協技能試験」「②日環協ＳＥＬＦ」が「有り」の場合、主任技術者、管理技術
者資格のうち「③環境測定分析士１級又は2級」が「有り」の場合並びに「日環協の環境測定分析業務務
賠償責任」が「有り」の場合、それぞれその適用部局名をご記入願います。

役務の提供（検査業務） 設計（測量）コンサルタント業務

役務の提供（検査業務）

環境測定分析士 １級又は２級

 


