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本日ご説明する内容

1

○ 社会資本整備審議会答申
「官公庁施設整備における発注者のあり方について」

○ 「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」
（平成29年8月28日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）

○ 営繕工事における働き方改革の取組
（平成29年9月 国土交通省大臣官房官庁営繕部）



答申の構成
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Ⅰ．はじめに ＜背景、位置づけ等＞

Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
１．公共建築工事の特徴と発注者に求められること
２．公共建築工事における発注者の役割

Ⅲ．発注者がその役割を適切に果たすための方策

Ⅳ．当面実施すべき施策 ＜国土交通省に求められていること＞

Ⅴ．おわりに ＜継続的な見直し等＞

※答申における「公共建築工事」

※答申における「公共建築」 官公庁施設（国や地方公共団体の施設）と同じ意味で使用

工事に加え、その企画、調査、工事監理等を含むものとして使用



答申 Ⅰ．はじめに

3

【背景】
○平成26年6月 品確法等の改正
「予定価格の適正な設定」や「適切な工期設定」等の公共工事の発注者の責務を規定

○平成27年12月 「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」の中間とりまとめ
建設工事の発注者も含めた関係者の役割・責任の明確化について提言

○一方、国や地方公共団体の発注者の現状は、「体制や業務経験等が多様」であり、「発注者の業務
内容も変化」する中、一部では、発注者としての役割を適切に果たすことが困難な状況

○社会資本整備審議会答申「官公庁施設整備における発注者のあり方について」
・平成28年6月20日諮問
・建築分科会官公庁施設部会(部会長：大森文彦 東洋大学法学部教授､弁護士)において審議
・平成29年1月20日答申

○「公共建築工事の発注者の役割」解説書（第一版）を作成（平成29年6月 国土交通省官庁営繕部）

「公共建築工事の発注者の役割」を整理し、「その役割を適切に果たしていくための方策」を
全ての公共建築工事の発注者（国及び地方公共団体）へ向けて提言



困難な事務

５名未満

（参考）官公庁施設整備の発注者の現状（市町村※）
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※アンケートに回答があった

1,425市町村の分析結果

営繕職員（※）の数

全国営繕主管課長会議 市町村アンケート結果（H27） 回答：1425市町村

営繕の「体制」

「営繕職員」は、

・ 「５名未満」が７割を占めている。

・ 「１０名以上」は２割に満たない。

５名未満が７割

０人

１人

２～４
人

５～９人

１０人以
上

※建築職、電気職、機械職

「困難な事務」は、

「予算の確保」、「個別事業の適切な実施」

が多い。

営繕に係る「困難な事務」


Graph1

		適切な予算の確保

		適切な入札・契約方式の選定

		円滑な発注（不調・不落対策）

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き

		適切な図面の作成、施工条件の明示

		適切な工期の設定

		設計変更への適切な対応

		予定価格内訳書に係る積算

		工事や設計等の監督・検査

		その他
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【資料用】外部支援×技術職員

		

				【実績】 ジッセキ

				営繕技術職員数		０人（不明含む）				１人				２～４人				５～９人				１０～１９人				２０～４９人				５０～９９人				１００人以上				全体 ゼンタイ

				回答数		398				166				447				214				110				79				9				2				1,425

				国、都道府県等に相談		74		19%		28		17%		77		17%		38		18%		28		25%		22		28%		1		11%		1		50%		269		19%

				公益的な発注者支援機関(※)を活用		73		18%		26		16%		35		8%		23		11%		9		8%		2		3%		1		11%		0		0%		169		12%

				民間のコンサルタント等に委託		223		56%		78		47%		197		44%		83		39%		38		35%		27		34%		3		33%		1		50%		650		46%

				その他		2		1%		0		0%		10		2%		5		2%		3		3%		3		4%		1		11%		0		0%		24		2%

				【今後】 コンゴ

				営繕技術職員数		０人（不明含む）				１人				２～４人				５～９人				１０～１９人				２０～４９人				５０～９９人				１００人以上				全体 ゼンタイ

				回答数		398				166				447				214				110				79				9				2				1,425

				国、都道府県等に相談		90		23%		38		23%		98		22%		41		19%		29		26%		18		23%		1		11%		1		50%		316		22%

				公益的な発注者支援機関(※)を活用		81		20%		22		13%		39		9%		24		11%		8		7%		2		3%		0		0%		0		0%		176		12%

				民間のコンサルタント等に委託		185		46%		61		37%		161		36%		61		29%		27		25%		23		29%		2		22%		1		50%		521		37%

				その他		0		0%		0		0%		8		2%		2		1%		2		2%		2		3%		2		22%		0		0%		16		1%





（全国）外部支援×技術職員

		

		行ラベル		データの個数 / 市町村		合計 / 国、都道府県等に相談（実績）		合計 / 公益的な発注者支援機関(※)を活用（実績）		合計 / 民間のコンサルタント等に委託（実績）		合計 / その他（実績）		合計 / 国、都道府県等に相談（今後）		合計 / 公益的な発注者支援機関(※)を活用（今後）		合計 / 民間のコンサルタント等に委託（今後）		合計 / その他（今後）

		0		398		74		73		223		2		90		81		185		0

		1		166		28		26		78		0		38		22		61		0

		1.5		1		0		0		1		0		0		0		1		0

		2		187		36		17		85		4		47		18		67		4

		3		140		25		12		62		4		28		14		52		2

		4		119		16		6		49		2		23		7		41		2

		5		65		6		3		22		0		8		5		19		0

		6		49		8		9		18		2		9		7		15		1

		7		43		10		6		14		1		8		5		6		0

		8		28		7		3		13		1		9		4		11		0

		9		29		7		2		16		1		7		3		10		1

		10		25		7		1		8		1		7		3		6		1

		11		9		1		1		2		0		2		0		1		0

		12		15		3		2		3		0		3		1		1		0

		13		14		5		1		5		2		5		1		5		1

		14		9		3		0		1		0		3		0		0		0

		15		10		3		1		5		0		3		1		4		0

		16		5		1		1		3		0		1		0		2		0

		17		14		3		2		8		0		3		2		6		0

		18		7		2		0		3		0		1		0		2		0

		19		2		0		0		0		0		1		0		0		0

		20		6		2		1		1		0		2		0		1		0

		21		4		1		0		2		0		0		0		2		1

		22		7		1		1		2		0		1		1		2		0

		23		8		0		0		4		0		1		1		4		0

		24		3		3		0		1		0		3		0		1		0

		25		3		1		0		1		2		1		0		1		0

		26		4		0		0		1		0		0		0		1		0

		27		3		0		0		1		0		1		0		0		0

		28		5		1		0		2		0		1		0		2		0

		29		6		4		0		3		1		2		0		2		1

		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		4		1		0		2		0		0		0		1		0

		32		3		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		3		3		0		1		0		1		0		1		0

		36		2		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		1		1		0		1		0		0		0		1		0

		38		1		0		0		1		0		0		0		1		0

		39		2		1		0		1		0		1		0		0		0

		40		2		1		0		1		0		1		0		1		0

		41		2		0		0		1		0		0		0		1		0

		42		2		1		0		1		0		1		0		1		0

		43		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		46		2		0		0		0		0		1		0		0		0

		47		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		1		1		0		0		0		1		0		0		0

		49		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		2		1		0		1		0		1		0		1		0

		54		1		0		0		0		1		0		0		0		1

		65		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		70		1		0		0		1		0		0		0		1		0

		80		1		0		1		1		0		0		0		0		0

		85		1		0		0		0		0		0		0		0		1

		140		2		1		0		1		0		1		0		1		0

		総計		1425		269		169		650		24		316		176		521		16

		営繕技術職員数		回答数 カイトウスウ		国、都道府県等に相談（実績） クニトドウフケントウソウダンジッセキ		公益的な発注者支援機関(※)を活用（実績） コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託（実績） ミンカントウイタク		その他（実績） ホカ		国、都道府県等に相談（今後） クニトドウフケントウソウダンコンゴ		公益的な発注者支援機関(※)を活用（今後） コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託（今後） ミンカントウイタク		その他（今後） ホカ

		０人（不明含む） ニンフメイフク		398		74		73		223		2		90		81		185		0

		１人 ニン		166		28		26		78		0		38		22		61		0

		２～４人 ニン		447		77		35		197		10		98		39		161		8

		５～９人 ニン		214		38		23		83		5		41		24		61		2

		１０～１９人 ニン		110		28		9		38		3		29		8		27		2

		２０～４９人 ニン		79		22		2		27		3		18		2		23		2

		５０～９９人 ニン		9		1		1		3		1		1		0		2		2

		１００人以上 ニンイジョウ		2		1		0		1		0		1		0		1		0

		全国 ゼンコク		1425		269		169		650		24		316		176		521		16

				（実績） ジッセキ

				営繕技術職員数		国、都道府県等に相談 クニトドウフケントウソウダン		公益的な発注者支援機関(※)を活用 コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託 ミンカントウイタク		その他 ホカ

				０人（不明含む） ニンフメイフク		19%		18%		56%		1%

				１人 ニン		17%		16%		47%		0%

				２～４人 ニン		17%		8%		44%		2%

				５～９人 ニン		18%		11%		39%		2%

				１０～１９人 ニン		25%		8%		35%		3%

				２０～４９人 ニン		28%		3%		34%		4%

				５０～９９人 ニン		11%		11%		33%		11%

				１００人以上 ニンイジョウ		50%		0%		50%		0%

				全国 ゼンコク		19%		12%		46%		2%

				（今後） コンゴ

				営繕技術職員数		国、都道府県等に相談 クニトドウフケントウソウダン		公益的な発注者支援機関(※)を活用 コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託 ミンカントウイタク		その他 ホカ

				０人（不明含む） ニンフメイフク		23%		20%		46%		0%

				１人 ニン		23%		13%		37%		0%

				２～４人 ニン		22%		9%		36%		2%

				５～９人 ニン		19%		11%		29%		1%

				１０～１９人 ニン		26%		7%		25%		2%

				２０～４９人 ニン		23%		3%		29%		3%

				５０～９９人 ニン		11%		0%		22%		22%

				１００人以上 ニンイジョウ		50%		0%		50%		0%

				全国 ゼンコク		22%		12%		37%		1%

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		回答数		398		166		447		214		110		79		9		2		1425

		国、都道府県等に相談（実績）		74		28		77		38		28		22		1		1		269

		公益的な発注者支援機関(※)を活用（実績）		73		26		35		23		9		2		1		0		169

		民間のコンサルタント等に委託（実績）		223		78		197		83		38		27		3		1		650

		その他（実績）		2		0		10		5		3		3		1		0		24

		国、都道府県等に相談（今後）		90		38		98		41		29		18		1		1		316

		公益的な発注者支援機関(※)を活用（今後）		81		22		39		24		8		2		0		0		176

		民間のコンサルタント等に委託（今後）		185		61		161		61		27		23		2		1		521

		その他（今後）		0		0		8		2		2		2		2		0		16

		（実績） ジッセキ

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		国、都道府県等に相談		19%		17%		17%		18%		25%		28%		11%		50%		19%

		公益的な発注者支援機関(※)を活用		18%		16%		8%		11%		8%		3%		11%		0%		12%

		民間のコンサルタント等に委託		56%		47%		44%		39%		35%		34%		33%		50%		46%

		その他		1%		0%		2%		2%		3%		4%		11%		0%		2%

		（今後） コンゴ

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		国、都道府県等に相談		23%		23%		22%		19%		26%		23%		11%		50%		22%

		公益的な発注者支援機関(※)を活用		20%		13%		9%		11%		7%		3%		0%		0%		12%

		民間のコンサルタント等に委託		46%		37%		36%		29%		25%		29%		22%		50%		37%

		その他		0%		0%		2%		1%		2%		3%		22%		0%		1%





（全国）外部支援×技術職員

		



【市町村】

外部からの支援の活用（実績）



【資料用】支援×困難な理由

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

営繕技術職員数

外部からの支援の活用（実績）



（全国）支援×困難な理由

		



【市町村】

外部からの支援の活用（今後）



【資料用】支援×技術職員

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

営繕技術職員数

外部からの支援の活用（今後）



（全国）支援×技術職員

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

営繕技術職員数

外部からの支援の活用（実績）



【資料用】困難な理由×難しい事務

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

営繕技術職員数

外部からの支援の活用（今後）



（全国）困難な理由×難しい事務

		

								対応が困難な理由 タイオウコンナンリユウ

								基準、要領等が整備されていない		職員数が十分ではない		職員の知識や経験が十分ではない		工程が厳しい		予算が厳しい		内部の意思決定等の
手続きが厳しい		他部局との調整が十分ではない		事業実施の機会が少ない
（小規模な修繕程度しか
実施していない）

				回答数 カイトウスウ				522		806		862		290		671		236		323		259

				国、都道府県等に支援を望むこと クニトドウフケントウシエンノゾ		基準、要領等のノウハウの共有		91%		74%		73%		79%		76%		86%		84%		71%

						発注関係事務に係る直接的な支援		33%		35%		33%		30%		26%		38%		29%		44%

						技術審査等の委員会への委員の派遣		11%		10%		10%		14%		10%		18%		12%		12%

						工事や設計等の監督・検査の委任や補助		33%		35%		36%		25%		25%		33%		27%		48%

						工事や設計等の受託		26%		29%		29%		22%		20%		28%		22%		41%

						研修の開催、講師の派遣等		50%		45%		48%		52%		45%		53%		54%		47%

						相談窓口の設置		44%		37%		42%		43%		39%		50%		48%		47%

						連絡会議の設置		22%		17%		17%		26%		18%		31%		27%		19%

						その他		4%		4%		4%		7%		5%		7%		7%		4%





【資料用】困難な理由×技術職員

		

		基準、要領等が整備されていない		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		522		474		173		59		172		136		259		232		113		23

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		基準、要領等が整備されていない		474		173		59		172		136		259		232		113		23

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		基準、要領等が整備されていない		91%		33%		11%		33%		26%		50%		44%		22%		4%

		職員数が十分ではない		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		806		596		281		81		286		231		366		301		139		33

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		職員数が十分ではない		596		281		81		286		231		366		301		139		33

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		職員数が十分ではない		74%		35%		10%		35%		29%		45%		37%		17%		4%

		職員の知識や経験が十分ではない		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		862		632		288		85		310		246		415		361		148		31

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		職員の知識や経験が十分ではない		632		288		85		310		246		415		361		148		31

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		職員の知識や経験が十分ではない		73%		33%		10%		36%		29%		48%		42%		17%		4%

		工程が厳しい		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		290		229		86		40		73		65		152		124		76		21

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		工程が厳しい		229		86		40		73		65		152		124		76		21

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		工程が厳しい		79%		30%		14%		25%		22%		52%		43%		26%		7%

		予算が厳しい		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		671		509		174		65		169		135		305		261		120		31

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		予算が厳しい		509		174		65		169		135		305		261		120		31

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		予算が厳しい		76%		26%		10%		25%		20%		45%		39%		18%		5%

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		236		203		89		43		77		65		124		119		73		16

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		203		89		43		77		65		124		119		73		16

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		86%		38%		18%		33%		28%		53%		50%		31%		7%

		他部局との調整が十分ではない		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		323		272		93		40		88		71		175		155		88		21

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		他部局との調整が十分ではない		272		93		40		88		71		175		155		88		21

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		他部局との調整が十分ではない		84%		29%		12%		27%		22%		54%		48%		27%		7%

		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		259		185		115		32		124		107		122		121		48		11

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		185		115		32		124		107		122		121		48		11

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		71%		44%		12%		48%		41%		47%		47%		19%		4%

				基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援 ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエン		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		91%		33%		11%		33%		26%		50%		44%		22%		4%

		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		74%		35%		10%		35%		29%		45%		37%		17%		4%

		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		73%		33%		10%		36%		29%		48%		42%		17%		4%

		工程が厳しい コウテイキビ		79%		30%		14%		25%		22%		52%		43%		26%		7%

		予算が厳しい ヨサンキビ		76%		26%		10%		25%		20%		45%		39%		18%		5%

		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		86%		38%		18%		33%		28%		53%		50%		31%		7%

		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		84%		29%		12%		27%		22%		54%		48%		27%		7%

		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		71%		44%		12%		48%		41%		47%		47%		19%		4%

		0		基準、要領等が整備されていない		職員数が十分ではない		職員の知識や経験が十分ではない		工程が厳しい		予算が厳しい		内部の意思決定等の手続きが厳しい		他部局との調整が十分ではない		事業実施の機会が少ない

		基準、要領等のノウハウの共有		91%		74%		73%		79%		76%		86%		84%		71%

		発注関係事務に係る直接的な支援		33%		35%		33%		30%		26%		38%		29%		44%

		技術審査等の委員会への委員の派遣		11%		10%		10%		14%		10%		18%		12%		12%

		工事や設計等の監督・検査の委任や補助		33%		35%		36%		25%		25%		33%		27%		48%

		工事や設計等の受託		26%		29%		29%		22%		20%		28%		22%		41%

		研修の開催、講師の派遣等		50%		45%		48%		52%		45%		53%		54%		47%

		相談窓口の設置		44%		37%		42%		43%		39%		50%		48%		47%

		連絡会議の設置		22%		17%		17%		26%		18%		31%		27%		19%

		その他		4%		4%		4%		7%		5%		7%		7%		4%





【資料用】困難な理由×技術職員

		



【市町村】

基準、要領等が整備されていない

職員数が十分ではない

職員の知識や経験が十分ではない

工程が厳しい

予算が厳しい

内部の意思決定等の手続きが厳しい

他部局との調整が十分ではない

事業実施の機会が少ない

国、都道府県等に支援を望むこと



（全国）困難な理由×技術職員

		



【市町村】

基準、要領等が整備されていない

職員数が十分ではない

職員の知識や経験が十分ではない

工程が厳しい

予算が厳しい

内部の意思決定等の手続きが厳しい

他部局との調整が十分ではない

事業実施の機会が少ない

国、都道府県等に支援を望むこと



【資料用】難しい事務×技術職員

		

				営繕技術職員数		０人（不明含む）				１人				２～４人				５～９人				１０～１９人				２０～４９人				５０～９９人				１００人以上				全体 ゼンタイ

				回答数		398				166				447				214				110				79				9				2				1,425

				基準、要領等のノウハウの共有		227		57%		113		68%		447		74%		172		80%		87		79%		61		77%		6		67%		1		50%		997		70%

				発注関係事務に係る直接的な支援
（書類の作成・確認等）		148		37%		54		33%		330		19%		38		18%		16		15%		3		4%		0		0%		0		0%		344		24%

				技術審査等の委員会への委員の派遣		32		8%		12		7%		85		5%		15		7%		8		7%		6		8%		1		11%		0		0%		98		7%

				工事や設計等の監督・検査の委任や補助		170		43%		48		29%		24		21%		30		14%		12		11%		4		5%		1		11%		0		0%		358		25%

				工事や設計等の受託		150		38%		38		23%		93		12%		26		12%		8		7%		5		6%		1		11%		0		0%		282		20%

				研修の開催、講師の派遣等		134		34%		54		33%		54		47%		108		50%		49		45%		38		48%		6		67%		1		50%		602		42%

				相談窓口の設置		146		37%		51		31%		212		30%		75		35%		46		42%		29		37%		3		33%		0		0%		485		34%

				連絡会議の設置		35		9%		21		13%		135		16%		31		14%		28		25%		20		25%		0		0%		0		0%		208		15%

				その他		11		3%		8		5%		73		3%		11		5%		4		4%		5		6%		0		0%		0		0%		54		4%





（全国）難しい事務×技術職員

		

		行ラベル		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等のノウハウの共有		合計 / 発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		合計 / 技術審査等の委員会への委員の派遣		合計 / 工事や設計等の監督・検査の委任や補助		合計 / 工事や設計等の受託		合計 / 研修の開催、講師の派遣等		合計 / 相談窓口の設置		合計 / 連絡会議の設置		合計 / その他3

		0		398		227		148		32		170		150		134		146		35		11

		1		166		113		54		12		48		38		54		51		21		8

		1.5		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		2		187		135		37		6		45		19		90		58		31		4

		3		140		101		29		6		24		22		64		40		19		8

		4		119		93		19		12		24		13		58		37		23		3

		5		65		56		8		4		11		9		34		18		9		3

		6		49		37		8		2		5		3		24		15		6		2

		7		43		36		9		5		6		7		19		22		8		2

		8		28		21		9		3		3		2		16		9		3		2

		9		29		22		4		1		5		5		15		11		5		2

		10		25		19		5		1		4		2		11		8		3		0

		11		9		8		1		1		2		2		6		4		3		2

		12		15		13		1		1		1		0		4		6		4		0

		13		14		11		3		1		2		1		7		7		3		0

		14		9		8		1		2		0		0		5		3		3		1

		15		10		7		0		0		0		0		3		4		2		0

		16		5		5		1		1		0		0		3		3		4		1

		17		14		10		3		1		2		2		5		6		4		0

		18		7		5		1		0		1		1		4		4		2		0

		19		2		1		0		0		0		0		1		1		0		0

		20		6		6		0		0		0		1		3		0		0		0

		21		4		3		0		0		1		1		0		1		1		0

		22		7		6		0		2		0		0		2		3		2		0

		23		8		8		0		1		0		1		4		5		0		1

		24		3		3		0		0		0		0		3		2		2		0

		25		3		3		0		0		1		1		2		1		2		1

		26		4		3		0		0		1		1		1		0		0		0

		27		3		2		0		0		0		0		2		1		1		0

		28		5		3		0		1		0		0		4		1		1		0

		29		6		4		1		0		0		0		4		3		3		1

		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		4		3		0		0		0		0		3		3		2		0

		32		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0

		35		3		3		0		2		0		0		2		2		2		1

		36		2		2		0		0		0		0		2		1		1		1

		37		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		38		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		2		1		1		0		0		0		1		2		0		0

		40		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		41		2		1		0		0		0		0		2		0		0		0

		42		2		2		1		0		0		0		1		1		0		0

		43		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		46		2		1		0		0		0		0		1		0		1		0

		47		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0

		49		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0

		53		2		1		0		0		1		0		1		2		0		0

		54		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0

		65		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		68		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		70		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0

		80		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		140		2		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		総計		1425		997		344		98		358		282		602		485		208		54

		営繕技術職員数		回答数 カイトウスウ		基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

		０人（不明含む） ニンフメイフク		398		227		148		32		170		150		134		146		35		11

		１人 ニン		166		113		54		12		48		38		54		51		21		8

		２～４人 ニン		447		330		85		24		93		54		212		135		73		15

		５～９人 ニン		214		172		38		15		30		26		108		75		31		11

		１０～１９人 ニン		110		87		16		8		12		8		49		46		28		4

		２０～４９人 ニン		79		61		3		6		4		5		38		29		20		5

		５０～９９人 ニン		9		6		0		1		1		1		6		3		0		0

		１００人以上 ニンイジョウ		2		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		全国 ゼンコク		1425		997		344		98		358		282		602		485		208		54

				営繕技術職員数		基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援 ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエン		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ

				０人（不明含む） ニンフメイフク		57%		37%		8%		43%		38%		34%		37%		9%		3%

				１人 ニン		68%		33%		7%		29%		23%		33%		31%		13%		5%

				２～４人 ニン		74%		19%		5%		21%		12%		47%		30%		16%		3%

				５～９人 ニン		80%		18%		7%		14%		12%		50%		35%		14%		5%

				１０～１９人 ニン		79%		15%		7%		11%		7%		45%		42%		25%		4%

				２０～４９人 ニン		77%		4%		8%		5%		6%		48%		37%		25%		6%

				５０～９９人 ニン		67%		0%		11%		11%		11%		67%		33%		0%		0%

				１００人以上 ニンイジョウ		50%		0%		0%		0%		0%		50%		0%		0%		0%

				全国 ゼンコク		70%		24%		7%		25%		20%		42%		34%		15%		4%

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		回答数		398		166		447		214		110		79		9		2		1425

		基準、要領等のノウハウの共有		227		113		330		172		87		61		6		1		997

		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等）		148		54		85		38		16		3		0		0		344

		技術審査等の委員会への委員の派遣		32		12		24		15		8		6		1		0		98

		工事や設計等の監督・検査の委任や補助		170		48		93		30		12		4		1		0		358

		工事や設計等の受託		150		38		54		26		8		5		1		0		282

		研修の開催、講師の派遣等		134		54		212		108		49		38		6		1		602

		相談窓口の設置		146		51		135		75		46		29		3		0		485

		連絡会議の設置		35		21		73		31		28		20		0		0		208

		その他		11		8		15		11		4		5		0		0		54

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		基準、要領等のノウハウの共有		57%		68%		74%		80%		79%		77%		67%		50%		70%

		発注関係事務に係る直接的な支援		37%		33%		19%		18%		15%		4%		0%		0%		24%

		技術審査等の委員会への委員の派遣		8%		7%		5%		7%		7%		8%		11%		0%		7%

		工事や設計等の監督・検査の委任や補助		43%		29%		21%		14%		11%		5%		11%		0%		25%

		工事や設計等の受託		38%		23%		12%		12%		7%		6%		11%		0%		20%

		研修の開催、講師の派遣等		34%		33%		47%		50%		45%		48%		67%		50%		42%

		相談窓口の設置		37%		31%		30%		35%		42%		37%		33%		0%		34%

		連絡会議の設置		9%		13%		16%		14%		25%		25%		0%		0%		15%

		その他		3%		5%		3%		5%		4%		6%		0%		0%		4%

		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%





（全国）難しい事務×技術職員

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

営繕技術職員数

国、都道府県等に支援を望むこと



（全国）予算規模

		



【市町村】

国、都道府県等に支援を望むこと



【資料用】技術職員

		



【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

営繕技術職員数

国、都道府県等に支援を望むこと



（全国）技術職員

		

								対応の難しさを感じている事務 タイオウムズカカンジム

								適切な予算の確保		適切な入札・契約方式の選定		円滑な発注
（不調・不落対策）		技術力等を評価する工事の
受注者選定手続き		技術力等を評価する設計業務等の
受注者選定手続き		適切な図面の作成、施工条件の明示		適切な工期の設定		設計変更への適切な対応		予定価格内訳書に係る積算		工事や設計等の監督・検査

				回答数 カイトウスウ				864		231		508		286		357		610		469		550		549		693

				対応が困難な理由 タイオウコンナンリユウ		基準、要領等が整備されていない		38%		64%		43%		61%		60%		49%		53%		51%		48%		45%

						職員数が十分ではない		61%		72%		61%		74%		73%		71%		65%		69%		70%		73%

						職員の知識や経験が十分ではない		61%		82%		61%		82%		77%		81%		69%		74%		78%		83%

						工程が厳しい		27%		33%		32%		26%		27%		26%		45%		29%		24%		23%

						予算が厳しい		69%		56%		57%		54%		54%		49%		59%		53%		48%		44%

						内部の意思決定等の手続きが厳しい		21%		33%		25%		32%		29%		22%		28%		28%		23%		21%

						他部局との調整が十分ではない		29%		43%		30%		33%		34%		30%		35%		33%		29%		27%

						事業実施の機会が少ない		18%		32%		18%		31%		29%		26%		22%		23%		27%		27%

						その他		6%		7%		10%		6%		8%		6%		7%		7%		6%		6%





回答)市町村

		

		適切な予算の確保		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		864		327		525		531		229		599		179		252		159		48

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な予算の確保		327		525		531		229		599		179		252		159		48

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な予算の確保		38%		61%		61%		27%		69%		21%		29%		18%		6%

		適切な入札・契約方式の選定		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		231		147		166		189		76		129		76		99		73		17

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な入札・契約方式の選定		147		166		189		76		129		76		99		73		17

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な入札・契約方式の選定		64%		72%		82%		33%		56%		33%		43%		32%		7%

		円滑な発注（不調・不落対策）		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		508		219		312		310		163		290		128		154		92		50

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		円滑な発注（不調・不落対策）		219		312		310		163		290		128		154		92		50

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		円滑な発注（不調・不落対策）		43%		61%		61%		32%		57%		25%		30%		18%		10%

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		286		174		211		234		74		155		91		93		90		18

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		174		211		234		74		155		91		93		90		18

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		61%		74%		82%		26%		54%		32%		33%		31%		6%

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		357		213		260		275		95		191		102		120		102		30

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		213		260		275		95		191		102		120		102		30

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		60%		73%		77%		27%		54%		29%		34%		29%		8%

		適切な図面の作成、施工条件の明示		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		610		297		433		496		159		301		134		180		157		37

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な図面の作成、施工条件の明示		297		433		496		159		301		134		180		157		37

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な図面の作成、施工条件の明示		49%		71%		81%		26%		49%		22%		30%		26%		6%

		適切な工期の設定		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		469		248		306		325		211		276		130		164		105		33

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な工期の設定		248		306		325		211		276		130		164		105		33

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な工期の設定		53%		65%		69%		45%		59%		28%		35%		22%		7%

		設計変更への適切な対応		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		550		282		377		409		160		294		152		181		127		38

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		設計変更への適切な対応		282		377		409		160		294		152		181		127		38

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		設計変更への適切な対応		51%		69%		74%		29%		53%		28%		33%		23%		7%

		予定価格内訳書に係る積算		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		549		265		386		429		134		261		124		158		147		34

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		予定価格内訳書に係る積算		265		386		429		134		261		124		158		147		34

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		予定価格内訳書に係る積算		48%		70%		78%		24%		48%		23%		29%		27%		6%

		工事や設計等の監督・検査		1

		データの個数 / 市町村		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		693		310		506		575		160		306		145		189		188		41

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		工事や設計等の監督・検査		310		506		575		160		306		145		189		188		41

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		工事や設計等の監督・検査		45%		73%		83%		23%		44%		21%		27%		27%		6%

				基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

		適切な予算の確保 テキセツヨサンカクホ		38%		61%		61%		27%		69%		21%		29%		18%		6%

		適切な入札・契約方式の選定 テキセツニュウサツケイヤクホウシキセンテイ		64%		72%		82%		33%		56%		33%		43%		32%		7%

		円滑な発注（不調・不落対策） エンカツハッチュウフチョウフラクタイサク		43%		61%		61%		32%		57%		25%		30%		18%		10%

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカコウジジュチュウシャセンテイテツヅ		61%		74%		82%		26%		54%		32%		33%		31%		6%

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカセッケイギョウムトウジュチュウシャセンテイテツヅ		60%		73%		77%		27%		54%		29%		34%		29%		8%

		適切な図面の作成、施工条件の明示 テキセツズメンサクセイセコウジョウケンメイジ		49%		71%		81%		26%		49%		22%		30%		26%		6%

		適切な工期の設定 テキセツコウキセッテイ		53%		65%		69%		45%		59%		28%		35%		22%		7%

		設計変更への適切な対応 セッケイヘンコウテキセツタイオウ		51%		69%		74%		29%		53%		28%		33%		23%		7%

		予定価格内訳書に係る積算 ヨテイカカクウチワケショカカセキサン		48%		70%		78%		24%		48%		23%		29%		27%		6%

		工事や設計等の監督・検査 コウジセッケイトウカントクケンサ		45%		73%		83%		23%		44%		21%		27%		27%		6%

		0		適切な予算の確保		適切な入札・契約方式の選定		円滑な発注（不調・不落対策）		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		適切な図面の作成、施工条件の明示		適切な工期の設定		設計変更への適切な対応		予定価格内訳書に係る積算		工事や設計等の監督・検査

		基準、要領等が整備されていない		38%		64%		43%		61%		60%		49%		53%		51%		48%		45%

		職員数が十分ではない		61%		72%		61%		74%		73%		71%		65%		69%		70%		73%

		職員の知識や経験が十分ではない		61%		82%		61%		82%		77%		81%		69%		74%		78%		83%

		工程が厳しい		27%		33%		32%		26%		27%		26%		45%		29%		24%		23%

		予算が厳しい		69%		56%		57%		54%		54%		49%		59%		53%		48%		44%

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		21%		33%		25%		32%		29%		22%		28%		28%		23%		21%

		他部局との調整が十分ではない		29%		43%		30%		33%		34%		30%		35%		33%		29%		27%

		事業実施の機会が少ない		18%		32%		18%		31%		29%		26%		22%		23%		27%		27%

		その他		6%		7%		10%		6%		8%		6%		7%		7%		6%		6%





回答)市町村

		



【市町村】

適切な予算の確保

適切な入札・契約方式の選定

円滑な発注（不調・不落対策）

技術力等を評価する工事の受注者選定手続き

技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き

適切な図面の作成、施工条件の明示

適切な工期の設定

設計変更への適切な対応

予定価格内訳書に係る積算

工事や設計等の監督・検査

対応が困難な理由



団体コード

		



【市町村】

適切な予算の確保

適切な入札・契約方式の選定

円滑な発注（不調・不落対策）

技術力等を評価する工事の受注者選定手続き

技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き

適切な図面の作成、施工条件の明示

適切な工期の設定

設計変更への適切な対応

予定価格内訳書に係る積算

工事や設計等の監督・検査

対応が困難な理由



国勢調査

		

				営繕技術職員数		０人（不明含む）				１人				２～４人				５～９人				１０～１９人				２０～４９人				５０～９９人				１００人以上				全体 ゼンタイ

				回答数		382				159				438				207				107				75				8				2				1,378

				基準、要領等が整備されていない		134		35%		63		40%		165		38%		85		41%		41		38%		30		40%		3		38%		1		50%		522		38%

				職員数が十分ではない		238		62%		118		74%		256		58%		108		52%		48		45%		35		47%		2		25%		1		50%		806		58%

				職員の知識や経験が十分ではない		342		90%		96		60%		208		47%		101		49%		54		50%		54		72%		6		75%		1		50%		862		63%

				工程が厳しい		38		10%		23		14%		89		20%		64		31%		39		36%		32		43%		4		50%		1		50%		290		21%

				予算が厳しい		142		37%		67		42%		230		53%		126		61%		60		56%		39		52%		5		63%		2		100%		671		49%

				内部の意思決定等の手続きが厳しい		33		9%		23		14%		73		17%		50		24%		32		30%		24		32%		1		13%		0		0%		236		17%

				他部局との調整が十分ではない		49		13%		33		21%		110		25%		62		30%		37		35%		30		40%		2		25%		0		0%		323		23%

				事業実施の機会が少ない
（小規模な修繕程度しか実施していない）		128		34%		34		21%		68		16%		17		8%		7		7%		4		5%		1		13%		0		0%		259		19%

				その他		14		4%		8		5%		22		5%		18		9%		16		15%		11		15%		2		25%		0		0%		91		7%





別添)市町村

		

		行ラベル		合計 / 3の該当あり		合計 / 基準、要領等が整備されていない		合計 / 職員数が十分ではない		合計 / 職員の知識や経験が十分ではない		合計 / 工程が厳しい		合計 / 予算が厳しい		合計 / 内部の意思決定等の手続きが厳しい		合計 / 他部局との調整が十分ではない		合計 / 事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		合計 / その他2

		0		382		134		238		342		38		142		33		49		128		14

		1		159		63		118		96		23		67		23		33		34		8

		1.5		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0

		2		182		72		111		96		33		89		25		50		25		8

		3		139		37		70		54		28		72		22		32		23		9

		4		116		56		74		58		28		68		26		28		20		5

		5		64		24		31		32		21		40		18		21		4		4

		6		47		18		23		25		13		27		9		12		5		5

		7		41		17		25		17		16		26		12		14		2		3

		8		26		13		13		12		7		16		6		10		4		4

		9		29		13		16		15		7		17		5		5		2		2

		10		24		12		10		14		4		10		5		6		2		1

		11		9		3		5		5		5		7		2		3		1		3

		12		14		7		7		6		8		9		7		7		0		1

		13		14		6		6		4		5		6		5		7		1		1

		14		9		3		3		4		2		4		1		3		2		3

		15		10		3		5		7		3		6		2		3		0		3

		16		5		3		0		3		2		3		4		1		0		1

		17		13		2		6		9		4		8		4		3		1		3

		18		7		2		5		1		5		5		2		3		0		0

		19		2		0		1		1		1		2		0		1		0		0

		20		6		1		2		4		2		2		4		4		1		0

		21		3		2		2		2		2		3		0		1		0		0

		22		7		4		2		7		2		4		2		3		0		1

		23		7		3		4		2		4		4		3		1		0		0

		24		3		2		0		3		0		2		1		0		1		1

		25		3		1		1		3		0		2		2		3		1		1

		26		4		2		3		2		1		2		0		1		0		0

		27		3		1		1		3		2		2		0		2		1		3

		28		5		1		2		4		2		2		1		3		0		1

		29		5		2		4		4		4		3		3		1		0		0

		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		4		1		2		4		3		3		1		1		0		1

		32		3		0		2		1		1		1		1		0		0		1

		33		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		35		2		1		1		2		1		1		1		1		0		0

		36		2		1		2		2		1		1		1		1		0		0

		37		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1

		38		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		39		2		1		0		2		0		1		0		0		0		0

		40		2		0		1		1		0		2		0		1		0		0

		41		2		1		2		0		2		0		0		0		0		0

		42		2		2		0		1		0		1		1		1		0		0

		43		1		1		0		1		0		1		1		1		0		0

		46		2		1		0		1		1		1		0		1		0		1

		47		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0

		49		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		53		2		1		0		2		1		1		0		1		0		0

		54		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		65		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		66		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		68		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0

		70		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1

		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0

		140		2		1		1		1		1		2		0		0		0		0

		総計		1378		522		806		862		290		671		236		323		259		91

		営繕技術職員数		対応の難しさを感じている事務がある数 カズ		基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない） ジギョウジッシキカイスクショウキボシュウゼンテイドジッシ		その他 ホカ

		０人（不明含む） ニンフメイフク		382		134		238		342		38		142		33		49		128		14

		１人 ニン		159		63		118		96		23		67		23		33		34		8

		２～４人 ニン		438		165		256		208		89		230		73		110		68		22

		５～９人 ニン		207		85		108		101		64		126		50		62		17		18

		１０～１９人 ニン		107		41		48		54		39		60		32		37		7		16

		２０～４９人 ニン		75		30		35		54		32		39		24		30		4		11

		５０～９９人 ニン		8		3		2		6		4		5		1		2		1		2

		１００人以上 ニンイジョウ		2		1		1		1		1		2		0		0		0		0

		全国 ゼンコク		1378		522		806		862		290		671		236		323		259		91

				営繕技術職員数		基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない ジギョウジッシキカイスク		その他 ホカ

				０人（不明含む） ニンフメイフク		35%		62%		90%		10%		37%		9%		13%		34%		4%

				１人 ニン		40%		74%		60%		14%		42%		14%		21%		21%		5%

				２～４人 ニン		38%		58%		47%		20%		53%		17%		25%		16%		5%

				５～９人 ニン		41%		52%		49%		31%		61%		24%		30%		8%		9%

				１０～１９人 ニン		38%		45%		50%		36%		56%		30%		35%		7%		15%

				２０～４９人 ニン		40%		47%		72%		43%		52%		32%		40%		5%		15%

				５０～９９人 ニン		38%		25%		75%		50%		63%		13%		25%		13%		25%

				１００人以上 ニンイジョウ		50%		50%		50%		50%		100%		0%		0%		0%		0%

				全国 ゼンコク		38%		58%		63%		21%		49%		17%		23%		19%		7%

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		対応の難しさを感じている事務がある数		382		159		438		207		107		75		8		2		1378

		基準、要領等が整備されていない		134		63		165		85		41		30		3		1		522

		職員数が十分ではない		238		118		256		108		48		35		2		1		806

		職員の知識や経験が十分ではない		342		96		208		101		54		54		6		1		862

		工程が厳しい		38		23		89		64		39		32		4		1		290

		予算が厳しい		142		67		230		126		60		39		5		2		671

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		33		23		73		50		32		24		1		0		236

		他部局との調整が十分ではない		49		33		110		62		37		30		2		0		323

		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない）		128		34		68		17		7		4		1		0		259

		その他		14		8		22		18		16		11		2		0		91

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		基準、要領等が整備されていない		35%		40%		38%		41%		38%		40%		38%		50%		38%

		職員数が十分ではない		62%		74%		58%		52%		45%		47%		25%		50%		58%

		職員の知識や経験が十分ではない		90%		60%		47%		49%		50%		72%		75%		50%		63%

		工程が厳しい		10%		14%		20%		31%		36%		43%		50%		50%		21%

		予算が厳しい		37%		42%		53%		61%		56%		52%		63%		100%		49%

		内部の意思決定等の手続きが厳しい		9%		14%		17%		24%		30%		32%		13%		0%		17%

		他部局との調整が十分ではない		13%		21%		25%		30%		35%		40%		25%		0%		23%

		事業実施の機会が少ない		34%		21%		16%		8%		7%		5%		13%		0%		19%

		その他		4%		5%		5%		9%		15%		15%		25%		0%		7%

		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
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				営繕技術職員数		０人（不明含む）				１人				２～４人				５～９人				１０～１９人				２０～４９人				５０～９９人				１００人以上				全体 ゼンタイ

				回答数		398				166				447				214				110				79				9				2				1,425

				適切な予算の確保		208		52%		90		54%		296		66%		145		68%		73		66%		46		58%		4		44%		2		100%		864		61%

				適切な入札・契約方式の選定		89		22%		23		14%		52		12%		30		14%		18		16%		17		22%		1		11%		1		50%		231		16%

				円滑な発注
（不調・不落対策）		92		23%		40		24%		154		34%		96		45%		63		57%		54		68%		7		78%		2		100%		508		36%

				技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		105		26%		38		23%		65		15%		35		16%		26		24%		14		18%		2		22%		1		50%		286		20%

				技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		117		29%		36		22%		91		20%		57		27%		31		28%		23		29%		1		11%		1		50%		357		25%

				適切な図面の作成、施工条件の明示		194		49%		78		47%		171		38%		83		39%		41		37%		39		49%		3		33%		1		50%		610		43%

				適切な工期の設定		100		25%		42		25%		151		34%		82		38%		52		47%		38		48%		3		33%		1		50%		469		33%

				設計変更への適切な対応		144		36%		57		34%		150		34%		98		46%		58		53%		36		46%		7		78%		0		0%		550		39%

				予定価格内訳書に係る積算		170		43%		78		47%		175		39%		69		32%		30		27%		24		30%		2		22%		1		50%		549		39%

				工事や設計等の監督・検査		263		66%		93		56%		185		41%		73		34%		41		37%		35		44%		3		33%		0		0%		693		49%

				その他		28		7%		12		7%		24		5%		13		6%		5		5%		8		10%		1		11%		0		0%		91		6%





		

		行ラベル		データの個数 / 市町村		合計 / 適切な予算の確保		合計 / 適切な入札・契約方式の選定		合計 / 円滑な発注（不調・不落対策）		合計 / 技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		合計 / 技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		合計 / 適切な図面の作成、施工条件の明示		合計 / 適切な工期の設定		合計 / 設計変更への適切な対応		合計 / 予定価格内訳書に係る積算		合計 / 工事や設計等の監督・検査		合計 / その他

		0		398		208		89		92		105		117		194		100		144		170		263		28

		1		166		90		23		40		38		36		78		42		57		78		93		12

		1.5		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0

		2		187		121		25		55		25		35		80		57		65		74		84		8

		3		140		93		10		48		17		21		43		43		47		49		53		11

		4		119		81		17		51		23		35		48		51		37		52		48		5

		5		65		46		8		29		8		17		31		26		33		28		23		3

		6		49		31		7		19		8		12		15		16		21		6		17		2

		7		43		30		7		18		6		12		15		21		18		18		13		3

		8		28		19		6		12		8		9		7		10		13		8		10		5

		9		29		19		2		18		5		7		15		9		13		9		10		0

		10		25		11		2		10		6		7		8		11		11		7		10		1

		11		9		6		2		6		2		3		3		6		5		1		3		1

		12		15		12		2		6		5		4		5		8		8		5		6		0

		13		14		10		5		10		4		4		7		7		8		2		6		1

		14		9		8		0		5		2		3		3		2		4		3		3		1

		15		10		7		3		7		2		4		4		3		5		2		4		0

		16		5		3		1		4		1		1		1		4		3		2		3		1

		17		14		9		3		10		2		4		6		7		8		7		2		0

		18		7		5		0		5		2		0		3		3		5		1		4		0

		19		2		2		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0

		20		6		1		0		3		1		1		4		1		3		1		3		0

		21		4		2		1		3		0		1		1		1		1		2		0		0

		22		7		7		1		6		2		2		2		6		4		2		4		2

		23		8		4		0		4		1		2		4		4		3		1		1		0

		24		3		3		0		1		0		0		2		2		2		1		2		1

		25		3		3		1		3		0		1		1		1		2		1		1		0

		26		4		2		1		3		1		2		2		2		2		1		3		0

		27		3		2		2		3		0		0		2		1		3		1		2		1

		28		5		2		0		2		1		2		3		2		1		1		3		0

		29		6		4		1		5		1		2		4		3		2		2		4		1

		30		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		4		3		1		2		1		3		2		3		3		1		1		1

		32		3		1		0		2		0		0		2		1		0		1		1		0

		33		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0

		35		3		1		2		2		1		1		2		2		1		2		0		1

		36		2		1		0		0		1		1		1		1		2		2		2		0

		37		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		38		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		39		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		40		2		2		1		2		1		0		1		1		2		0		0		0

		41		2		0		0		1		0		0		0		2		1		0		1		0

		42		2		1		1		2		0		2		1		1		1		0		1		0

		43		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0

		46		2		1		1		2		0		0		1		1		1		1		1		0

		47		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		49		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0

		53		2		0		0		2		0		0		0		0		2		0		1		0

		54		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0

		65		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0

		68		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0

		70		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0

		80		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		1		1		0		1		1		0		1		1		1		0		1		1

		140		2		2		1		2		1		1		1		1		0		1		0		0

		総計		1425		864		231		508		286		357		610		469		550		549		693		91

		営繕技術職員数		回答数 カイトウスウ		適切な予算の確保 テキセツヨサンカクホ		適切な入札・契約方式の選定 テキセツニュウサツケイヤクホウシキセンテイ		円滑な発注（不調・不落対策） エンカツハッチュウフチョウフラクタイサク		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカコウジジュチュウシャセンテイテツヅ		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカセッケイギョウムトウジュチュウシャセンテイテツヅ		適切な図面の作成、施工条件の明示 テキセツズメンサクセイセコウジョウケンメイジ		適切な工期の設定 テキセツコウキセッテイ		設計変更への適切な対応 セッケイヘンコウテキセツタイオウ		予定価格内訳書に係る積算 ヨテイカカクウチワケショカカセキサン		工事や設計等の監督・検査 コウジセッケイトウカントクケンサ		その他 ホカ

		０人（不明含む） ニンフメイフク		398		208		89		92		105		117		194		100		144		170		263		28

		１人 ニン		166		90		23		40		38		36		78		42		57		78		93		12

		２～４人 ニン		447		296		52		154		65		91		171		151		150		175		185		24

		５～９人 ニン		214		145		30		96		35		57		83		82		98		69		73		13

		１０～１９人 ニン		110		73		18		63		26		31		41		52		58		30		41		5

		２０～４９人 ニン		79		46		17		54		14		23		39		38		36		24		35		8

		５０～９９人 ニン		9		4		1		7		2		1		3		3		7		2		3		1

		１００人以上 ニンイジョウ		2		2		1		2		1		1		1		1		0		1		0		0

		全国 ゼンコク		1425		864		231		508		286		357		610		469		550		549		693		91

				営繕技術職員数		適切な予算の確保 テキセツヨサンカクホ		適切な入札・契約方式の選定 テキセツニュウサツケイヤクホウシキセンテイ		円滑な発注（不調・不落対策） エンカツハッチュウフチョウフラクタイサク		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカコウジジュチュウシャセンテイテツヅ		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカセッケイギョウムトウジュチュウシャセンテイテツヅ		適切な図面の作成、施工条件の明示 テキセツズメンサクセイセコウジョウケンメイジ		適切な工期の設定 テキセツコウキセッテイ		設計変更への適切な対応 セッケイヘンコウテキセツタイオウ		予定価格内訳書に係る積算 ヨテイカカクウチワケショカカセキサン		工事や設計等の監督・検査 コウジセッケイトウカントクケンサ		その他 ホカ

				０人（不明含む） ニンフメイフク		52%		22%		23%		26%		29%		49%		25%		36%		43%		66%		7%

				１人 ニン		54%		14%		24%		23%		22%		47%		25%		34%		47%		56%		7%

				２～４人 ニン		66%		12%		34%		15%		20%		38%		34%		34%		39%		41%		5%

				５～９人 ニン		68%		14%		45%		16%		27%		39%		38%		46%		32%		34%		6%

				１０～１９人 ニン		66%		16%		57%		24%		28%		37%		47%		53%		27%		37%		5%

				２０～４９人 ニン		58%		22%		68%		18%		29%		49%		48%		46%		30%		44%		10%

				５０～９９人 ニン		44%		11%		78%		22%		11%		33%		33%		78%		22%		33%		11%

				１００人以上 ニンイジョウ		100%		50%		100%		50%		50%		50%		50%		0%		50%		0%		0%

				全国 ゼンコク		61%		16%		36%		20%		25%		43%		33%		39%		39%		49%		6%

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		回答数		398		166		447		214		110		79		9		2		1425

		適切な予算の確保		208		90		296		145		73		46		4		2		864

		適切な入札・契約方式の選定		89		23		52		30		18		17		1		1		231

		円滑な発注（不調・不落対策）		92		40		154		96		63		54		7		2		508

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		105		38		65		35		26		14		2		1		286

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		117		36		91		57		31		23		1		1		357

		適切な図面の作成、施工条件の明示		194		78		171		83		41		39		3		1		610

		適切な工期の設定		100		42		151		82		52		38		3		1		469

		設計変更への適切な対応		144		57		150		98		58		36		7		0		550

		予定価格内訳書に係る積算		170		78		175		69		30		24		2		1		549

		工事や設計等の監督・検査		263		93		185		73		41		35		3		0		693

		その他		28		12		24		13		5		8		1		0		91

		営繕技術職員数		０人（不明含む）		１人		２～４人		５～９人		１０～１９人		２０～４９人		５０～９９人		１００人以上		全国

		適切な予算の確保		52%		54%		66%		68%		66%		58%		44%		100%		61%

		適切な入札・契約方式の選定		22%		14%		12%		14%		16%		22%		11%		50%		16%

		円滑な発注（不調・不落対策）		23%		24%		34%		45%		57%		68%		78%		100%		36%

		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き		26%		23%		15%		16%		24%		18%		22%		50%		20%

		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き		29%		22%		20%		27%		28%		29%		11%		50%		25%

		適切な図面の作成、施工条件の明示		49%		47%		38%		39%		37%		49%		33%		50%		43%

		適切な工期の設定		25%		25%		34%		38%		47%		48%		33%		50%		33%

		設計変更への適切な対応		36%		34%		34%		46%		53%		46%		78%		0%		39%

		予定価格内訳書に係る積算		43%		47%		39%		32%		27%		30%		22%		50%		39%

		工事や設計等の監督・検査		66%		56%		41%		34%		37%		44%		33%		0%		49%

		その他		7%		7%		5%		6%		5%		10%		11%		0%		6%
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【市町村】

０人（不明含む）

１人

２～４人

５～９人
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２０～４９人

営繕技術職員数

対応の難しさを感じている事務



		

				人口（人） ジンコウニン		営繕関係予算規模（百万円）				営繕技術職員数（人） エイゼンギジュツショクインスウニン		営繕関係予算規模（百万円）

		愛別町		3328		7.5				2		7.5

		赤井川村		1262		318				2		318

		赤平市		12637		1000				3		1000

		旭川市		347095		5585				32		5585

		芦別市		16628		997				4		997

		足寄町		7630		700				2		700

		厚岸町		10630		310				3		310

		厚沢部町		4409		200				1		200

		厚真町		4890		1420				3		1420

		網走市		40998		3329				5		3329

		安平町		8726		497				2		497

		池田町		7527		100				1		100

		石狩市		59449		587				4		587

		今金町		6186		154.5				2		154.5

		岩内町		14451		2681				3		2681

		岩見沢市		90145		2000				10		2000

		歌志内市		4387		28				1		28

		浦臼町		2206		200				1		200

		浦河町		14389		416				3		416

		浦幌町		5460		296				1		296

		雨竜町		3049		6.5				2		6.5

		江差町		9004		70				2		70

		枝幸町		9125		1000				2		1000

		恵庭市		69384		600				9		600

		江別市		123722		3676				8		3676

		えりも町		5413		200				3		200

		遠軽町		22265		100				6		100

		遠別町		3084		300				1		300

		雄武町		4939		571				4		571

		大空町		7933		100				2		100

		奥尻町		3033		50				1		50

		置戸町		3428		76				2		76

		興部町		4301		567				2		567

		長万部町		6386		50				2		50

		小樽市		131928		1670				15		1670

		音威子府村		995		8				1		8

		音更町		45085		1438				5		1438

		乙部町		4408		300				1		300

		帯広市		168057		1662				12		1662

		小平町		3717		30				1		30

		上川町		4532		491				2		491

		上士幌町		5080		605				3		605

		上砂川町		4086		57				4		57

		上ノ国町		5428		400				1		400

		上富良野町		11545		930				2		930

		神恵内村		1122		94				3		94

		木古内町		5341		200				2		200

		北広島市		60353		1350				4		1350

		北見市		125689		3000				13		3000

		喜茂別町		2490		100				1		100

		京極町		3811		12				1		12

		共和町		6428		240				2		240

		清里町		4551		60				1		60

		釧路市		181169		3600				17		3600

		釧路町		20526		400				3		400

		倶知安町		15568		200				3		200

		栗山町		13340		350				2		350

		黒松内町		3250		15				1		15

		訓子府町		5435		124				1		124

		剣淵町		3565		36				2		36

		小清水町		5358		1000				1		1000

		更別村		3391		300				1		300

		様似町		5114		166				2		166

		猿払村		2825		233				1		233

		佐呂間町		5892		355				2		355

		鹿追町		5702		119				2		119

		鹿部町		4767		20				2		20

		標茶町		8285		576				2		576

		士別市		21787		200				3		200

		標津町		5646		71				2		71

		士幌町		6416		685				2		685

		島牧村		1781		42				0		42

		清水町		9961		700				2		700

		占冠村		1394		27				1		27

		下川町		3775		802				2		802

		積丹町		2516		157				2		157

		斜里町		13045		680				2		680

		初山別村		1369		6				0		6

		白老町		19376		68				3		68

		白糠町		9294		10				2		10

		知内町		5074		10				2		10

		新篠津村		3515		100				2		100

		新得町		6653		300				2		300

		新十津川町		7249		320				2		320

		新ひだか町		25419		1745				3		1745

		寿都町		3443		52				2		52

		砂川市		19056		612				2		612

		せたな町		9590		500				4		500

		壮瞥町		3232		186				2		186

		大樹町		5977		1356.85				2		1356.85

		鷹栖町		7345		350				2		350

		滝川市		43170		1773				6		1773

		滝上町		3028		450				2		450

		伊達市		36278		400				4		400

		秩父別町		2730		317				1		317

		千歳市		93604		1698				17		1698

		月形町		4859		240				1		240

		津別町		5646		496				2		496

		鶴居村		2627		150				1		150

		天塩町		3780		611				0		611

		弟子屈町		8278		400				2		400

		当別町		18766		112				3		112

		当麻町		7087		1930				2		1930

		洞爺湖町		10132		400				1		400

		苫小牧市		173320		4400				14		4400

		苫前町		3656		100				2		100

		泊村		1883		100				1		100

		豊浦町		4528		748				2		748

		豊頃町		3394		238				3		238

		豊富町		4378		500				11		500

		奈井江町		6194		488				2		488

		中川町		1907		170				1		170

		中札内村		4006		460				1		460

		中標津町		23982		1000				2		1000

		中頓別町		1974		50				1		50

		長沼町		11691		442				3		442

		中富良野町		5477		50				1		50

		七飯町		28463		1500				2		1500

		名寄市		30591		3000				5		3000

		南幌町		8778		278				2		278

		新冠町		5775		100				2		100

		仁木町		3800		200				1		200

		西興部村		1135		100				1		100

		ニセコ町		4823		30				2		30

		沼田町		3612		324				1		324

		根室市		29201		765				4		765

		登別市		51526		998				13		998

		函館市		279127		6254				18		6254

		羽幌町		7964		139				2		139

		浜頓別町		4168		9.1				2		9.1

		浜中町		6511		49				2		49

		美瑛町		10956		1034				2		1034

		東神楽町		9292		126				1		126

		東川町		7859		400				2		400

		日高町		13615		317				4		317

		比布町		4042		200				1		200

		美唄市		26034		450				6		450

		美深町		5178		80				1		80

		美幌町		21575		336				3		336

		平取町		5596		190				2		190

		広尾町		7881		571				2		571

		深川市		23709		1000				6		1000

		福島町		5114		26				2		26

		富良野市		24259		1331				4		1331

		古平町		3611		100				1		100

		別海町		15855		1117				4		1117

		北斗市		48032		400				3		400

		北竜町		2193		282				1		282

		幌加内町		1710		441				2		441

		幌延町		2677		451				2		451

		本別町		8275		578				2		578

		幕別町		26547		922				2		922

		増毛町		5078		130				2		130

		真狩村		2189		50				1		50

		松前町		8748		120				2		120

		三笠市		10221		1119				3		1119

		南富良野町		2814		12				1		12

		むかわ町		9746		1000				3		1000

		室蘭市		94535		1500				10		1500

		芽室町		18905		782				3		782

		妹背牛町		3462		10				1		10

		森町		17859		150				1		150

		紋別市		24750		643				5		643

		八雲町		18896		1529				2		1529

		夕張市		10922		400				4		400

		湧別町		10041		300				2		300

		由仁町		5896		184				1.5		184

		余市町		21258		75				4		75

		羅臼町		5885		7				1		7

		蘭越町		5292		707				2		707

		陸別町		2650		104				1		104

		利尻町		2590		20				2		20

		利尻富士町		3037		60				0		60

		留寿都村		2034		65				1		65

		留萌市		24457		20				2		20

		礼文町		3078		50				1		50

		稚内市		39595		93				3		93

		和寒町		3832		324				2		324

		青森市		299520		2016				15		2016

		弘前市		183473		4556				10		4556

		黒石市		36132		200				4		200

		五所川原市		58421		119				9		119

		十和田市		66110		20				3		20

		三沢市		41258		2903				10		2903

		むつ市		61066		2226				6		2226

		つがる市		37243		460				1		460

		平内町		12361		100				1		100

		今別町		3217		7				1		7

		蓬田村		3271		196				0		196

		外ヶ浜町		7089		2				0		2

		鰺ヶ沢町		11449		2				2		2

		西目屋村		1594		1				0		1

		大鰐町		10978		5				1		5

		鶴田町		14270		12				0		12

		中泊町		12743		200				2		200

		野辺地町		14314		416				2		416

		七戸町		16759		7				0		7

		おいらせ町		24211		300				2		300

		横浜町		4881		58				0		58

		六ヶ所村		11095		30				1		30

		大間町		6340		1				0		1

		東通村		7252		69				1		69

		風間浦村		2463		50				0		50

		佐井村		2422		0				0		0

		五戸町		18712		120				0		120

		田子町		6175		5				0		5

		南部町		19853		100				0		100

		階上町		14699		160				0		160

		新郷村		2851		1				0		1

		宮古市		59430		2500				9		2500

		大船渡市		40737		0				8		0

		北上市		93138		569				4		569

		久慈市		36872		2363				4		2363

		一関市		118578		4860				7		4860

		陸前高田市		23300		700				6		700

		二戸市		29702		100				2		100

		八幡平市		28680		900				4		900

		奥州市		124746		10				4		10

		岩手町		14984		40				0		40

		紫波町		33288		200				3		200

		西和賀町		6602		15				0		15

		金ケ崎町		16325		50				2		50

		平泉町		8345		0.4				0		0.4

		住田町		6190		300				2		300

		大槌町		15276		0				0		0

		山田町		18617		800				2		800

		岩泉町		10804		158				1		158

		普代村		3088		50				0		50

		軽米町		10209		500				0		500

		野田村		4632		0				0		0

		九戸村		6507		50				0		50

		洋野町		17913		2190				3		2190

		一戸町		14187		24				1		24

		白石市		37422		630				2		630

		角田市		31336		700				4		700

		蔵王町		12882		100				3		100

		七ヶ宿町		1694		222				0		222

		大河原町		23530		154				5		154

		村田町		11995		340				2		340

		柴田町		39341		1006				2		1006

		川崎町		9978		70				3		70

		丸森町		15501		500				0		500

		塩竈市		56490		132				6		132

		名取市		73134		800				8		800

		多賀城市		63060		671				7		671

		岩沼市		44187		300				2		300

		山元町		16704		0				12		0

		松島町		15085		17				5		17

		七ヶ浜町		20416		738				3		738

		大和町		24894		492.320365				2		492.320365

		大郷町		8927		60				1		60

		富谷町		47042		1595				5		1595

		大衡村		5334		80				1		80

		大崎市		135147		1455				8		1455

		色麻町		7431		200				2		200

		加美町		25527		100				2		100

		涌谷町		17494		700				1		700

		美里町		25190		187				1		187

		栗原市		74932		3565				3		3565

		女川町		10051		3				8		3

		東松島市		42903		40				12		40

		登米市		83969		1010				6		1010

		気仙沼市		73489		2000				5		2000

		南三陸町		17429		9				9		9

		秋田市		323600		1670				29		1670

		横手市		98367		58				4		58

		大館市		78946		1507				4		1507

		男鹿市		32294		780				3		780

		湯沢市		50849		300				3		300

		潟上市		34442		729				0		729

		大仙市		88301		146				8		146

		にかほ市		27544		40				0		40

		小坂町		6054		25				1		25

		三種町		18876		30				0		30

		八峰町		8220		0				0		0

		藤里町		3848		10				0		10

		井川町		5493		4				0		4

		大潟村		3218		0				0		0

		美郷町		21674		30				1		30

		寒河江市		42373		100				1		100

		高畠町		25025		100				3		100

		鮭川村		4862		1				0		1

		三川町		7731		409				0		409

		山形市		254244		4510				13		4510

		山辺町		15139		8				0		8

		酒田市		111151		4000				10		4000

		舟形町		6164		65				0		65

		小国町		8862		1				0		1

		上山市		33836		998				8		998

		新庄市		38850		100				3		100

		西川町		6270		70				0		70

		村山市		26811		1006				2		1006

		大江町		9227		61				0		61

		中山町		12015		10				0		10

		長井市		29473		0				0		0

		鶴岡市		136623		8732				7		8732

		天童市		62214		50				9		50

		東根市		46414		8				1		8

		南陽市		33658		17				1		17

		白鷹町		15314		144				2		144

		飯豊町		7943		26				0		26

		尾花沢市		18955		2				0		2

		米沢市		89401		1700				9		1700

		いわき市		342249		10000				18		10000

		下郷町		6461		15				2		15

		会津若松市		126220		1500				16		1500

		喜多方市		52356		20				5		20

		広野町		5418		1012				0		1012

		国見町		10086		1500				0		1500

		鮫川村		3989		116				0		116

		三春町		18191		400				3		400

		須賀川市		79267		8000				13		8000

		西郷村		19767		7.5				0		7.5

		川俣町		15569		180				3		180

		浅川町		6888		0				0		0

		大熊町		11515		0				0		0

		只見町		4932		233				1		233

		棚倉町		15062		70				0		70

		猪苗代町		15805		300				1		300

		天栄村		6291		206				0		206

		田村市		40422		30				2		30

		湯川村		3364		434				1		434

		楢葉町		7700		70				3		70

		南会津町		17864		827				3		827

		南相馬市		70878		13000				10		13000

		二本松市		59871		1490				2		1490

		白河市		64704		5000				7		5000

		塙町		9884		65				0		65

		矢祭町		6348		3.5				0		3.5

		矢吹町		18407		3				0		3

		柳津町		4009		250				0		250

		浪江町		20905		0				0		0

		檜枝岐村		636		75				0		75

		水戸市		268750		6552				21		6552

		日立市		193129		6218				14		6218

		土浦市		143839		11673				8		11673

		古河市		142995		2100				9		2100

		石岡市		79687		54				2		54

		結城市		52494		200				2		200

		龍ケ崎市		80334		510				0		510

		下妻市		44987		0				3		0

		常総市		65320		2000				2		2000

		常陸太田市		56250		1600				5		1600

		高萩市		31017		900				2		900

		北茨城市		47026		50				2		50

		笠間市		79409		1160				3		1160

		取手市		109651		1760				1		1760

		牛久市		81684		1704				8		1704

		つくば市		214590		2200				4		2200

		ひたちなか市		157060		3020				21		3020

		鹿嶋市		66093		80				4		80

		潮来市		30534		100				3		100

		守谷市		62482		1000				4		1000

		常陸大宮市		45178		500				0		500

		那珂市		54240		700				3		700

		筑西市		108527		1828				0		1828

		坂東市		56114		400				4		400

		稲敷市		46895		10				0		10

		かすみがうら市		43553		710				0		710

		桜川市		45673		1360				2		1360

		神栖市		94795		4000				5		4000

		行方市		37611		0				0		0

		鉾田市		50156		2384				0		2384

		つくばみらい市		44461		0				0		0

		小美玉市		52279		1145				0		1145

		茨城町		34513		600				4		600

		大洗町		18328		1000				0		1000

		城里町		21491		85				0		85

		東海村		37438		1871				4		1871

		大子町		20073		0				0		0

		美浦村		17299		0				0		0

		阿見町		47940		500				4		500

		河内町		10172		287				0		287

		八千代町		23106		419				0		419

		五霞町		9410		5				0		5

		境町		25714		4				0		4

		利根町		17473		491				0		491

		宇都宮市		511739		5556				53		5556

		足利市		154530		1100				9		1100

		栃木市		139262		7300				10		7300

		佐野市		121249		1418				6		1418

		鹿沼市		102348		990				7		990

		日光市		90066		251				6		251

		小山市		164454		1760				15		1760

		真岡市		82289		1500				3		1500

		大田原市		77729		1307				10		1307

		矢板市		35343		1500				0		1500

		那須塩原市		117812		2830				7		2830

		さくら市		44768		120				2		120

		那須烏山市		29206		250				1		250

		下野市		59483		2720				1		2720

		上三川町		31621		2.5				0		2.5

		益子町		24348		0				0		0

		茂木町		15018		554				0		554

		市貝町		12094		0				0		0

		芳賀町		16030		0.2				0		0.2

		壬生町		39605		299				0		299

		野木町		25720		291				0		291

		塩谷町		12560		4				0		4

		高根沢町		30436		30				0		30

		那須町		26765		500				1		500

		那珂川町		18446		544				1		544

		前橋市		340291		4216				31		4216

		高崎市		371302		1200				19		1200

		桐生市		121704		1673				10		1673

		伊勢崎市		207221		2800				12		2800

		太田市		216465		5350				23		5350

		沼田市		51265		934				3		934

		館林市		78608		0				5		0

		渋川市		83330		2561				6		2561

		藤岡市		67975		1256				4		1256

		富岡市		52070		0				4		0

		安中市		61077		2800				3		2800

		みどり市		51899		38				0		38

		吉岡町		19801		200				0		200

		下仁田町		8911		8.5				0		8.5

		南牧村		2423		0				0		0

		甘楽町		13618		94				0		94

		中之条町		18216		300				0		300

		東吾妻町		15622		3				0		3

		長野原町		6017		60				0		60

		嬬恋村		10183		0				0		0

		高山村		3911		3				0		3

		片品村		4904		0				0		0

		川場村		3898		0				0		0

		みなかみ町		21345		50				1		50

		玉村町		37536		24				0		24

		板倉町		15706		1.1				1		1.1

		明和町		11209		59				0		59

		千代田町		11473		208				0		208

		大泉町		40257		45				3		45

		邑楽町		27023		4.4				0		4.4

		銚子市		70210		713				6		713

		市川市		473919		2900				29		2900

		船橋市		609040		10803				43		10803

		館山市		49290		515				8		515

		木更津市		129312		4238				11		4238

		松戸市		484457		6742769				31		6742769

		野田市		155491		234				6		234

		茂原市		93015		1958				3		1958

		成田市		128933		12614				26		12614

		佐倉市		172183		3260				15		3260

		東金市		61751		819				9		819

		旭市		69058		46				3		46

		習志野市		164530		4000				23		4000

		柏市		404012		4500				26		4500

		勝浦市		20788		10				2		10

		市原市		280416		3680				21		3680

		流山市		163984		610				7		610

		八千代市		189781		5057				10		5057

		我孫子市		134017		100				6		100

		鴨川市		35766		0				0		0

		鎌ケ谷市		107853		1033				5		1033

		君津市		89168		1184				7		1184

		富津市		48073		629				3		629

		浦安市		164877		0				0		0

		四街道市		86726		470				9		470

		袖ケ浦市		60355		1308				4		1308

		八街市		73212		13				1		13

		印西市		88176		1160				4		1160

		白井市		60345		191				2		191

		富里市		51087		0				4		0

		南房総市		42104		9				0		9

		匝瑳市		39814		1514				3		1514

		香取市		82866		2000				8		2000

		山武市		56089		29				0		29

		いすみ市		40962		200				2		200

		大網白里市		50113		673				4		673

		酒々井町		21234		80				3		80

		栄町		22580		10				0		10

		神崎町		6454		390				1		390

		多古町		16002		5				0		5

		東庄町		15154		1				0		1

		九十九里町		18004		0.3				0		0.3

		芝山町		7920		12420				0		12420

		横芝光町		24675		610				0		610

		一宮町		12034		0				0		0

		睦沢町		7340		0				0		0

		長生村		14752		10				0		10

		白子町		12151		0				0		0

		長柄町		8035		20				0		20

		長南町		9073		140				0		140

		大多喜町		10671		30				0		30

		御宿町		7738		32				0		32

		鋸南町		8950		0				0		0

		川越市		342670		2000				18		2000

		熊谷市		203180		4000				13		4000

		川口市		500598		3466				28		3466

		秩父市		66955		2413				2		2413

		所沢市		341924		1050				23		1050

		飯能市		83549		1000				4		1000

		本庄市		81889		1541				8		1541

		東松山市		90099		917				4		917

		春日部市		237171		0				7		0

		狭山市		155727		1110				6		1110

		羽生市		56204		820				3		820

		鴻巣市		119639		3000				6		3000

		深谷市		144618		577				11		577

		草加市		243855		2500				13		2500

		越谷市		326313		3800				17		3800

		蕨市		71502		230				4		230

		戸田市		123079		1000				3		1000

		入間市		149872		30				5		30

		朝霞市		129691		238				5		238

		志木市		69611		1300				3		1300

		和光市		80745		145				4		145

		新座市		158777		1354				6		1354

		桶川市		74711		946				3		946

		久喜市		154310		3700				6		3700

		北本市		68888		1500				4		1500

		八潮市		82977		1284				8		1284

		三郷市		131415		1700				7		1700

		蓮田市		63309		60				3		60

		坂戸市		101700		511				5		511

		幸手市		54012		43				4		43

		吉川市		65298		299				3		299

		白岡市		50272		17				5		17

		伊奈町		42494		200				10		200

		三芳町		38706		764				9		764

		毛呂山町		39054		5				0		5

		小川町		32913		1.9				1		1.9

		川島町		22147		3				0		3

		吉見町		21079		186				0		186

		ときがわ町		12418		14				6		14

		横瀬町		9039		60				0		60

		長瀞町		7908		15				0		15

		東秩父村		3348		67.92				0		67.92

		美里町		11605		18				0		18

		寄居町		35774		0				0		0

		宮代町		33641		72				0		72

		杉戸町		46923		143				4		143

		松伏町		31153		206				2		206

		葛飾区		442586		5000				40		5000

		江戸川区		678967		3400				42		3400

		江東区		460819		13263				46		13263

		港区		205131		12000				28		12000

		荒川区		203296		4650				27		4650

		渋谷区		204492		4874				31		4874

		新宿区		326309		5171				39		5171

		杉並区		549569		6472				46		6472

		世田谷区		877138		11659				68		11659

		千代田区		47115		3200				17		3200

		足立区		683426		4000				22		4000

		台東区		175928		1974				22		1974

		大田区		693373		8095				54		8095

		中央区		122762		14368				17		14368

		中野区		314750		4360				36		4360

		板橋区		535824		3500				38		3500

		品川区		365302		8507				25		8507

		文京区		206626		8500				26		8500

		北区		335544		562				41		562

		墨田区		247606		3290				18		3290

		目黒区		268330		1992				27		1992

		練馬区		716124		815				66		815

		豊島区		284678		5808				28		5808

		あきる野市		80868		306				7		306

		稲城市		84835		1504				8		1504

		羽村市		57032		578				6		578

		御蔵島村		348		150				0		150

		国分寺市		120650		645				4		645

		国立市		75510		1100				15		1100

		狛江市		78751		1631				8		1631

		三鷹市		186083		844				11		844

		三宅村		2676		50				0		50

		小金井市		118852		921				5		921

		小平市		187035		425				15		425

		昭島市		112297		2000				8		2000

		新島村		2883		48				0		48

		瑞穂町		33497		2				0		2

		清瀬市		74104		653				6		653

		西東京市		196511		2000				9		2000

		青梅市		139339		11766				10		11766

		多摩市		147648		2758				16		2758

		町田市		426987		535				36		535

		調布市		223593		2381				17		2381

		東久留米市		116546		826				7		826

		東村山市		153557		2200				7		2200

		東大和市		83068		16				7		16

		日の出町		16650		150				1		150

		日野市		180052		853				9		853

		八王子市		580053		8800				29		8800

		八丈町		8231		400				1		400

		府中市		255506		2573				8		2573

		武蔵村山市		70053		403				7		403

		武蔵野市		138734		1945				14		1945

		福生市		59796		353				0		353

		立川市		179668		7350				20		7350

		檜原村		2558		27				0		27

		横須賀市		418325		3065				29		3065

		平塚市		260780		7496				40		7496

		鎌倉市		174314		500				14		500

		藤沢市		409657		5000				35		5000

		小田原市		198327		1000				22		1000

		茅ヶ崎市		235081		3760				23		3760

		逗子市		58302		85				2		85

		三浦市		48352		0				3		0

		秦野市		170145		1000				9		1000

		厚木市		224420		1500				18		1500

		大和市		228186		2561				11		2561

		伊勢原市		101039		336				3		336

		海老名市		127707		800				8		800

		座間市		129436		1000				4		1000

		南足柄市		44020		116				2		116

		綾瀬市		83167		3000				6		3000

		葉山町		32766		125				1		125

		寒川町		47672		300				2		300

		大磯町		33032		428				3		428

		二宮町		29522		10				0		10

		中井町		10010		0				0		0

		大井町		17972		226				0		226

		松田町		11676		16				0		16

		山北町		11764		1.2				0		1.2

		開成町		16369		0				0		0

		箱根町		13853		238				12		238

		真鶴町		8212		26				0		26

		湯河原町		26848		165				3		165

		愛川町		42089		467				2		467

		清川村		3459		0				0		0

		甲州市		33927		0				3		0

		甲府市		198992		1584				17		1584

		山中湖村		5324		0				0		0

		山梨市		36832		0				2		0

		市川三郷町		17111		100				0		100

		昭和町		17653		5.5				0		5.5

		上野原市		27114		0				0		0

		早川町		1246		0.5				0		0.5

		大月市		28120		1400				4		1400

		都留市		33588		569				1		569

		道志村		1919		1				0		1

		南アルプス市		72635		1291				0		1291

		韮崎市		32477		99				3		99

		富士河口湖町		25471		3				3		3

		富士川町		16307		15.5				2		15.5

		北杜市		46968		500				2		500

		鳴沢村		2964		2				0		2

		長野市		381511		12500				32		12500

		松本市		243037		6600				18		6600

		岡谷市		52841		1363				4		1363

		飯田市		105335		3211				7		3211

		諏訪市		51200		0				3		0

		須坂市		52168		1400				6		1400

		小諸市		43997		2481				0		2481

		伊那市		71093		1826				4		1826

		駒ヶ根市		33693		200				3		200

		中野市		45638		120				3		120

		大町市		29801		200				4		200

		飯山市		23545		1.3				0		1.3

		茅野市		56391		182				4		182

		佐久市		100552		3664				17		3664

		千曲市		62068		1594				3		1594

		東御市		30696		590				4		590

		安曇野市		96479		6000				7		6000

		小海町		5180		1				0		1

		川上村		4972		414				0		414

		南相木村		1121		0				1		0

		北相木村		842		48				0		48

		軽井沢町		19018		100				1		100

		御代田町		14738		154				1		154

		立科町		7707		2				0		2

		青木村		4609		2				0		2

		長和町		6780		36.5				0		36.5

		富士見町		15338		70				0		70

		原村		7573		220				0		220

		箕輪町		26214		53				0		53

		飯島町		9902		1				0		1

		中川村		5074		142				0		142

		宮田村		8974		125				0		125

		松川町		13676		144				0		144

		高森町		13216		50				0		50

		阿南町		5455		202				0		202

		平谷村		563		8				0		8

		下條村		4200		9				0		9

		売木村		656		2				0		2

		喬木村		6692		1				0		1

		豊丘村		6819		5				0		5

		大鹿村		1160		25				0		25

		上松町		5245		2.4				0		2.4

		木祖村		3134		4				0		4

		大桑村		4145		113				0		113

		木曽町		12743		77				0		77

		山形村		8425		18				0		18

		朝日村		4741		4				0		4

		筑北村		5172		20				0		20

		池田町		10329		10				0		10

		松川村		10093		77				0		77

		白馬村		9205		1				0		1

		坂城町		15730		3				8		3

		小布施町		11072		63				0		63

		高山村		7563		1				0		1

		山ノ内町		13678		20000				0		20000

		木島平村		4939		0				0		0

		野沢温泉村		3853		10				0		10

		信濃町		9238		11				0		11

		小川村		3041		0				0		0

		長岡市		282674		6300				19		6300

		三条市		102292		2450				6		2450

		柏崎市		91451		3206				7		3206

		新発田市		101202		1900				18		1900

		小千谷市		38600		130				4		130

		加茂市		29762		100				2		100

		十日町市		58911		0				4		0

		見附市		41862		200				4		200

		村上市		66427		1148				2		1148

		燕市		81876		2000				5		2000

		糸魚川市		47702		2700				4		2700

		妙高市		35457		2079				4		2079

		五泉市		54550		2300				4		2300

		上越市		203899		4500				24		4500

		阿賀野市		45560		350				2		350

		佐渡市		62727		4400				2		4400

		魚沼市		40361		30				0		30

		南魚沼市		61624		3331				1		3331

		胎内市		31424		8				3		8

		聖籠町		13724		150				1		150

		弥彦村		8582		1				0		1

		田上町		12791		128				0		128

		阿賀町		13303		0				0		0

		出雲崎町		4907		580				3		580

		湯沢町		8396		50				0		50

		津南町		10881		5				0		5

		刈羽村		4800		500				0		500

		関川村		6438		30				1		30

		富山市		421953		7500				20		7500

		高岡市		176061		4800				15		4800

		魚津市		44959		200				3		200

		氷見市		51726		1623				3		1623

		滑川市		33676		500				1		500

		黒部市		41852		1000				2		1000

		砺波市		49410		1800				7		1800

		小矢部市		32067		0				2		0

		南砺市		54724		36				1		36

		射水市		93588		5000				7		5000

		舟橋村		2967		16				0		16

		上市町		21965		1089.261				1		1089.261

		立山町		27466		100				3		100

		入善町		27182		1500				2		1500

		金沢市		462361		10000				24		10000

		七尾市		57900		2752				5		2752

		小松市		108433		2500				4		2500

		輪島市		29858		200				1		200

		珠洲市		16300		1000				2		1000

		加賀市		71887		700				3		700

		羽咋市		23032		1000				2		1000

		かほく市		34651		120				1		120

		白山市		110459		5500				7		5500

		能美市		48680		20				4		20

		野々市市		17344		220				2		220

		川北町		6147		5				0		5

		津幡町		36940		200				4		200

		内灘町		26927		50				0		50

		志賀町		22216		0				0		0

		宝達志水町		14277		12				0		12

		中能登町		18535		5				0		5

		穴水町		9735		3				0		3

		能登町		19565		50				0		50

		坂祝町		8361		156				80		156

		安八町		15271		50				0		50

		羽島市		67197		500				3		500

		下呂市		36314		200				4		200

		可児市		97436		620				3		620

		海津市		37941		0				0		0

		笠松町		22809		0.9				0		0.9

		関ケ原町		8096		2				0		2

		関市		91418		3415				6		3415

		岐南町		23804		20				1		20

		岐阜市		413136		435				30		435

		郡上市		44491		17				0		17

		恵那市		53718		2000				6		2000

		御嵩町		18824		1				0		1

		高山市		92747		1200				4		1200

		山県市		29629		20				1		20

		七宗町		4484		20				0		20

		神戸町		20065		4				0		4

		垂井町		28505		50				3		50

		瑞穂市		51950		566				1		566

		瑞浪市		40387		1256				3		1256

		多治見市		112595		2273				12		2273

		大野町		23859		83				1		83

		池田町		24980		22				0		22

		中津川市		80910		800				4		800

		土岐市		60475		1800				3		1800

		東白川村		2514		19				0		19

		八百津町		12045		3				0		3

		飛騨市		26732		600				2		600

		美濃加茂市		54729		766				5		766

		美濃市		22629		330				2		330

		富加町		5516		2				0		2

		北方町		18395		600				0		600

		本巣市		35047		1046				1		1046

		揖斐川町		23784		430				0		430

		養老町		31332		65				5		65

		伊豆市		34202		0				0		0

		伊東市		71437		310				5		310

		伊豆の国市		49269		41				0		41

		下田市		25013		40				3		40

		河津町		7998		100				0		100

		掛川市		116363		547				4		547

		菊川市		47041		853				0		853

		吉田町		29815		200				0		200

		湖西市		60107		100				5		100

		御前崎市		34700		0				0		0

		御殿場市		89030		400				11		400

		三島市		111838		893				9		893

		小山町		20629		487				0		487

		松崎町		7653		5				0		5

		沼津市		202304		2500				16		2500

		焼津市		143249		4300				13		4300

		森町		19435		0				2		0

		裾野市		54546		0				0		0

		清水町		32302		1.5				0		1.5

		西伊豆町		9469		5				0		5

		川根本町		8074		20				0		20

		袋井市		84846		1366				7		1366

		長泉町		40763		395				2		395

		島田市		100276		1603				5		1603

		東伊豆町		14064		340				9		340

		藤枝市		142151		776				4		776

		南伊豆町		9516		16				0		16

		熱海市		39611		25				3		25

		函南町		38571		19				0		19

		磐田市		168625		1515				4		1515

		富士宮市		132001		140				7		140

		富士市		254027		4300				22		4300

		牧之原市		49019		0				0		0

		いなべ市		45684		1500				0		1500

		伊賀市		97207		1873				10		1873

		伊勢市		130271		850				7		850

		紀宝町		11896		0				0		0

		紀北町		18611		400				2		400

		亀山市		51023		868				2		868

		玉城町		15297		2				0		2

		熊野市		19662		9304				3		9304

		桑名市		140290		926				9		926

		菰野町		39978		500				4		500

		御浜町		9376		1				1		1

		四日市市		307766		3000				21		3000

		志摩市		54694		1000				7		1000

		松阪市		168017		1100				10		1100

		川越町		14003		312				2		312

		多気町		15438		1099				0		1099

		大紀町		9846		3.7				0		3.7

		大台町		10416		0				0		0

		朝日町		9626		25				3		25

		鳥羽市		21435		450				4		450

		津市		285746		4862				22		4862

		度会町		8692		3.8				0		3.8

		東員町		25661		0				0		0

		南伊勢町		14791		0				2		0

		尾鷲市		20033		700				2		700

		名張市		80284		30				4		30

		明和町		22833		300				0		300

		木曽岬町		6855		340				0		340

		鈴鹿市		199293		2278				14		2278

		福井市		266796		3180				24		3180

		敦賀市		67760		1400				10		1400

		小浜市		31340		460				3		460

		大野市		35291		827				5		827

		勝山市		25466		565				3		565

		鯖江市		67450		1600				6		1600

		あわら市		29989		100				1		100

		越前市		85614		2400				9		2400

		坂井市		91900		0				9		0

		永平寺町		20647		92				0		92

		池田町		3046		3				0		3

		南越前町		11551		270				1		270

		越前町		23160		2000				0		2000

		美浜町		10563		300				0		300

		高浜町		11062		0				4		0

		おおい町		8580		1.3				0		1.3

		若狭町		16099		70				0		70

		近江八幡市		81738		307				7		307

		甲賀市		92704		930				4		930

		高島市		52486		20				0		20

		守山市		76560		2492				5		2492

		草津市		130874		10674				13		10674

		大津市		337634		8967				28		8967

		長浜市		124131		10000				8		10000

		東近江市		115479		6000				5		6000

		彦根市		112156		1539				4		1539

		米原市		40060		12				0		12

		綾部市		35836		2100				6		2100

		伊根町		2410		8				1		8

		井手町		8447		92				0		92

		宇治市		189609		3500				16		3500

		宇治田原町		9711		2.8				0		2.8

		笠置町		1626		2				1		2

		亀岡市		92399		1241				10		1241

		久御山町		15914		800				0		800

		宮津市		19948		350				3		350

		京丹後市		59038		1798				6		1798

		京丹波町		15732		9				1		9

		京田辺市		67910		1164				4		1164

		向日市		54328		1200				7		1200

		城陽市		80037		600				10		600

		精華町		35630		1011				3		1011

		大山崎町		15121		3				1		3

		長岡京市		79844		1050				10		1050

		南山城村		3078		40				0		40

		南丹市		35214		0				0		0

		八幡市		74227		650				10		650

		舞鶴市		88669		300				14		300

		福知山市		79652		3619				15		3619

		木津川市		69761		811				5		811

		与謝野町		23454		0				3		0

		和束町		4482		100				0		100

		豊中市		389341		10712324				33		10712324

		池田市		104229		1500				9		1500

		吹田市		355798		5000				20		5000

		高槻市		357359		6537				35		6537

		茨木市		274822		5071				15		5071

		箕面市		129895		2136				6		2136

		摂津市		83720		1567				8		1567

		島本町		28935		300				2		300

		豊能町		21989		127				1		127

		能勢町		11650		0				0		0

		守口市		146697		1687				11		1687

		枚方市		407978		4300				47		4300

		寝屋川市		238204		806				12		806

		大東市		127534		1000				4		1000

		門真市		130282		2844				9		2844

		四條畷市		57554		600				3		600

		交野市		77686		0				4		0

		八尾市		271460		9451				25		9451

		富田林市		119576		1208				12		1208

		河内長野市		112490		1043				12		1043

		松原市		124594		1155				5		1155

		柏原市		74773		580				5		580

		羽曳野市		117681		846				5		846

		藤井寺市		66165		900				4		900

		東大阪市		509533		4000				41		4000

		大阪狭山市		58227		0				4		0

		太子町		14220		10				0		10

		河南町		17040		230				1		230

		千早赤阪村		6015		132				0		132

		岸和田市		199234		3000				13		3000

		泉大津市		77548		1289				5		1289

		貝塚市		90519		980				5		980

		泉佐野市		100801		1788				7		1788

		和泉市		184988		2100				11		2100

		高石市		59572		0				6		0

		泉南市		64403		610				5		610

		阪南市		56646		1000				3		1000

		忠岡町		18149		5				2		5

		熊取町		45069		390				5		390

		田尻町		8085		100				1		100

		岬町		17504		100				5		100

		たつの市		80518		1280				3		1280

		芦屋市		93238		2603				13		2603

		伊丹市		196127		5000				22		5000

		稲美町		31026		450				0		450

		加古川市		266937		1047				23		1047

		加西市		47993		1000				7		1000

		加東市		40181		20				4		20

		三田市		114216		1500				5		1500

		篠山市		43263		200				4		200

		洲本市		47254		40				4		40

		小野市		49680		1300				4		1300

		上郡町		16636		100				1		100

		神河町		12289		253				1		253

		西宮市		482640		3657				53		3657

		西脇市		42802		585				3		585

		赤穂市		50523		2255				5		2255

		川西市		156423		1228				10		1228

		相生市		31158		305				4		305

		多可町		23104		240				0		240

		太子町		33438		100				3		100

		丹波市		67757		1018				0		1018

		猪名川町		31739		200				5		200

		尼崎市		453748		2500				28		2500

		姫路市		536270		7923				37		7923

		福崎町		19830		0				3		0

		豊岡市		85592		2000				7		2000

		明石市		290959		7682				25		7682

		養父市		26501		182				3		182

		宇陀市		34227		100				4		100

		葛城市		35859		864				1		864

		五條市		34460		836				3		836

		香芝市		75227		0.2				1		0.2

		桜井市		60146		1000				6		1000

		大和郡山市		89023		0				10		0

		大和高田市		68451		164				4		164

		天理市		69178		286				10		286

		奈良市		366591		3500				26		3500

		奈良市		366591		150				7		150

		有田市		30592		199				4		199

		かつらぎ町		18230		200				3		200

		すさみ町		4730		40				1		40

		みなべ町		13470		3				0		3

		印南町		8606		211				0		211

		海南市		54783		664				3		664

		和歌山市		370364		2				0		2

		橋本市		66361		54				5		54

		九度山町		4963		100				2		100

		古座川町		3103		580				2		580

		広川町		7714		186				0		186

		上富田町		14807		130				1		130

		新宮市		31498		0				3		0

		田辺市		79119		0				5		0

		湯浅町		13210		20				2		20

		那智勝浦町		17080		500				3		500

		日高町		7432		0				0		0

		白浜町		22696		1637				2		1637

		美浜町		8077		87				1		87

		北山村		486		1				0		1

		和歌山市		370364		2720				70		2720

		串本町		18249		1000				4		1000

		紀の川市		65840		600				2		600

		高野町		3975		5				0		5

		日高川町		10509		0				0		0

		有田川町		27162		50				2		50

		由良町		6508		182				4		182

		紀美野町		10391		1.8				0		1.8

		御坊市		26111		384				3		384

		太地町		3250		0				0		0

		境港市		35259		0				5		0

		琴浦町		18531		10				0		10

		江府町		3379		10				0		10

		三朝町		7015		90				0		90

		倉吉市		50720		1000				4		1000

		鳥取市		197449		2924				17		2924

		南部町		11536		70				1		70

		日吉津村		3339		30				0		30

		日野町		3745		40				0		40

		伯耆町		11621		13				0		13

		米子市		148271		4000				13		4000

		北栄町		15442		410				5		410

		安来市		41836		4500				8		4500

		隠岐の島町		15521		500				1		500

		雲南市		41917		1150				7		1150

		益田市		50015		300				4		300

		奥出雲町		14456		594				1		594

		海士町		2374		200				0		200

		吉賀町		6810		100				1		100

		江津市		25697		56				4		56

		出雲市		143796		4000				23		4000

		松江市		194258		1161				9		1161

		西ノ島町		3136		0				0		0

		川本町		3900		70				0		70

		大田市		37996		2169				6		2169

		知夫村		657		5				0		5

		津和野町		8427		62				0		62

		飯南町		5534		507				0		507

		美郷町		5351		100				0		100

		浜田市		61713		250				4		250

		邑南町		11959		100				5		100

		赤磐市		43458		1.4				0		1.4

		吉備中央町		13033		700				0		700

		早島町		12214		150				2		150

		和気町		15362		5				1		5

		新見市		33870		287				3		287

		笠岡市		54225		1319				6		1319

		玉野市		64588		1200				6		1200

		高梁市		34963		300				3		300

		瀬戸内市		37852		1500				0		1500

		倉敷市		475513		6000				49		6000

		津山市		106788		5130				12		5130

		備前市		37839		1000				3		1000

		井原市		43927		992				2		992

		久米南町		5296		291				0		291

		鏡野町		13580		500				2		500

		勝央町		11195		15				4		15

		新庄村		957		2				0		2

		真庭市		48964		1746				2		1746

		西粟倉村		1520		1.5				0		1.5

		浅口市		36114		767				2		767

		総社市		66201		10000				3		10000

		奈義町		6085		30				3		30

		美咲町		15642		3				4		3

		美作市		30498		32				4		32

		矢掛町		15092		47.9				0		47.9

		里庄町		10916		113				0		113

		安芸高田市		31487		100				0		100

		安芸太田町		7255		2000				1		2000

		海田町		28475		1000				2		1000

		熊野町		24533		465				3		465

		呉市		239973		9513				29		9513

		江田島市		27031		965				4		965

		坂町		13262		4.7				1		4.7

		三原市		100509		2600				9		2600

		三次市		56605		1300				7		1300

		庄原市		40244		1065				5		1065

		神石高原町		10350		80				0		80

		大竹市		28836		1802				4		1802

		竹原市		28644		650				3		650

		東広島市		190135		10399				16		10399

		廿日市市		114038		3200				22		3200

		尾道市		145202		2950				10		2950

		府中町		50442		500				7		500

		福山市		461357		5143				39		5143

		阿武町		3743		70				2		70

		宇部市		173772		2284				17		2284

		下関市		280947		0				42		0

		下松市		55012		3500				6		3500

		岩国市		143857		6600				23		6600

		光市		53004		550				5		550

		山口市		196628		4000				12		4000

		山陽小野田市		64550		700				8		700

		周南市		149487		5080				20		5080

		周防大島町		19084		361				0		361

		上関町		3332		90				2		90

		長門市		38349		150				5		150

		田布施町		15986		0				1		0

		萩市		53747		2500				5		2500

		美祢市		28630		400				3		400

		平生町		13491		12				3		12

		防府市		116611		2400				17		2400

		柳井市		34730		635				3		635

		和木町		6378		5				3		5

		徳島市		264548		2500				20		2500

		小松島市		40614		400				5		400

		阿南市		76063		1006				12		1006

		吉野川市		44020		1406				4		1406

		勝浦町		5765		0				0		0

		上勝町		1783		3				0		3

		佐那河内村		2588		3				0		3

		石井町		25954		223				0		223

		那賀町		9318		300				0		300

		美波町		7765		1500				1		1500

		松茂町		15070		219				0		219

		北島町		21658		0				0		0

		藍住町		33338		100				0		100

		板野町		14241		17				1		17

		上板町		12727		40				0		40

		つるぎ町		10490		41				0		41

		阿波市		39247		700				0		700

		三好市		29951		0				0		0

		神山町		6038		1				0		1

		東みよし町		15044		15				0		15

		美馬市		32484		1317				6		1317

		牟岐町		4826		20				0		20

		鳴門市		61513		1533				5		1533

		さぬき市		53000		600				2		600

		まんのう町		19087		0				0		0

		綾川町		24625		1048				1		1048

		宇多津町		18434		300				1		300

		観音寺市		62690		5600				5		5600

		丸亀市		110473		3500				10		3500

		琴平町		9967		56				1		56

		高松市		419429		14262				31		14262

		坂出市		55621		482				6		482

		三豊市		68512		2300				2		2300

		三木町		28464		7				0		7

		小豆島町		16152		330				1		330

		善通寺市		33817		250				4		250

		多度津町		23498		60				1		60

		直島町		3325		371				0		371

		土庄町		15123		29				3		29

		東かがわ市		33625		1517				0		1517

		愛南町		24061		14				0		14

		伊方町		10882		80				0		80

		伊予市		38017		25				3		25

		宇和島市		84210		1500				5		1500

		鬼北町		11633		2				0		2

		久万高原町		9644		46				0		46

		今治市		166532		3058				13		3058

		四国中央市		90187		5405				8		5405

		松山市		517231		9831				140		9831

		松前町		30359		188				2		188

		松野町		4377		5				0		5

		上島町		7648		0				0		0

		新居浜市		121735		2367				12		2367

		西条市		112091		450				7		450

		西予市		42080		1500				5		1500

		大洲市		47157		620				2		620

		砥部町		21981		26				0		26

		東温市		35253		30				0		30

		内子町		18045		1000				3		1000

		八幡浜市		38370		1000				3		1000

		いの町		25062		24				0		24

		安芸市		19547		766				3		766

		越知町		6374		0				0		0

		高知市		343393		6605				35		6605

		佐川町		13951		30				1		30

		四万十市		35933		2356				3		2356

		四万十町		18733		10				2		10

		室戸市		15210		200				0		200

		宿毛市		22610		200				3		200

		仁淀川町		6500		6				0		6

		須崎市		24698		10				2		10

		大月町		5783		16				0		16

		大川村		411		100				0		100

		中土佐町		7584		20				1		20

		津野町		6407		170				0		170

		土佐市		28686		22				0		22

		土佐清水市		16029		200				2		200

		梼原町		3984		70				0		70

		奈半利町		3542		7.5				0		7.5

		南国市		49472		30				3		30

		馬路村		1013		1.5				0		1.5

		大牟田市		123638		233				17		233

		久留米市		302402		5862				23		5862

		直方市		57686		236				10		236

		飯塚市		131492		7100				12		7100

		田川市		50605		31				4		31

		柳川市		71375		792				1		792

		八女市		69057		133				4		133

		筑後市		48512		300				3		300

		大川市		37448		100				5		100

		行橋市		70468		0				6		0

		豊前市		27031		45.4				2		45.4

		中間市		44210		538				4		538

		小郡市		58499		1006				7		1006

		筑紫野市		100172		1047				6		1047

		春日市		106780		2000				13		2000

		大野城市		95087		1261				9		1261

		宗像市		95501		2659				6		2659

		太宰府市		70482		200				4		200

		古賀市		57920		39				1		39

		福津市		55431		380				0		380

		うきは市		31640		54				0		54

		宮若市		30081		72				4		72

		嘉麻市		42589		3090				17		3090

		朝倉市		56355		644				7		644

		みやま市		40732		0				0		0

		糸島市		98435		3797				0		3797

		那珂川町		49780		565				1		565

		宇美町		38592		216				1		216

		篠栗町		31318		30				0		30

		志免町		43564		1064				0		1064

		須恵町		26044		57				1		57

		新宮町		24679		1404				0		1404

		久山町		8373		3				0		3

		粕屋町		41997		350				0		350

		芦屋町		15369		570				4		570

		水巻町		30021		572				3		572

		岡垣町		32119		100				2		100

		遠賀町		19160		50				2		50

		小竹町		8602		337				2		337

		鞍手町		17088		50				0		50

		桂川町		13863		0				1		0

		筑前町		29155		185				0		185

		東峰村		2432		13				0		13

		大刀洗町		15284		8				1		8

		大木町		14350		140				1		140

		広川町		20253		2				0		2

		香春町		11685		215				2		215

		添田町		10909		0				4		0

		糸田町		9617		9				0		9

		川崎町		18264		290				5		290

		大任町		5503		1.5				0		1.5

		赤村		3251		444				0		444

		福智町		24714		8				0		8

		苅田町		36005		260				4		260

		みやこ町		21572		30				2		30

		吉富町		6792		135				0		135

		上毛町		7852		29				0		29

		築上町		19544		147				0		147

		みやき町		26175		361				0		361

		伊万里市		57161		30				3		30

		嬉野市		28984		300				2		300

		江北町		9515		500				0		500

		佐賀市		237506		820				17		820

		鹿島市		30720		132				7		132

		小城市		45133		100				0		100

		上峰町		9224		200				0		200

		多久市		21404		783				2		783

		太良町		9842		3				1		3

		大町町		7369		5				0		5

		鳥栖市		69074		1000				4		1000

		唐津市		126926		7000				11		7000

		武雄市		50699		3000				4		3000

		有田町		20929		100				1		100

		長崎市		443766		6483				48		6483

		佐世保市		261101		5000				27		5000

		島原市		47455		2007				9		2007

		諫早市		140752		1761				9		1761

		大村市		90517		1738				9		1738

		松浦市		25145		500				4		500

		対馬市		34407		2000				5		2000

		壱岐市		29377		1000				3		1000

		五島市		40622		1543				3		1543

		西海市		31176		469				4		469

		雲仙市		47245		0				3		0

		南島原市		50363		100				2		100

		東彼杵町		8903		35				0		35

		川棚町		14651		2				4		2

		小値賀町		2849		50				1		50

		佐々町		13599		132				1		132

		新上五島町		22074		400				3		400

		あさぎり町		16638		150				0		150

		阿蘇市		28444		0				3		0

		宇城市		61878		6300				2		6300

		益城町		32676		630				2		630

		嘉島町		8676		50				0		50

		菊池市		50194		500				2		500

		球磨村		4249		195				0		195

		玉名市		69541		100				2		100

		五木村		1205		0.7				1		0.7

		御船町		17888		4				0		4

		甲佐町		11181		200				0		200

		荒尾市		55321		398				5		398

		合志市		55002		60				4		60

		山鹿市		55391		4300				2		4300

		山都町		16981		9				0		9

		小国町		7877		0				0		0

		人吉市		35611		350				3		350

		相良村		4934		69				0		69

		長洲町		16594		3				0		3

		津奈木町		5062		83				1		83

		天草市		89065		2908				6		2908

		湯前町		4375		25				0		25

		南阿蘇村		11972		15				0		15

		南関町		10564		20				1		20

		南小国町		4429		0				0		0

		八代市		132266		433				20		433

		氷川町		12715		5				0		5

		宇佐市		59008		300				2		300

		臼杵市		41469		1972				3		1972

		杵築市		32083		200				6		200

		九重町		10421		7				3		7

		玖珠町		17054		350				2		350

		国東市		32002		0				1		0

		佐伯市		76951		1200				8		1200

		大分市		474094		4481				85		4481

		竹田市		24423		500				3		500

		中津市		84312		228				7		228

		津久見市		19917		800				3		800

		日出町		28221		30				3		30

		日田市		70940		1630				6		1630

		姫島村		2189		11				1		11

		別府市		125385		79				4		79

		豊後高田市		23906		400				1		400

		豊後大野市		39452		300				4		300

		由布市		34702		27				4		27

		宮崎市		400583		4692				32		4692

		都城市		169602		4300				13		4300

		延岡市		131182		2900				14		2900

		日南市		57689		614				5		614

		小林市		48270		25				6		25

		日向市		63223		191				3		191

		串間市		20453		100				4		100

		西都市		32614		1000				8		1000

		えびの市		21606		193				3		193

		三股町		24800		198				3		198

		高原町		10000		20				1		20

		国富町		20909		500				1		500

		綾町		7224		20				0		20

		高鍋町		21733		100				2		100

		新富町		18092		1000				5		1000

		西米良村		1241		159				1		159

		木城町		5177		10				1		10

		川南町		17009		50				2		50

		都農町		11137		80				4		80

		門川町		18854		140				2		140

		諸塚村		1882		13				0		13

		椎葉村		3092		5				0		5

		美郷町		6248		600				0		600

		高千穂町		13723		70				1		70

		日之影町		4463		200				1		200

		五ヶ瀬町		4427		12				0		12

		鹿児島市		605846		10461.5				65		10461.5

		鹿屋市		105070		1830				14		1830

		枕崎市		23638		4				3		4

		阿久根市		23154		500				5		500

		出水市		55621		500				6		500

		指宿市		44396		450				4		450

		西之表市		16951		20				2		20

		垂水市		17248		50				3		50

		薩摩川内市		99589		1500				8		1500

		日置市		50822		980				5		980

		曽於市		39221		1209				6		1209

		霧島市		127487		293				9		293

		いちき串木野市		31144		300				5		300

		南さつま市		38704		200				7		200

		志布志市		33034		9				7		9

		奄美市		46121		1180				7		1180

		南九州市		39065		1114				5		1114

		伊佐市		29304		563				5		563

		姶良市		74809		1270				7		1270

		三島村		418		1				2		1

		十島村		657		12				1		12

		さつま町		24109		596				2		596

		長島町		11105		110				2		110

		湧水町		11595		10				2		10

		大崎町		14215		209				2		209

		東串良町		6802		2				0		2

		錦江町		8987		70				0		70

		南大隅町		8815		50				1		50

		肝付町		17160		100				2		100

		中種子町		8696		200				1		200

		南種子町		6218		63				2		63

		屋久島町		13589		120				1		120

		大和村		1765		30				3		30

		宇検村		1932		50				1		50

		瀬戸内町		9874		80				1		80

		龍郷町		6078		200				1		200

		喜界町		8169		100				1		100

		徳之島町		12090		18				1		18

		天城町		6653		200				1		200

		伊仙町		6844		10				1		10

		和泊町		7114		150				0		150

		知名町		6806		53				0		53

		与論町		5327		913				0		913

		うるま市		116979		3948				9		3948

		粟国村		863		817				0		817

		浦添市		110351		2600				8		2600

		沖縄市		130249		5000				29		5000

		恩納村		10144		300				2		300

		嘉手納町		13827		450				4		450

		宜野座村		5331		39				1		39

		宜野湾市		91928		2528				12		2528

		宮古島市		52039		1610				2		1610

		国頭村		5188		420				0		420

		今帰仁村		9257		173				2		173

		座間味村		865		11				0		11

		糸満市		57320		9				0		9

		西原町		34766		582				2		582

		石垣市		46922		738				4		738

		多良間村		1231		20				0		20

		大宜味村		3221		2000				3		2000

		中城村		17680		550				2		550

		渡嘉敷村		760		525				0		525

		渡名喜村		452		100				0		100

		東村		1794		80				0		80

		読谷村		38200		200				2		200

		那覇市		315954		9386				140		9386

		南城市		39758		99				6		99

		南風原町		35244		630				4		630

		豊見城市		57261		2200				14		2200

		北大東村		665		2				0		2

		北谷町		27264		1098				6		1098

		北中城村		15951		100				2		100

		本部町		13870		660				2		660

		名護市		60231		4550				15		4550

		与那原町		16318		328				1		328
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人口（人）

営繕関係予算規模（百万円）
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【市町村】

営繕技術職員数（人）

営繕関係予算規模（百万円）

営繕技術職員数に対する営繕関係予算規模



		



【市町村】

人口（人）

営繕関係予算規模（百万円）

人口に対する営繕関係予算規模



		



【市町村】

営繕技術職員数（人）

営繕関係予算規模（百万円）

営繕技術職員数に対する営繕関係予算規模



		

				営繕技術職員数（人） エイゼンギジュツショクインスウニン				5.3

				（内訳） ウチワケ		建築職（人） ケンチクショク		3.8

						電気職（人） デンキショク		0.8

						機械職（人） キカイショク		0.6

												営繕技術職員数		市町村数 シチョウソンスウ		割合 ワリアイ

												０人（不明含む） ニンフメイフク		398		27.9%

												１人 ニン		166		11.6%

												２～４人 ニン		447		31.4%

												５～９人 ニン		214		15.0%

												１０～１９人 ニン		110		7.7%

												２０～４９人 ニン		79		5.5%

												５０～９９人 ニン		9		0.6%

												１００人以上 ニンイジョウ		2		0.1%

												全体 ゼンタイ		1,425		100.0%





		

		営繕技術職員数（人） エイゼンギジュツショクインスウニン		5.3

		建築職（人） ケンチクショク		3.8

		電気職（人） デンキショク		0.8

		機械職（人） キカイショク		0.6

		行ラベル		データの個数 / 営繕技術職（人）

		0		398

		1		166

		1.5		1

		2		187

		3		140

		4		119

		5		65

		6		49

		7		43

		8		28

		9		29

		10		25

		11		9

		12		15

		13		14

		14		9

		15		10

		16		5

		17		14

		18		7

		19		2

		20		6

		21		4

		22		7

		23		8

		24		3

		25		3

		26		4

		27		3

		28		5

		29		6

		30		1

		31		4

		32		3

		33		1

		35		3

		36		2

		37		1

		38		1

		39		2

		40		2

		41		2

		42		2

		43		1

		46		2

		47		1

		48		1

		49		1

		53		2

		54		1

		65		1

		66		1

		68		1

		70		1

		80		1

		85		1

		140		2

		総計		1425

		営繕技術職員数		該当する市町村数 ガイトウシチョウソンスウ		全体に占める割合 ゼンタイシワリアイ

		０人（不明含む） ニンフメイフク		398		27.9%

		１人 ニン		166		11.6%

		２～４人 ニン		447		31.4%

		５～９人 ニン		214		15.0%

		１０～１９人 ニン		110		7.7%

		２０～４９人 ニン		79		5.5%

		５０～９９人 ニン		9		0.6%

		１００人以上 ニンイジョウ		2		0.1%

		合計 ゴウケイ		1425		100.0%

				人口（人） ジンコウニン		営繕技術職員数（人） エイゼンギジュツショクインスウニン

		愛別町		3328		2

		赤井川村		1262		2

		赤平市		12637		3

		旭川市		347095		32

		芦別市		16628		4

		足寄町		7630		2

		厚岸町		10630		3

		厚沢部町		4409		1

		厚真町		4890		3

		網走市		40998		5

		安平町		8726		2

		池田町		7527		1

		石狩市		59449		4

		今金町		6186		2

		岩内町		14451		3

		岩見沢市		90145		10

		歌志内市		4387		1

		浦臼町		2206		1

		浦河町		14389		3

		浦幌町		5460		1

		雨竜町		3049		2

		江差町		9004		2

		枝幸町		9125		2

		恵庭市		69384		9

		江別市		123722		8

		えりも町		5413		3

		遠軽町		22265		6

		遠別町		3084		1

		雄武町		4939		4

		大空町		7933		2

		奥尻町		3033		1

		置戸町		3428		2

		興部町		4301		2

		長万部町		6386		2

		小樽市		131928		15

		音威子府村		995		1

		音更町		45085		5

		乙部町		4408		1

		帯広市		168057		12

		小平町		3717		1

		上川町		4532		2

		上士幌町		5080		3

		上砂川町		4086		4

		上ノ国町		5428		1

		上富良野町		11545		2

		神恵内村		1122		3

		木古内町		5341		2

		北広島市		60353		4

		北見市		125689		13

		喜茂別町		2490		1

		京極町		3811		1

		共和町		6428		2

		清里町		4551		1

		釧路市		181169		17

		釧路町		20526		3

		倶知安町		15568		3

		栗山町		13340		2

		黒松内町		3250		1

		訓子府町		5435		1

		剣淵町		3565		2

		小清水町		5358		1

		更別村		3391		1

		様似町		5114		2

		猿払村		2825		1

		佐呂間町		5892		2

		鹿追町		5702		2

		鹿部町		4767		2

		標茶町		8285		2

		士別市		21787		3

		標津町		5646		2

		士幌町		6416		2

		島牧村		1781		0

		清水町		9961		2

		占冠村		1394		1

		下川町		3775		2

		積丹町		2516		2

		斜里町		13045		2

		初山別村		1369		0

		白老町		19376		3

		白糠町		9294		2

		知内町		5074		2

		新篠津村		3515		2

		新得町		6653		2

		新十津川町		7249		2

		新ひだか町		25419		3

		寿都町		3443		2

		砂川市		19056		2

		せたな町		9590		4

		壮瞥町		3232		2

		大樹町		5977		2

		鷹栖町		7345		2

		滝川市		43170		6

		滝上町		3028		2

		伊達市		36278		4

		秩父別町		2730		1

		千歳市		93604		17

		月形町		4859		1

		津別町		5646		2

		鶴居村		2627		1

		天塩町		3780		0

		弟子屈町		8278		2

		当別町		18766		3

		当麻町		7087		2

		洞爺湖町		10132		1

		苫小牧市		173320		14

		苫前町		3656		2

		泊村		1883		1

		豊浦町		4528		2

		豊頃町		3394		3

		豊富町		4378		11

		奈井江町		6194		2

		中川町		1907		1

		中札内村		4006		1

		中標津町		23982		2

		中頓別町		1974		1

		長沼町		11691		3

		中富良野町		5477		1

		七飯町		28463		2

		名寄市		30591		5

		南幌町		8778		2

		新冠町		5775		2

		仁木町		3800		1

		西興部村		1135		1

		ニセコ町		4823		2

		沼田町		3612		1

		根室市		29201		4

		登別市		51526		13

		函館市		279127		18

		羽幌町		7964		2

		浜頓別町		4168		2

		浜中町		6511		2

		美瑛町		10956		2

		東神楽町		9292		1

		東川町		7859		2

		日高町		13615		4

		比布町		4042		1

		美唄市		26034		6

		美深町		5178		1

		美幌町		21575		3

		平取町		5596		2

		広尾町		7881		2

		深川市		23709		6

		福島町		5114		2

		富良野市		24259		4

		古平町		3611		1

		別海町		15855		4

		北斗市		48032		3

		北竜町		2193		1

		幌加内町		1710		2

		幌延町		2677		2

		本別町		8275		2

		幕別町		26547		2

		増毛町		5078		2

		真狩村		2189		1

		松前町		8748		2

		三笠市		10221		3

		南富良野町		2814		1

		むかわ町		9746		3

		室蘭市		94535		10

		芽室町		18905		3

		妹背牛町		3462		1

		森町		17859		1

		紋別市		24750		5

		八雲町		18896		2

		夕張市		10922		4

		湧別町		10041		2

		由仁町		5896		1.5

		余市町		21258		4

		羅臼町		5885		1

		蘭越町		5292		2

		陸別町		2650		1

		利尻町		2590		2

		利尻富士町		3037		0

		留寿都村		2034		1

		留萌市		24457		2

		礼文町		3078		1

		稚内市		39595		3

		和寒町		3832		2

		青森市		299520		15

		弘前市		183473		10

		黒石市		36132		4

		五所川原市		58421		9

		十和田市		66110		3

		三沢市		41258		10

		むつ市		61066		6

		つがる市		37243		1

		平内町		12361		1

		今別町		3217		1

		蓬田村		3271		0

		外ヶ浜町		7089		0

		鰺ヶ沢町		11449		2

		西目屋村		1594		0

		大鰐町		10978		1

		鶴田町		14270		0

		中泊町		12743		2

		野辺地町		14314		2

		七戸町		16759		0

		おいらせ町		24211		2

		横浜町		4881		0

		六ヶ所村		11095		1

		大間町		6340		0

		東通村		7252		1

		風間浦村		2463		0

		佐井村		2422		0

		五戸町		18712		0

		田子町		6175		0

		南部町		19853		0

		階上町		14699		0

		新郷村		2851		0

		宮古市		59430		9

		大船渡市		40737		8

		北上市		93138		4

		久慈市		36872		4

		一関市		118578		7

		陸前高田市		23300		6

		二戸市		29702		2

		八幡平市		28680		4

		奥州市		124746		4

		岩手町		14984		0

		紫波町		33288		3

		西和賀町		6602		0

		金ケ崎町		16325		2

		平泉町		8345		0

		住田町		6190		2

		大槌町		15276		0

		山田町		18617		2

		岩泉町		10804		1

		普代村		3088		0

		軽米町		10209		0

		野田村		4632		0

		九戸村		6507		0

		洋野町		17913		3

		一戸町		14187		1

		白石市		37422		2

		角田市		31336		4

		蔵王町		12882		3

		七ヶ宿町		1694		0

		大河原町		23530		5

		村田町		11995		2

		柴田町		39341		2

		川崎町		9978		3

		丸森町		15501		0

		塩竈市		56490		6

		名取市		73134		8

		多賀城市		63060		7

		岩沼市		44187		2

		山元町		16704		12

		松島町		15085		5

		七ヶ浜町		20416		3

		大和町		24894		2

		大郷町		8927		1

		富谷町		47042		5

		大衡村		5334		1

		大崎市		135147		8

		色麻町		7431		2

		加美町		25527		2

		涌谷町		17494		1

		美里町		25190		1

		栗原市		74932		3

		女川町		10051		8

		東松島市		42903		12

		登米市		83969		6

		気仙沼市		73489		5

		南三陸町		17429		9

		秋田市		323600		29

		横手市		98367		4

		大館市		78946		4

		男鹿市		32294		3

		湯沢市		50849		3

		潟上市		34442		0

		大仙市		88301		8

		にかほ市		27544		0

		小坂町		6054		1

		三種町		18876		0

		八峰町		8220		0

		藤里町		3848		0

		井川町		5493		0

		大潟村		3218		0

		美郷町		21674		1

		寒河江市		42373		1

		高畠町		25025		3

		鮭川村		4862		0

		三川町		7731		0

		山形市		254244		13

		山辺町		15139		0

		酒田市		111151		10

		舟形町		6164		0

		小国町		8862		0

		上山市		33836		8

		新庄市		38850		3

		西川町		6270		0

		村山市		26811		2

		大江町		9227		0

		中山町		12015		0

		長井市		29473		0

		鶴岡市		136623		7

		天童市		62214		9

		東根市		46414		1

		南陽市		33658		1

		白鷹町		15314		2

		飯豊町		7943		0

		尾花沢市		18955		0

		米沢市		89401		9

		いわき市		342249		18

		下郷町		6461		2

		会津若松市		126220		16

		喜多方市		52356		5

		広野町		5418		0

		国見町		10086		0

		鮫川村		3989		0

		三春町		18191		3

		須賀川市		79267		13

		西郷村		19767		0

		川俣町		15569		3

		浅川町		6888		0

		大熊町		11515		0

		只見町		4932		1

		棚倉町		15062		0

		猪苗代町		15805		1

		天栄村		6291		0

		田村市		40422		2

		湯川村		3364		1

		楢葉町		7700		3

		南会津町		17864		3

		南相馬市		70878		10

		二本松市		59871		2

		白河市		64704		7

		塙町		9884		0

		矢祭町		6348		0

		矢吹町		18407		0

		柳津町		4009		0

		浪江町		20905		0

		檜枝岐村		636		0

		水戸市		268750		21

		日立市		193129		14

		土浦市		143839		8

		古河市		142995		9

		石岡市		79687		2

		結城市		52494		2

		龍ケ崎市		80334		0

		下妻市		44987		3

		常総市		65320		2

		常陸太田市		56250		5

		高萩市		31017		2

		北茨城市		47026		2

		笠間市		79409		3

		取手市		109651		1

		牛久市		81684		8

		つくば市		214590		4

		ひたちなか市		157060		21

		鹿嶋市		66093		4

		潮来市		30534		3

		守谷市		62482		4

		常陸大宮市		45178		0

		那珂市		54240		3

		筑西市		108527		0

		坂東市		56114		4

		稲敷市		46895		0

		かすみがうら市		43553		0

		桜川市		45673		2

		神栖市		94795		5

		行方市		37611		0

		鉾田市		50156		0

		つくばみらい市		44461		0

		小美玉市		52279		0

		茨城町		34513		4

		大洗町		18328		0

		城里町		21491		0

		東海村		37438		4

		大子町		20073		0

		美浦村		17299		0

		阿見町		47940		4

		河内町		10172		0

		八千代町		23106		0

		五霞町		9410		0

		境町		25714		0

		利根町		17473		0

		宇都宮市		511739		53

		足利市		154530		9

		栃木市		139262		10

		佐野市		121249		6

		鹿沼市		102348		7

		日光市		90066		6

		小山市		164454		15

		真岡市		82289		3

		大田原市		77729		10

		矢板市		35343		0

		那須塩原市		117812		7

		さくら市		44768		2

		那須烏山市		29206		1

		下野市		59483		1

		上三川町		31621		0

		益子町		24348		0

		茂木町		15018		0

		市貝町		12094		0

		芳賀町		16030		0

		壬生町		39605		0

		野木町		25720		0

		塩谷町		12560		0

		高根沢町		30436		0

		那須町		26765		1

		那珂川町		18446		1

		前橋市		340291		31

		高崎市		371302		19

		桐生市		121704		10

		伊勢崎市		207221		12

		太田市		216465		23

		沼田市		51265		3

		館林市		78608		5

		渋川市		83330		6

		藤岡市		67975		4

		富岡市		52070		4

		安中市		61077		3

		みどり市		51899		0

		吉岡町		19801		0

		下仁田町		8911		0

		南牧村		2423		0

		甘楽町		13618		0

		中之条町		18216		0

		東吾妻町		15622		0

		長野原町		6017		0

		嬬恋村		10183		0

		高山村		3911		0

		片品村		4904		0

		川場村		3898		0

		みなかみ町		21345		1

		玉村町		37536		0

		板倉町		15706		1

		明和町		11209		0

		千代田町		11473		0

		大泉町		40257		3

		邑楽町		27023		0

		銚子市		70210		6

		市川市		473919		29

		船橋市		609040		43

		館山市		49290		8

		木更津市		129312		11

		松戸市		484457		31

		野田市		155491		6

		茂原市		93015		3

		成田市		128933		26

		佐倉市		172183		15

		東金市		61751		9

		旭市		69058		3

		習志野市		164530		23

		柏市		404012		26

		勝浦市		20788		2

		市原市		280416		21

		流山市		163984		7

		八千代市		189781		10

		我孫子市		134017		6

		鴨川市		35766		0

		鎌ケ谷市		107853		5

		君津市		89168		7

		富津市		48073		3

		浦安市		164877		0

		四街道市		86726		9

		袖ケ浦市		60355		4

		八街市		73212		1

		印西市		88176		4

		白井市		60345		2

		富里市		51087		4

		南房総市		42104		0

		匝瑳市		39814		3

		香取市		82866		8

		山武市		56089		0

		いすみ市		40962		2

		大網白里市		50113		4

		酒々井町		21234		3

		栄町		22580		0

		神崎町		6454		1

		多古町		16002		0

		東庄町		15154		0

		九十九里町		18004		0

		芝山町		7920		0

		横芝光町		24675		0

		一宮町		12034		0

		睦沢町		7340		0

		長生村		14752		0

		白子町		12151		0

		長柄町		8035		0

		長南町		9073		0

		大多喜町		10671		0

		御宿町		7738		0

		鋸南町		8950		0

		川越市		342670		18

		熊谷市		203180		13

		川口市		500598		28

		秩父市		66955		2

		所沢市		341924		23

		飯能市		83549		4

		本庄市		81889		8

		東松山市		90099		4

		春日部市		237171		7

		狭山市		155727		6

		羽生市		56204		3

		鴻巣市		119639		6

		深谷市		144618		11

		草加市		243855		13

		越谷市		326313		17

		蕨市		71502		4

		戸田市		123079		3

		入間市		149872		5

		朝霞市		129691		5

		志木市		69611		3

		和光市		80745		4

		新座市		158777		6

		桶川市		74711		3

		久喜市		154310		6

		北本市		68888		4

		八潮市		82977		8

		三郷市		131415		7

		蓮田市		63309		3

		坂戸市		101700		5

		幸手市		54012		4

		吉川市		65298		3

		白岡市		50272		5

		伊奈町		42494		10

		三芳町		38706		9

		毛呂山町		39054		0

		小川町		32913		1

		川島町		22147		0

		吉見町		21079		0

		ときがわ町		12418		6

		横瀬町		9039		0

		長瀞町		7908		0

		東秩父村		3348		0

		美里町		11605		0

		寄居町		35774		0

		宮代町		33641		0

		杉戸町		46923		4

		松伏町		31153		2

		葛飾区		442586		40

		江戸川区		678967		42

		江東区		460819		46

		港区		205131		28

		荒川区		203296		27

		渋谷区		204492		31

		新宿区		326309		39

		杉並区		549569		46

		世田谷区		877138		68

		千代田区		47115		17

		足立区		683426		22

		台東区		175928		22

		大田区		693373		54

		中央区		122762		17

		中野区		314750		36

		板橋区		535824		38

		品川区		365302		25

		文京区		206626		26

		北区		335544		41

		墨田区		247606		18

		目黒区		268330		27

		練馬区		716124		66

		豊島区		284678		28

		あきる野市		80868		7

		稲城市		84835		8

		羽村市		57032		6

		御蔵島村		348		0

		国分寺市		120650		4

		国立市		75510		15

		狛江市		78751		8

		三鷹市		186083		11

		三宅村		2676		0

		小金井市		118852		5

		小平市		187035		15

		昭島市		112297		8

		新島村		2883		0

		瑞穂町		33497		0

		清瀬市		74104		6

		西東京市		196511		9

		青梅市		139339		10

		多摩市		147648		16

		町田市		426987		36

		調布市		223593		17

		東久留米市		116546		7

		東村山市		153557		7

		東大和市		83068		7

		日の出町		16650		1

		日野市		180052		9

		八王子市		580053		29

		八丈町		8231		1

		府中市		255506		8

		武蔵村山市		70053		7

		武蔵野市		138734		14

		福生市		59796		0

		立川市		179668		20

		檜原村		2558		0

		横須賀市		418325		29

		平塚市		260780		40

		鎌倉市		174314		14

		藤沢市		409657		35

		小田原市		198327		22

		茅ヶ崎市		235081		23

		逗子市		58302		2

		三浦市		48352		3

		秦野市		170145		9

		厚木市		224420		18

		大和市		228186		11

		伊勢原市		101039		3

		海老名市		127707		8

		座間市		129436		4

		南足柄市		44020		2

		綾瀬市		83167		6

		葉山町		32766		1

		寒川町		47672		2

		大磯町		33032		3

		二宮町		29522		0

		中井町		10010		0

		大井町		17972		0

		松田町		11676		0

		山北町		11764		0

		開成町		16369		0

		箱根町		13853		12

		真鶴町		8212		0

		湯河原町		26848		3

		愛川町		42089		2

		清川村		3459		0

		甲州市		33927		3

		甲府市		198992		17

		山中湖村		5324		0

		山梨市		36832		2

		市川三郷町		17111		0

		昭和町		17653		0

		上野原市		27114		0

		早川町		1246		0

		大月市		28120		4

		都留市		33588		1

		道志村		1919		0

		南アルプス市		72635		0

		韮崎市		32477		3

		富士河口湖町		25471		3

		富士川町		16307		2

		北杜市		46968		2

		鳴沢村		2964		0

		長野市		381511		32

		松本市		243037		18

		岡谷市		52841		4

		飯田市		105335		7

		諏訪市		51200		3

		須坂市		52168		6

		小諸市		43997		0

		伊那市		71093		4

		駒ヶ根市		33693		3

		中野市		45638		3

		大町市		29801		4

		飯山市		23545		0

		茅野市		56391		4

		佐久市		100552		17

		千曲市		62068		3

		東御市		30696		4

		安曇野市		96479		7

		小海町		5180		0

		川上村		4972		0

		南相木村		1121		1

		北相木村		842		0

		軽井沢町		19018		1

		御代田町		14738		1

		立科町		7707		0

		青木村		4609		0

		長和町		6780		0

		富士見町		15338		0

		原村		7573		0

		箕輪町		26214		0

		飯島町		9902		0

		中川村		5074		0

		宮田村		8974		0

		松川町		13676		0

		高森町		13216		0

		阿南町		5455		0

		平谷村		563		0

		下條村		4200		0

		売木村		656		0

		喬木村		6692		0

		豊丘村		6819		0

		大鹿村		1160		0

		上松町		5245		0

		木祖村		3134		0

		大桑村		4145		0

		木曽町		12743		0

		山形村		8425		0

		朝日村		4741		0

		筑北村		5172		0

		池田町		10329		0

		松川村		10093		0

		白馬村		9205		0

		坂城町		15730		8

		小布施町		11072		0

		高山村		7563		0

		山ノ内町		13678		0

		木島平村		4939		0

		野沢温泉村		3853		0

		信濃町		9238		0

		小川村		3041		0

		長岡市		282674		19

		三条市		102292		6

		柏崎市		91451		7

		新発田市		101202		18

		小千谷市		38600		4

		加茂市		29762		2

		十日町市		58911		4

		見附市		41862		4

		村上市		66427		2

		燕市		81876		5

		糸魚川市		47702		4

		妙高市		35457		4

		五泉市		54550		4

		上越市		203899		24

		阿賀野市		45560		2

		佐渡市		62727		2

		魚沼市		40361		0

		南魚沼市		61624		1

		胎内市		31424		3

		聖籠町		13724		1

		弥彦村		8582		0

		田上町		12791		0

		阿賀町		13303		0

		出雲崎町		4907		3

		湯沢町		8396		0

		津南町		10881		0

		刈羽村		4800		0

		関川村		6438		1

		富山市		421953		20

		高岡市		176061		15

		魚津市		44959		3

		氷見市		51726		3

		滑川市		33676		1

		黒部市		41852		2

		砺波市		49410		7

		小矢部市		32067		2

		南砺市		54724		1

		射水市		93588		7

		舟橋村		2967		0

		上市町		21965		1

		立山町		27466		3

		入善町		27182		2

		金沢市		462361		24

		七尾市		57900		5

		小松市		108433		4

		輪島市		29858		1

		珠洲市		16300		2

		加賀市		71887		3

		羽咋市		23032		2

		かほく市		34651		1

		白山市		110459		7

		能美市		48680		4

		野々市市		17344		2

		川北町		6147		0

		津幡町		36940		4

		内灘町		26927		0

		志賀町		22216		0

		宝達志水町		14277		0

		中能登町		18535		0

		穴水町		9735		0

		能登町		19565		0

		坂祝町		8361		80

		安八町		15271		0

		羽島市		67197		3

		下呂市		36314		4

		可児市		97436		3

		海津市		37941		0

		笠松町		22809		0

		関ケ原町		8096		0

		関市		91418		6

		岐南町		23804		1

		岐阜市		413136		30

		郡上市		44491		0

		恵那市		53718		6

		御嵩町		18824		0

		高山市		92747		4

		山県市		29629		1

		七宗町		4484		0

		神戸町		20065		0

		垂井町		28505		3

		瑞穂市		51950		1

		瑞浪市		40387		3

		多治見市		112595		12

		大野町		23859		1

		池田町		24980		0

		中津川市		80910		4

		土岐市		60475		3

		東白川村		2514		0

		八百津町		12045		0

		飛騨市		26732		2

		美濃加茂市		54729		5

		美濃市		22629		2

		富加町		5516		0

		北方町		18395		0

		本巣市		35047		1

		揖斐川町		23784		0

		養老町		31332		5

		伊豆市		34202		0

		伊東市		71437		5

		伊豆の国市		49269		0

		下田市		25013		3

		河津町		7998		0

		掛川市		116363		4

		菊川市		47041		0

		吉田町		29815		0

		湖西市		60107		5

		御前崎市		34700		0

		御殿場市		89030		11

		三島市		111838		9

		小山町		20629		0

		松崎町		7653		0

		沼津市		202304		16

		焼津市		143249		13

		森町		19435		2

		裾野市		54546		0

		清水町		32302		0

		西伊豆町		9469		0

		川根本町		8074		0

		袋井市		84846		7

		長泉町		40763		2

		島田市		100276		5

		東伊豆町		14064		9

		藤枝市		142151		4

		南伊豆町		9516		0

		熱海市		39611		3

		函南町		38571		0

		磐田市		168625		4

		富士宮市		132001		7

		富士市		254027		22

		牧之原市		49019		0

		いなべ市		45684		0

		伊賀市		97207		10

		伊勢市		130271		7

		紀宝町		11896		0

		紀北町		18611		2

		亀山市		51023		2

		玉城町		15297		0

		熊野市		19662		3

		桑名市		140290		9

		菰野町		39978		4

		御浜町		9376		1

		四日市市		307766		21

		志摩市		54694		7

		松阪市		168017		10

		川越町		14003		2

		多気町		15438		0

		大紀町		9846		0

		大台町		10416		0

		朝日町		9626		3

		鳥羽市		21435		4

		津市		285746		22

		度会町		8692		0

		東員町		25661		0

		南伊勢町		14791		2

		尾鷲市		20033		2

		名張市		80284		4

		明和町		22833		0

		木曽岬町		6855		0

		鈴鹿市		199293		14

		福井市		266796		24

		敦賀市		67760		10

		小浜市		31340		3

		大野市		35291		5

		勝山市		25466		3

		鯖江市		67450		6

		あわら市		29989		1

		越前市		85614		9

		坂井市		91900		9

		永平寺町		20647		0

		池田町		3046		0

		南越前町		11551		1

		越前町		23160		0

		美浜町		10563		0

		高浜町		11062		4

		おおい町		8580		0

		若狭町		16099		0

		近江八幡市		81738		7

		甲賀市		92704		4

		高島市		52486		0

		守山市		76560		5

		草津市		130874		13

		大津市		337634		28

		長浜市		124131		8

		東近江市		115479		5

		彦根市		112156		4

		米原市		40060		0

		綾部市		35836		6

		伊根町		2410		1

		井手町		8447		0

		宇治市		189609		16

		宇治田原町		9711		0

		笠置町		1626		1

		亀岡市		92399		10

		久御山町		15914		0

		宮津市		19948		3

		京丹後市		59038		6

		京丹波町		15732		1

		京田辺市		67910		4

		向日市		54328		7

		城陽市		80037		10

		精華町		35630		3

		大山崎町		15121		1

		長岡京市		79844		10

		南山城村		3078		0

		南丹市		35214		0

		八幡市		74227		10

		舞鶴市		88669		14

		福知山市		79652		15

		木津川市		69761		5

		与謝野町		23454		3

		和束町		4482		0

		豊中市		389341		33

		池田市		104229		9

		吹田市		355798		20

		高槻市		357359		35

		茨木市		274822		15

		箕面市		129895		6

		摂津市		83720		8

		島本町		28935		2

		豊能町		21989		1

		能勢町		11650		0

		守口市		146697		11

		枚方市		407978		47

		寝屋川市		238204		12

		大東市		127534		4

		門真市		130282		9

		四條畷市		57554		3

		交野市		77686		4

		八尾市		271460		25

		富田林市		119576		12

		河内長野市		112490		12

		松原市		124594		5

		柏原市		74773		5

		羽曳野市		117681		5

		藤井寺市		66165		4

		東大阪市		509533		41

		大阪狭山市		58227		4

		太子町		14220		0

		河南町		17040		1

		千早赤阪村		6015		0

		岸和田市		199234		13

		泉大津市		77548		5

		貝塚市		90519		5

		泉佐野市		100801		7

		和泉市		184988		11

		高石市		59572		6

		泉南市		64403		5

		阪南市		56646		3

		忠岡町		18149		2

		熊取町		45069		5

		田尻町		8085		1

		岬町		17504		5

		たつの市		80518		3

		芦屋市		93238		13

		伊丹市		196127		22

		稲美町		31026		0

		加古川市		266937		23

		加西市		47993		7

		加東市		40181		4

		三田市		114216		5

		篠山市		43263		4

		洲本市		47254		4

		小野市		49680		4

		上郡町		16636		1

		神河町		12289		1

		西宮市		482640		53

		西脇市		42802		3

		赤穂市		50523		5

		川西市		156423		10

		相生市		31158		4

		多可町		23104		0

		太子町		33438		3

		丹波市		67757		0

		猪名川町		31739		5

		尼崎市		453748		28

		姫路市		536270		37

		福崎町		19830		3

		豊岡市		85592		7

		明石市		290959		25

		養父市		26501		3

		宇陀市		34227		4

		葛城市		35859		1

		五條市		34460		3

		香芝市		75227		1

		桜井市		60146		6

		大和郡山市		89023		10

		大和高田市		68451		4

		天理市		69178		10

		奈良市		366591		26

		奈良市		366591		7

		有田市		30592		4

		かつらぎ町		18230		3

		すさみ町		4730		1

		みなべ町		13470		0

		印南町		8606		0

		海南市		54783		3

		和歌山市		370364		0

		橋本市		66361		5

		九度山町		4963		2

		古座川町		3103		2

		広川町		7714		0

		上富田町		14807		1

		新宮市		31498		3

		田辺市		79119		5

		湯浅町		13210		2

		那智勝浦町		17080		3

		日高町		7432		0

		白浜町		22696		2

		美浜町		8077		1

		北山村		486		0

		和歌山市		370364		70

		串本町		18249		4

		紀の川市		65840		2

		高野町		3975		0

		日高川町		10509		0

		有田川町		27162		2

		由良町		6508		4

		紀美野町		10391		0

		御坊市		26111		3

		太地町		3250		0

		境港市		35259		5

		琴浦町		18531		0

		江府町		3379		0

		三朝町		7015		0

		倉吉市		50720		4

		鳥取市		197449		17

		南部町		11536		1

		日吉津村		3339		0

		日野町		3745		0

		伯耆町		11621		0

		米子市		148271		13

		北栄町		15442		5

		安来市		41836		8

		隠岐の島町		15521		1

		雲南市		41917		7

		益田市		50015		4

		奥出雲町		14456		1

		海士町		2374		0

		吉賀町		6810		1

		江津市		25697		4

		出雲市		143796		23

		松江市		194258		9

		西ノ島町		3136		0

		川本町		3900		0

		大田市		37996		6

		知夫村		657		0

		津和野町		8427		0

		飯南町		5534		0

		美郷町		5351		0

		浜田市		61713		4

		邑南町		11959		5

		赤磐市		43458		0

		吉備中央町		13033		0

		早島町		12214		2

		和気町		15362		1

		新見市		33870		3

		笠岡市		54225		6

		玉野市		64588		6

		高梁市		34963		3

		瀬戸内市		37852		0

		倉敷市		475513		49

		津山市		106788		12

		備前市		37839		3

		井原市		43927		2

		久米南町		5296		0

		鏡野町		13580		2

		勝央町		11195		4

		新庄村		957		0

		真庭市		48964		2

		西粟倉村		1520		0

		浅口市		36114		2

		総社市		66201		3

		奈義町		6085		3

		美咲町		15642		4

		美作市		30498		4

		矢掛町		15092		0

		里庄町		10916		0

		安芸高田市		31487		0

		安芸太田町		7255		1

		海田町		28475		2

		熊野町		24533		3

		呉市		239973		29

		江田島市		27031		4

		坂町		13262		1

		三原市		100509		9

		三次市		56605		7

		庄原市		40244		5

		神石高原町		10350		0

		大竹市		28836		4

		竹原市		28644		3

		東広島市		190135		16

		廿日市市		114038		22

		尾道市		145202		10

		府中町		50442		7

		福山市		461357		39

		阿武町		3743		2

		宇部市		173772		17

		下関市		280947		42

		下松市		55012		6

		岩国市		143857		23

		光市		53004		5

		山口市		196628		12

		山陽小野田市		64550		8

		周南市		149487		20

		周防大島町		19084		0

		上関町		3332		2

		長門市		38349		5

		田布施町		15986		1

		萩市		53747		5

		美祢市		28630		3

		平生町		13491		3

		防府市		116611		17

		柳井市		34730		3

		和木町		6378		3

		徳島市		264548		20

		小松島市		40614		5

		阿南市		76063		12

		吉野川市		44020		4

		勝浦町		5765		0

		上勝町		1783		0

		佐那河内村		2588		0

		石井町		25954		0

		那賀町		9318		0

		美波町		7765		1

		松茂町		15070		0

		北島町		21658		0

		藍住町		33338		0

		板野町		14241		1

		上板町		12727		0

		つるぎ町		10490		0

		阿波市		39247		0

		三好市		29951		0

		神山町		6038		0

		東みよし町		15044		0

		美馬市		32484		6

		牟岐町		4826		0

		鳴門市		61513		5

		さぬき市		53000		2

		まんのう町		19087		0

		綾川町		24625		1

		宇多津町		18434		1

		観音寺市		62690		5

		丸亀市		110473		10

		琴平町		9967		1

		高松市		419429		31

		坂出市		55621		6

		三豊市		68512		2

		三木町		28464		0

		小豆島町		16152		1

		善通寺市		33817		4

		多度津町		23498		1

		直島町		3325		0

		土庄町		15123		3

		東かがわ市		33625		0

		愛南町		24061		0

		伊方町		10882		0

		伊予市		38017		3

		宇和島市		84210		5

		鬼北町		11633		0

		久万高原町		9644		0

		今治市		166532		13

		四国中央市		90187		8

		松山市		517231		140

		松前町		30359		2

		松野町		4377		0

		上島町		7648		0

		新居浜市		121735		12

		西条市		112091		7

		西予市		42080		5

		大洲市		47157		2

		砥部町		21981		0

		東温市		35253		0

		内子町		18045		3

		八幡浜市		38370		3

		いの町		25062		0

		安芸市		19547		3

		越知町		6374		0

		高知市		343393		35

		佐川町		13951		1

		四万十市		35933		3

		四万十町		18733		2

		室戸市		15210		0

		宿毛市		22610		3

		仁淀川町		6500		0

		須崎市		24698		2

		大月町		5783		0

		大川村		411		0

		中土佐町		7584		1

		津野町		6407		0

		土佐市		28686		0

		土佐清水市		16029		2

		梼原町		3984		0

		奈半利町		3542		0

		南国市		49472		3

		馬路村		1013		0

		大牟田市		123638		17

		久留米市		302402		23

		直方市		57686		10

		飯塚市		131492		12

		田川市		50605		4

		柳川市		71375		1

		八女市		69057		4

		筑後市		48512		3

		大川市		37448		5

		行橋市		70468		6

		豊前市		27031		2

		中間市		44210		4

		小郡市		58499		7

		筑紫野市		100172		6

		春日市		106780		13

		大野城市		95087		9

		宗像市		95501		6

		太宰府市		70482		4

		古賀市		57920		1

		福津市		55431		0

		うきは市		31640		0

		宮若市		30081		4

		嘉麻市		42589		17

		朝倉市		56355		7

		みやま市		40732		0

		糸島市		98435		0

		那珂川町		49780		1

		宇美町		38592		1

		篠栗町		31318		0

		志免町		43564		0

		須恵町		26044		1

		新宮町		24679		0

		久山町		8373		0

		粕屋町		41997		0

		芦屋町		15369		4

		水巻町		30021		3

		岡垣町		32119		2

		遠賀町		19160		2

		小竹町		8602		2

		鞍手町		17088		0

		桂川町		13863		1

		筑前町		29155		0

		東峰村		2432		0

		大刀洗町		15284		1

		大木町		14350		1

		広川町		20253		0

		香春町		11685		2

		添田町		10909		4

		糸田町		9617		0

		川崎町		18264		5

		大任町		5503		0

		赤村		3251		0

		福智町		24714		0

		苅田町		36005		4

		みやこ町		21572		2

		吉富町		6792		0

		上毛町		7852		0

		築上町		19544		0

		みやき町		26175		0

		伊万里市		57161		3

		嬉野市		28984		2

		江北町		9515		0

		佐賀市		237506		17

		鹿島市		30720		7

		小城市		45133		0

		上峰町		9224		0

		多久市		21404		2

		太良町		9842		1

		大町町		7369		0

		鳥栖市		69074		4

		唐津市		126926		11

		武雄市		50699		4

		有田町		20929		1

		長崎市		443766		48

		佐世保市		261101		27

		島原市		47455		9

		諫早市		140752		9

		大村市		90517		9

		松浦市		25145		4

		対馬市		34407		5

		壱岐市		29377		3

		五島市		40622		3

		西海市		31176		4

		雲仙市		47245		3

		南島原市		50363		2

		東彼杵町		8903		0

		川棚町		14651		4

		小値賀町		2849		1

		佐々町		13599		1

		新上五島町		22074		3

		あさぎり町		16638		0

		阿蘇市		28444		3

		宇城市		61878		2

		益城町		32676		2

		嘉島町		8676		0

		菊池市		50194		2

		球磨村		4249		0

		玉名市		69541		2

		五木村		1205		1

		御船町		17888		0

		甲佐町		11181		0

		荒尾市		55321		5

		合志市		55002		4

		山鹿市		55391		2

		山都町		16981		0

		小国町		7877		0

		人吉市		35611		3

		相良村		4934		0

		長洲町		16594		0

		津奈木町		5062		1

		天草市		89065		6

		湯前町		4375		0

		南阿蘇村		11972		0

		南関町		10564		1

		南小国町		4429		0

		八代市		132266		20

		氷川町		12715		0

		宇佐市		59008		2

		臼杵市		41469		3

		杵築市		32083		6

		九重町		10421		3

		玖珠町		17054		2

		国東市		32002		1

		佐伯市		76951		8

		大分市		474094		85

		竹田市		24423		3

		中津市		84312		7

		津久見市		19917		3

		日出町		28221		3

		日田市		70940		6

		姫島村		2189		1

		別府市		125385		4

		豊後高田市		23906		1

		豊後大野市		39452		4

		由布市		34702		4

		宮崎市		400583		32

		都城市		169602		13

		延岡市		131182		14

		日南市		57689		5

		小林市		48270		6

		日向市		63223		3

		串間市		20453		4

		西都市		32614		8

		えびの市		21606		3

		三股町		24800		3

		高原町		10000		1

		国富町		20909		1

		綾町		7224		0

		高鍋町		21733		2

		新富町		18092		5

		西米良村		1241		1

		木城町		5177		1

		川南町		17009		2

		都農町		11137		4

		門川町		18854		2

		諸塚村		1882		0

		椎葉村		3092		0

		美郷町		6248		0

		高千穂町		13723		1

		日之影町		4463		1

		五ヶ瀬町		4427		0

		鹿児島市		605846		65

		鹿屋市		105070		14

		枕崎市		23638		3

		阿久根市		23154		5

		出水市		55621		6

		指宿市		44396		4

		西之表市		16951		2

		垂水市		17248		3

		薩摩川内市		99589		8

		日置市		50822		5

		曽於市		39221		6

		霧島市		127487		9

		いちき串木野市		31144		5

		南さつま市		38704		7

		志布志市		33034		7

		奄美市		46121		7

		南九州市		39065		5

		伊佐市		29304		5

		姶良市		74809		7

		三島村		418		2

		十島村		657		1

		さつま町		24109		2

		長島町		11105		2

		湧水町		11595		2

		大崎町		14215		2

		東串良町		6802		0

		錦江町		8987		0

		南大隅町		8815		1

		肝付町		17160		2

		中種子町		8696		1

		南種子町		6218		2

		屋久島町		13589		1

		大和村		1765		3

		宇検村		1932		1

		瀬戸内町		9874		1

		龍郷町		6078		1

		喜界町		8169		1

		徳之島町		12090		1

		天城町		6653		1

		伊仙町		6844		1

		和泊町		7114		0

		知名町		6806		0

		与論町		5327		0

		うるま市		116979		9

		粟国村		863		0

		浦添市		110351		8

		沖縄市		130249		29

		恩納村		10144		2

		嘉手納町		13827		4

		宜野座村		5331		1

		宜野湾市		91928		12

		宮古島市		52039		2

		国頭村		5188		0

		今帰仁村		9257		2

		座間味村		865		0

		糸満市		57320		0

		西原町		34766		2

		石垣市		46922		4

		多良間村		1231		0

		大宜味村		3221		3

		中城村		17680		2

		渡嘉敷村		760		0

		渡名喜村		452		0

		東村		1794		0

		読谷村		38200		2

		那覇市		315954		140

		南城市		39758		6

		南風原町		35244		4

		豊見城市		57261		14

		北大東村		665		0

		北谷町		27264		6

		北中城村		15951		2

		本部町		13870		2

		名護市		60231		15

		与那原町		16318		1
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【市町村】

各職種の営繕技術職員数（人，割合）



								発注者支援事例調査（平成27年８月実施）【市町村】 ヘイセイネンガツジッシシチョウソン																										↓46（48）自治体については1)～11)に該当なし ジチタイガイトウ

																																		※「○（〇、◯）」の回答を「1」と表現している カイトウヒョウゲン

										市町村情報 シチョウソンジョウホウ														1								2		3																								4																				5																				6																		7		8

										都道府県名 トドウフケンメイ		市町村名 シチョウソンメイ		部局名 ブキョクメイ		連絡先 レンラクサキ																																																																																		実績 ジッセキ								今後 コンゴ

								全国地方公共団体コード（検査数字あり）								氏名 シメイ		電話番号 デンワバンゴウ		メールアドレス				合計 ゴウケイ		建築 ケンチク		電気 デンキ		機械 キカイ				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		11)具体 グタイ		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		9)具体 グタイ		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		9)具体 グタイ		1)		2)		3)		4)		1)		2)		3)		4)		4)具体 グタイ												全国地方公共団体コード（検査数字なし）		H22国勢調査 コクセイチョウサ

		地整コード チセイ		都道府県コード		都道府県＋市町村		団体コード６桁 ダンタイケタ		都道府県 トドウフケン		市町村 シチョウソン		部局 ブキョク		氏名 シメイ		電話 デンワ		メール		ダミー１		営繕技術職（人） エイゼンギジュツショクニン		建築職（人） ケンチク		電気職（人） デンキ		機械職（人） キカイ		営繕関係予算規模（百万円） ヒャクマンエン		適切な予算の確保 テキセツヨサンカクホ		適切な入札・契約方式の選定 テキセツニュウサツケイヤクホウシキセンテイ		円滑な発注（不調・不落対策） エンカツハッチュウフチョウフラクタイサク		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカコウジジュチュウシャセンテイテツヅ		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカセッケイギョウムトウジュチュウシャセンテイテツヅ		適切な図面の作成、施工条件の明示 テキセツズメンサクセイセコウジョウケンメイジ		適切な工期の設定 テキセツコウキセッテイ		設計変更への適切な対応 セッケイヘンコウテキセツタイオウ		予定価格内訳書に係る積算 ヨテイカカクウチワケショカカセキサン		工事や設計等の監督・検査 コウジセッケイトウカントクケンサ		その他 ホカ		具体的内容 グタイテキナイヨウ		基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン		工程が厳しい コウテイキビ		予算が厳しい ヨサンキビ		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない） ジギョウジッシキカイスクショウキボシュウゼンテイドジッシ		その他 ホカ		具体的内容 グタイテキナイヨウ		基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ		その他 ホカ		具体的内容 グタイテキナイヨウ		国、都道府県等に相談（実績） クニトドウフケントウソウダンジッセキ		公益的な発注者支援機関(※)を活用（実績） コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託（実績） ミンカントウイタク		その他（実績） ホカ		国、都道府県等に相談（今後） クニトドウフケントウソウダンコンゴ		公益的な発注者支援機関(※)を活用（今後） コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ		民間のコンサルタント等に委託（今後） ミンカントウイタク		その他（今後） ホカ		具体的内容 グタイテキナイヨウ		想定外 ソウテイガイ		相談希望１ ソウダンキボウ		相談希望２ ソウダンキボウ		地整 チセイ		都道府県コード＋名称 トドウフケンメイショウ		団体コード５桁 ダンタイケタ		人口（人） ジンコウニン		人口／営繕技術職 ジンコウ		営繕関係予算規模／人口（円／人） ジンコウエンヒト		3の該当数 ガイトウスウ		4の該当数 ガイトウスウ		5の該当数 ガイトウスウ		6の実績該当数 ジッセキガイトウスウ		6の今後該当数 コンゴガイトウスウ		3の該当あり ガイトウ		4の該当あり ガイトウ		5の該当あり ガイトウ		6の実績該当あり ジッセキガイトウ		6の今後該当あり コンゴガイトウ		備考（H270917作成後、適宜追加） ビコウサクセイゴテキギツイカ

		0		1		北海道愛別町		014567		北海道		愛別町		建設課		羽野　浩司		01658-6-5111		hano.k@town.aibetsu.hokkaido.jp				2		2		0		0		7.5		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1456		3328		1,664		2,254		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道赤井川村		014095		北海道		赤井川村		建設課建築係		工藤　徳真		0135-34-6211		suidou2@akaigawa.com				2		2		0		0		318		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1409		1262		631		251,981		3		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道赤平市		012181		北海道		赤平市		建設課建築係		白川幸市		0125-32-1844		k_shirakawa@city.akabira.hokkaido.jp				3		3		0		0		1000		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1)の事項はそれぞれ頻繁に変更等があるため、最新のものが何かわからない状況がある。一つのホームページなどで、いろいろな最新情報が共有できると便利で間違いが減る。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		予定価格の事後公表において受注のために安価で入札し、工事中盤で積算方法に疑義をあげ、増額を要求してくる傾向がある（業者のレベル低い）。事前公表では、予定価格を見て入札するので、そのようなことはない。		0		0		0		01北海道		1218		12637		4,212		79,133		3		0		1		0		0		1		0		1		0		0

		0		1		北海道旭川市		012041		北海道		旭川市		都市建築部公共建築課		中村旬辰		0166-25-8546		koukyokenchiku@city.asahikawa.hokkaido.jp				32		17		8		7		5585		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		・入札に関し，応札者全員が調査基準価格を下回り無効や失格となり不調となる入札や，少額工事は応札者なしのケースがある。
・議決を要する工事の設計変更で，予算の補正や契約変更の議決のため時間を要し，工事の進捗に影響が出る。		0		0		0		01北海道		1204		347095		10,847		16,091		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道芦別市		012165		北海道		芦別市		経済建設部都市建設課建築係		佐　藤　達　也		0124－22－2111　 （内線339）		kenchiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp				4		4		0		0		997		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1216		16628		4,157		59,959		7		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道足寄町		016471		北海道		足寄町		建設課建設室建築担当		谷口　尚謙		0156-25-2141（内線382）		taniguchi.naonori@town.ashoro.hokkaido.jp				2		2		0		0		700		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		予算確保の際の近年の単価上昇分の想定が困難		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1647		7630		3,815		91,743		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道厚岸町		016624		北海道		厚岸町		建設課建築係		主事　金子大輝		0153-52-3131(内線287)		kenchiku@town.akkeshi.lg.jp				3		3		0		0		310		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3問目の1)について、近年の大幅な単価上昇により、適切な予算の確保が難しく感じています。		0		0		0		0		0		1		0		0		1		技術基準、仕様書、単価等を利用させていただいておりますが、特に単価について、市場単価との綿密な調整のお願いをします。		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1662		10630		3,543		29,163		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道厚沢部町		013633		北海道		厚沢部町		建設水道課		中野　健二		0139-64-3315		kentiku@town.assabu.lg.jp				1		1		0		0		200		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		現在のところ　特にありません		現在のところ特にありません		0		0		01北海道		1363		4409		4,409		45,362		3		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道厚真町		015814		北海道		厚真町		建設課		山﨑　友裕		0145-27-2325		yamazaki.tomohiro@town.atsuma.lg.jp				3		3		0		0		1420		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1581		4890		1,630		290,389		2		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道網走市		012114		北海道		網走市		建設部建築課		遠藤　崇哲		0152-44-6111		zusr-kn-kenchiku-kenchiku@city.abashiri.hokkaido.jp				5		5		0		0		3329		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1211		40998		8,200		81,199		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道安平町		015857		北海道		安平町		施設課		澤田　貴之		0145-22-2516		kenchiku@town.abira.lg.jp				2		2		0		0		497		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		積算時期と発注時期の工事費の変動による見極め		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1585		8726		4,363		56,956		8		7		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道池田町		016446		北海道		池田町		0		長谷川愛二郎		015-572-3111		kenchiku@town.hokkaido-ikeda.lg.jp				1		1		0		0		100		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1644		7527		7,527		13,286		6		3		0		0		1		1		1		0		0		1

		0		1		北海道石狩市		012351		北海道		石狩市		建設水道部建設指導課		建築担当　主査　亀鶴　寛		０１３３－７２－３１４１		kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp				4		3		0.5		0.5		587		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1235		59449		14,862		9,874		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道今金町		013706		北海道		今金町		公営施設課		木津谷　修平		0137－82－0111(内線152)		shuhei.kitsuya@town.imakane.lg.jp				2		2		0		0		154.5		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1370		6186		3,093		24,976		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道岩内町		014028		北海道		岩内町		建設水道部		土居　建郎		0135-67-7097		kenchiku@town.iwanai.lg.jp				3		3		0		0		2681		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1402		14451		4,817		185,523		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道岩見沢市		012106		北海道		岩見沢市		建設部建築課		池田　文隆		０１２６－２３－４１１１（３２３）		jyutaku@i-hamanasu.jp				10		9		1		0		2000		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1210		90145		9,015		22,186		6		2		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道歌志内市		012271		北海道		歌志内市		　建設課建築住宅グループ		　秋元　智史		　0125-42-2223		　satoshi.akimoto@city.utashinai.lg.jp				1		1		0		0		28		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1227		4387		4,387		6,382		3		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道浦臼町		014311		北海道		浦臼町		産業建設課　技術係		竹田圭一		0125-68-2113		takeda.k@town.urausu.lg.jp				1		1		0		0		200		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1431		2206		2,206		90,662		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道浦河町		016071		北海道		浦河町		建設課		高田良一		0146-26-9010(直通)		:takada.ryoichi@town.urakawa.hokkaido.jp				3		3		0		0		416		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		人材確保		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		工事進捗に合わせ、設計変更等のタイミングの見極めが難しい		0		0		0		01北海道		1607		14389		4,796		28,911		4		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道浦幌町		016497		北海道		浦幌町		施設課　建築住宅係		安田拓也		015-576-2139（直）		sisetu@urahoro.jp				1		1		0		0		296		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1649		5460		5,460		54,212		3		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道雨竜町		014362		北海道		雨竜町		総務課財産管理グループ		田中　邦彦		0125-77-2211		kanri@town.uryu.hokkaido.jp				2		2		0		0		6.5		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません		特にありません		0		0		01北海道		1436		3049		1,525		2,132		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道江差町		013617		北海道		江差町		建設水道課 都市計画係		浦野 宏美		0139-52-6714（直通）		hiromi.urano@hokkaido-esashi.jp				2		2		0		0		70		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1361		9004		4,502		7,774		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道枝幸町		015148		北海道		枝幸町		建設課建築公営住宅グループ		主査　岩瀬　伸也		0163-62-1250		IwaseShinya@town.esashi.hokkaido.jp				2		2		0		0		1000		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1514		9125		4,563		109,589		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道恵庭市		012319		北海道		恵庭市		建設部建築課		山田　光佑		0123-33-3131（内2531）		kenchiku@city.eniwa.hokkaido.jp				9		9		0		0		600		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1231		69384		7,709		8,648		2		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道江別市		012173		北海道		江別市		建設部建築住宅課		菅原　雅史		011-381-1041		m.sugawara@city.ebetsu.lg.jp				8		7		1		0		3676		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		・特にございません。		・特にございません。		0		0		01北海道		1217		123722		15,465		29,712		5		4		3		0		2		1		1		1		0		1

		0		1		北海道えりも町		016098		北海道		えりも町		建設水道課　建築管財係		久保　美津之		01466-2-2114		kubo-mituyuki@town.erimo.lg.jp				3		3		0		0		200		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1609		5413		1,804		36,948		2		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道遠軽町		015555		北海道		遠軽町		経済部建設課		下井　裕人		0158-42-4817		y.shimoi@engaru.jp				6		6		0		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1555		22265		3,711		4,491		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道遠別町		014869		北海道		遠別町		経済課技術係		沢口　幸洋		０１６３２－７－２１１１		gijutsu@town.embetsu.hokkaido.jp				1		1		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		予算時期前に、次年度の労務単価の上昇状況を把握し、予算に反映できる体制を確保したい。（単価上昇率が高いため）		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1486		3084		3,084		97,276		1		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道雄武町		015636		北海道		雄武町		町有施設整備室　建築係		夏坂　泰輔		0158-84-2121		kentiku@town.oumu.hokkaido.jp				4		4		0		0		571		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		01北海道		1563		4939		1,235		115,610		2		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道大空町		015644		北海道		大空町		産業建設課		大橋　秀章		0152-66-2131		hideaki.ohashi@town.ozora.lg.jp				2		2		0		0		100		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1564		7933		3,967		12,606		4		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道奥尻町		013676		北海道		奥尻町		建設水道課		片石　裕文		01397-2-3408		kataishi-h@town.okushiri.lg.jp				1		1		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		技術職員の確保		0		0		01北海道		1367		3033		3,033		16,485		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道置戸町		015504		北海道		置戸町		施設整備課		塚田　良		0157-52-3314		kenchiku@town.oketo.hokkaido.jp				2		2		0		0		76		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1550		3428		1,714		22,170		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		1		北海道興部町		015610		北海道		興部町		建設課建築維持係		原田 唯愛		0158-82-2131		tadayosi.harada@town.okoppe.lg.jp				2		2		0		0		567		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		資材の高騰、職人の不足による労務単価の著しい上昇により、契約後にインフレスライドで増額。		0		0		0		01北海道		1561		4301		2,151		131,830		2		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道長万部町		013471		北海道		長万部町		建設課建築公園係		上野訓		01377-2-2456		ueno.satoshi@town.oshamambe.lg.jp				2		2		0		0		50		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1347		6386		3,193		7,830		4		4		4		1		3		1		1		1		1		1

		0		1		北海道小樽市		012033		北海道		小樽市		建設部建築住宅課		西野 靖得		0134-32-4111		nisino-ys@city.otaru.lg.jp				15		10		2		3		1670		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1203		131928		8,795		12,658		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道音威子府村		014702		北海道		音威子府村		経済課環境整備室		三田　一輝		01656-5-3314		kazuki_mita@vill.otoineppu.hokkaido.jp				1		1		0		0		8		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1470		995		995		8,040		5		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道音更町		016314		北海道		音更町		建設水道部建築住宅課		菅原　隆行		0155-42-2111		kenchikujyuutakuka@town.otofuke.hokkaido.jp				5		5		0		0		1438		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1631		45085		9,017		31,895		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道乙部町		013641		北海道		乙部町		建設課		熊沢　茂樹		0139-62-2311		s-kuma@town.otobe.lg.jp				1		1		0		0		300		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1364		4408		4,408		68,058		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道帯広市		012076		北海道		帯広市		都市建設部　建築営繕課		課長補佐　村田晶宏		０１５５－６５－４１８８		building@city.obihiro.hokkaido.jp				12		9		2		1		1662		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		予定価格の事前公表を行っているが、建築一式工事以外の特定業種の工事において、同一工事の入札で複数業者が最低制限価格で札を入れ、くじ引きにより落札業者決定するという事案が多数発生している。		0		0		0		01北海道		1207		168057		14,005		9,890		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		1		北海道小平町		014826		北海道		小平町		生活環境課		赤坂知也		0164-56-2111		akasaka.tomoya@town.obira.lg.jp				1		1		0		0		30		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1482		3717		3,717		8,071		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道上川町		014575		北海道		上川町		建設水道課		副主幹　山栗　浩胤		01658-2-4060		h-yamakuri@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp				2		2		0		0		491		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		積算単価が頻繁に改訂になるため積算業務に負担が生じる		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		買取方式（ＢＯＴ方式に類似）による民間活用		型枠大工・鉄筋工・板金工など職人を抱えた業種の不足により工期の遅れや発注ができない環境ができた.		0		0		0		01北海道		1457		4532		2,266		108,341		5		4		3		3		3		1		1		1		1		1

		0		1		北海道上士幌町		016331		北海道		上士幌町		建設課		新堀　達也		01564-2-4297		shinbori-tatsuya@town.kamishihoro.hokkaido.jp				3		3		0		0		605		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		近隣市町村での研修・講習の回数が少なく、札幌など大都市まで行かなければならず予算確保が難しい。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1633		5080		1,693		119,094		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道上砂川町		014257		北海道		上砂川町		建設課		鈴木　健一		０１２５－６２－２０１１		kamisuna04@luck.ocn.ne.jp				4		2		0		2		57		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1425		4086		1,022		13,950		5		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道上ノ国町		013625		北海道		上ノ国町		施設課土木建築グループ		飛鳥　仁		０１３９－５５－２３１１		hitoshi.asuka@town.kaminokuni.lg.jp				1		1		0		0		400		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1362		5428		5,428		73,692		4		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道上富良野町		014605		北海道		上富良野町		建設水道課		高松　徹		0167-45-6981		takamatsu-t@town.kamifurano.lg.jp				2		2		0		0		930		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1460		11545		5,773		80,554		7		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道神恵内村		014044		北海道		神恵内村		土木係		白濱　慶丞		0135-76-5011		doboku-3@vill.kamoenai.hokkaido.jp				3		1		1		1		94		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1404		1122		374		83,779		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道木古内町		013340		北海道		木古内町		建設水道課		小池俊一		01392-2-3131		syuniti-koike@town.kikonai.hokkaido.jp				2		2		0		0		200		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				入札終了後、契約段階で契約相手が建設業の登録の更新をしてないことが発覚し契約を破棄し再入札を行った。		0		0		0		01北海道		1334		5341		2,671		37,446		4		5		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道北広島市		012343		北海道		北広島市		建設部		建築工事担当　嘉屋　康夫		011-372-3311		y.kaya@city.kitahiroshima.lg.jp				4		4		0		0		1350		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		　予算の確保のため予算要求時における単価等の調整・補正率について参考としている指標は何か。		0		0		01北海道		1234		60353		15,088		22,368		6		3		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道北見市		012084		北海道		北見市		都市建設部建築課		竹内　晋		0157-25-1155		kenchiku@city.kitami.lg.jp				13		8		2		3		3000		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		複数年度に渡る補助事業において、予算の年度支払い最低額が国の制度により設定しなければならない場合があったが、職人不足により達成が困難となった事例があった。		0		0		0		01北海道		1208		125689		9,668		23,868		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道喜茂別町		013986		北海道		喜茂別町		建設課		大迫　尚樹		０１３６－３３－２２１１		kensetsu＠town.kimobetsu.lg.jp				1		1		0		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1398		2490		2,490		40,161		3		3		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道京極町		013994		北海道		京極町		建設課		米田　正和		0136-42-2111　内線61		kensetsu@town-kyogoku.jp				1		1		0		0		12		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		なし		会計検査対応について		0		0		01北海道		1399		3811		3,811		3,149		1		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道共和町		014010		北海道		共和町		環境整備課建築係		柿坂　涼介		０１３５－７３－２０１１		kenchiku@town.hokkaido-kyowa.lg.jp				2		2		0		0		240		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1401		6428		3,214		37,337		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道清里町		015466		北海道		清里町		建設課		山本卓司		0152-25-3572		t-yamamoto@town.kiyosato.lg.jp				1		1		0		0		60		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1546		4551		4,551		13,184		7		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道釧路市		012068		北海道		釧路市		建築課		杉谷俊昭		0154-31-4564		toshiaki.sugiya@city.kushiro.lg.jp				17		10		3		4		3600		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1206		181169		10,657		19,871		3		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道釧路町		016616		北海道		釧路町		経済部都市建設課　建築係		主幹　宮越　一宝		0154-62-2195		toshi_kenchiku@town.kushiro.lg.jp				3		3		0		0		400		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1661		20526		6,842		19,487		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道倶知安町		014001		北海道		倶知安町		建設課建築指導係		傳法　直也		0136-56-8012		kenchiku@town.kutchan.lg.jp				3		3		0		0		200		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		積雪寒冷地では5月～9月が施工に適した時期になるため交付決定が遅いと、着工時期が遅れ適正な品質確保が難しくなるとともに採暖養生費や除排雪費用などの費用がかさんでしまうので交付決定を早くなるように対応してほしい。		0		0		01北海道		1400		15568		5,189		12,847		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道栗山町		014290		北海道		栗山町		建設水道課		柴田　真嗣		0123-73-7513		m-shibata@town.kuriyama.hokkaido.jp				2		2		0		0		350		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		資材等の設計数量と使用数量の差が大きかった		0		0		0		01北海道		1429		13340		6,670		26,237		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道黒松内町		013935		北海道		黒松内町		建設水道課		有田　了		０１３６－７２－４４３２		kensetsu@town.kuromatsunai.hokkaido.jp				1		1		0		0		15		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1393		3250		3,250		4,615		4		3		8		2		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道訓子府町		015491		北海道		訓子府町		建設課建築係		河端　健		０１５７－４７－２１１８		t-kawabata@town.kunneppu.hokkaido.jp				1		1		0		0		124		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1549		5435		5,435		22,815		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道剣淵町		014656		北海道		剣淵町		建設課		杉村朋之		0165-34-2121		kensetsu@town.kembuchi.hokkaido.jp				2		2		0		0		36		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1465		3565		1,783		10,098		2		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道小清水町		015474		北海道		小清水町		建設課建設係		西川　豊人		0152-62-4475		kensetumgr@town.koshimizu.hokkaido.jp				1		1		0		0		1000		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1547		5358		5,358		186,637		4		2		6		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道更別村		016390		北海道		更別村		　建設水道課　建築係		　係長　下山　聡		　0155-52-5200		　kensetu@sarabetsu.jp				1		1		0		0		300		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		　設計プロポーザルの実施に関する方法や支援		0		0		01北海道		1639		3391		3,391		88,469		4		4		5		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道様似町		016080		北海道		様似町		管財建設課		渡邉　忍		0146-36-2115		samani.kensetsu@circus.ocn.ne.jp				2		2		0		0		166		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1608		5114		2,557		32,460		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		0		1		北海道猿払村		015113		北海道		猿払村		建設課		工藤裕爾		01635-2-3135		yuji.kudo@vill.sarufutsu.hokkaido.jp				1		1		0		0		233		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		他課からの積算・見積依頼が重複した場合は、現地調査・聞き取り調査・積算資料の作成の業務に対応しきれなくなり、業務に支障が生じる。		0		1		0		1		1		1		1		0		1		自前で対応可能な業務と専門業者への業務委託に分けて行なうようにはしているが、外注するには費用が掛り、外注する予算は無いが、計画に無い事業を迅速に行なわなければならなくなった場合も有り矛盾が生じている。		1		0		0		0		0		0		0		0		1		当初からの予算要望も無く、計画にも無い事業を迅速に行なわなければならなくなった場合には、手続きの煩雑さと日数が必要となるため、交付金に頼る事が出来ない実態となっている。		0		0		1		0		0		0		1		0		外部委託するには、当然の事ながら費用が莫大に掛るので、出来る範囲では、自前で対処したいが、限界はあり、業務バランスが難しいのが現状。		宅地造成工事・建築工事において、過去のデータが無かった為に、掘削後に、頑丈な構造物の残骸等があり、工事進捗に大きな支障を生じた事例がある。		0		0		0		01北海道		1511		2825		2,825		82,478		5		6		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道佐呂間町		015521		北海道		佐呂間町		建設課		佐々木　大		01587-2-1210		kensetu@town.saroma.hokkaido.jp				2		2		0		0		355		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1552		5892		2,946		60,251		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道鹿追町		016349		北海道		鹿追町		建設水道課		富樫　靖		0156-66-4033		kensetsu@town.shikaoi.lg.jp				2		2		0		0		119		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1634		5702		2,851		20,870		3		3		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道鹿部町		013439		北海道		鹿部町		建設水道課		谷崎敬三		01372-7-5294		k-tanizaki@town.shikabe.lg.jp				2		2		0		0		20		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1343		4767		2,384		4,196		3		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道標茶町		016641		北海道		標茶町		建設課		建築係長　齊藤昇一		015-485-2111　内276		saitoh.shouichi@town.shibecha.lg.jp				2		2		0		0		576		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1664		8285		4,143		69,523		7		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道士別市		012203		北海道		士別市		建設水道部建築課		峯垣　智剛		0165-23-3121		minegaki.tomoyoshi@city.shibetsu.lg.jp				3		3		0		0		200		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1220		21787		7,262		9,180		6		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道標津町		016934		北海道		標津町		建設水道課　建築・住宅担当		宇野　節男		0153-82-2131(内線228)		uno_setsuo@shibetsutown.jp				2		2		0		0		71		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1693		5646		2,823		12,575		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道士幌町		016322		北海道		士幌町		建設課建設グループ建築住宅担当		結城　兄太		01564-5-5216		kenchiku@shihoro.jp				2		2		0		0		685		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1632		6416		3,208		106,764		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道島牧村		013919		北海道		島牧村		施設課		中山貴浩		0136-75-6272		sisetu@vill.shimamaki.lg.jp				0		0		0		0		42		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1391		1781		0		23,582		4		3		6		0		2		1		1		1		0		1

		0		1		北海道清水町		016365		北海道		清水町		建設課		小笠原　国雄		0156-62-2113		kenchiku@town.shimizu.hokkaido.jp				2		2		0		0		700		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1636		9961		4,981		70,274		4		3		2		0		2		1		1		1		0		1

		0		1		北海道占冠村		014630		北海道		占冠村		産業建設課建築担当		橘　　　佳　則		０１６７－５６－２１７２		yoshinori.tachibana@vill.shimukappu.lg.jp				1		1		0		0		27		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1463		1394		1,394		19,369		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		1		北海道下川町		014681		北海道		下川町		建設水道課		長谷川美栄子		01655-4-2511		kanri@town.shimokawa.hokkaido.jp				2		2		0		0		802		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1468		3775		1,888		212,450		3		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道積丹町		014052		北海道		積丹町		建設課		　石 田　弘 美		0135-44-2111		shakotan-chiseki@chorus.ocn.ne.jp				2		2		0		0		157		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1405		2516		1,258		62,401		1		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道斜里町		015458		北海道		斜里町		産業部　建設課		江本　真也		0152-23-3131		emoto.s@town.shari.hokkaido.jp				2		2		0		0		680		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		設計変更を前提とした予算確保ではないため、変更が
生じると、予算が無いため対応に苦慮する。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1545		13045		6,523		52,127		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道初山別村		014851		北海道		初山別村		経済課		長谷川　孝之		０１６４－６７－２２１１		hasegawa.takayuki@vill.shosanbetsu.lg.jp				0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1485		1369		0		4,383		3		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道白老町		015784		北海道		白老町		建設課		高田　歩		0144-82-4215		toshi@town.shiraoi.lg.jp				3		3		0		0		68		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1578		19376		6,459		3,509		2		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道白糠町		016683		北海道		白糠町		経済部　建設課		及　川　弘　行		01547-2-2171		kenchiku@town.shiranuka.lg.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1668		9294		4,647		1,076		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道知内町		013331		北海道		知内町		建設水道課		小嶋　隆		０１３９２－５－６１６１（内５７）		kenchiku@town.shiriuchi.hokkaido.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1333		5074		2,537		1,971		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道新篠津村		013048		北海道		新篠津村		産業建設課		海野 仁志		0126-57-2111		kenchiku2@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp				2		2		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　特にありません		特にありません		特にありません		0		0		01北海道		1304		3515		1,758		28,450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		1		北海道新得町		016357		北海道		新得町		施設課建築係		野々村　寿一		０１５６－６４－６－０５２９		nonomura-t@shintoku.hokkaido.jp				2		2		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1635		6653		3,327		45,092		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道新十津川町		014320		北海道		新十津川町		建設課　都市管理グループ		堀下　琢磨		0125-76-2139		horisita@town.shintotsukawa.lg.jp				2		2		0		0		320		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1432		7249		3,625		44,144		2		1		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道新ひだか町		016101		北海道		新ひだか町		経済部建設課		主査　亀田　誠		0146-43-2111		kensetu@shinhidaka.hokkai.jp				3		3		0		0		1745		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1610		25419		8,473		68,649		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道寿都町		013927		北海道		寿都町		施設課		西村　尚紘		0136-62-2601		sisetu@town.suttu.lh.jp				2		2		0		0		52		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1392		3443		1,722		15,103		3		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道砂川市		012262		北海道		砂川市		建設部建築住宅課建築係		林　哲也		０１２５－５４－２１２１（内線２５７）		t.hayashi@city.sunagawa.lg.jp				2		2		0		0		612		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		改修工事における設計（特に設備工事）		0		1		1		0		0		0		0		0		0		若年職員の増加		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1226		19056		9,528		32,116		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道せたな町		013714		北海道		せたな町		建設水道課		平田　大輔		0137-84-5111		daisuke.hirata@town.setana.lg.jp				4		4		0		0		500		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		毎年、北海道営繕行政推進連絡会議において、市町村向け営繕相談窓口での相談内容を周知して頂いているので、それらを参考としながら、当町においても対応に苦慮した場合には相談したいと考えている。		0		0		01北海道		1371		9590		2,398		52,138		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道壮瞥町		015750		北海道		壮瞥町		建設課		山崎　清輝		0142-66-2121		yamazaki.kiyoteru@town.sobetsu.lg.jp				2		2		0		0		186		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1575		3232		1,616		57,550		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道大樹町		016411		北海道		大樹町		建設課建築係		江原　優介		01558-6-2118(直通)		ehara@town.taiki.hokkaido.jp				2		2		0		0		1356.85		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1641		5977		2,989		227,012		5		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道鷹栖町		014524		北海道		鷹栖町		建設水道課　建築係		高見　慎一		0166-87-2111		kensetu@town.takasu.hokkaido.jp				2		2		0		0		350		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1452		7345		3,673		47,651		1		1		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道滝川市		012254		北海道		滝川市		建設部建築住宅課		秋山　恭範		０１２５－２８－８０４０		akiyama_yasunori@city.takikawa.lg.jp				6		5		0		1		1773		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		入札条件の中に、公共機関発注の業務の元請けとしての業務の完了実績を求め、受注者について該当するものであったが、会社のノウハウではなく、職員個人のノウハウにより、円滑に遂行していただけであり、その職員は退職しており、現に存ずる職員では知識が無く業務の遂行に支障があった。		0		0		0		01北海道		1225		43170		7,195		41,070		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道滝上町		015601		北海道		滝上町		建設課		守屋　徹		0158-29-2111		tooru-moriya@town.takinoue.lg.jp				2		2		0		0		450		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		木造公共施設の普及推進を図るうえで、木造住宅の【木工事の】積算基準、積算歩掛の策定をお願いしたい（見積価格による比較検討は業者によって価格差が大きすぎるため現実的ではないため）		0		0		01北海道		1560		3028		1,514		148,613		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道伊達市		012335		北海道		伊達市		建設部都市住宅課		大野　順正		0142-23-3331		kentiku-k@city.date.hokkaido.jp				4		4		0		0		400		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1233		36278		9,070		11,026		5		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道秩父別町		014346		北海道		秩父別町		建設課		川人三晃		0164-33-2111		kawahito_m@chippubetsu.jp				1		1		0		0		317		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		「公共賃貸住宅長寿命化計画」の策定		特になし。		特になし。		0		0		01北海道		1434		2730		2,730		116,117		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		1		北海道千歳市		012246		北海道		千歳市		建設部建築課		森谷淳二		0123-23-0699		kenchiku@city.chitose.hokkasido.jp				17		12		5		0		1698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1224		93604		5,506		18,140		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		0		1		北海道月形町		014303		北海道		月形町		産業課住宅建築係		三浦　英司		012-53-2322		0				1		1		0		0		240		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1430		4859		4,859		49,393		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道津別町		015440		北海道		津別町		建設課		加藤端陽		0152-76-2151（内線255）		katou-masaaki@town.tsubetsu.lg.jp				2		2		0		0		496		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		積算において建築工事は見積りが多くなりますが、標準単価の種類（項目）を増やしてなるべく見積りが少なくなるよう対応願いたい。		0		0		01北海道		1544		5646		2,823		87,850		4		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道鶴居村		016675		北海道		鶴居村		建設課建築係		久保　大		０１５４－６４－２１１５		dai_kubo@vill.tsurui.lg.jp				1		1		0		0		150		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1667		2627		2,627		57,099		7		1		5		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道天塩町		014877		北海道		天塩町		建設課建築係		大澤　和儀		01632-2-1001		oosawa@teshiotown.com				0		0		0		0		611		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1487		3780		0		161,640		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道弟子屈町		016659		北海道		弟子屈町		建設課建築係		長谷川　淳		015-482-2941		kensetsu@town.teshikaga.hokkaido.jp				2		2		0		0		400		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		設計変更を実施する際、時間的に遅くなり対応が遅れることが多い		0		0		0		01北海道		1665		8278		4,139		48,321		5		3		5		0		2		1		1		1		0		1

		0		1		北海道当別町		013030		北海道		当別町		建設水道部		平山　圭吾		0133-23-3147		kensetsu2@town.tobetsu.hokkaido.jp				3		3		0		0		112		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1303		18766		6,255		5,968		4		5		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道当麻町		014541		北海道		当麻町		建設水道課		佐藤　和幸		0166-84-2111		satou-ka@town.tohma.hokkaido.jp				2		2		0		0		1930		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1454		7087		3,544		272,330		5		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道洞爺湖町		015849		北海道		洞爺湖町		経済部建設課		山崎貞博		0142-74-3007		yamazaki.s@town.toyako.hokkaido.jp				1		1		0		0		400		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1584		10132		10,132		39,479		3		4		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道苫小牧市		012131		北海道		苫小牧市		都市建設部　建築課		鎌　田　　徹		0144-32-6573		kentiku@city.tomakomai.hokkaido.jp				14		14		0		0		4400		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		市場価格変動への対応		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1213		173320		12,380		25,387		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道苫前町		014834		北海道		苫前町		建設課		三好康夫		0164-64-2315		miyoshi.yasuo@town.tomamae.lg.jp				2		2		0		0		100		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		現在のところ　特にありません		現在のところ特にありません		0		0		01北海道		1483		3656		1,828		27,352		2		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道泊村		014036		北海道		泊村		経済部建設水道課		鈴木　基也		0135-75-2140		suzuki-m@ad.vill.tomari.hokkaido.jp				1		1		0		0		100		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1403		1883		1,883		53,107		3		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道豊浦町		015717		北海道		豊浦町		建設課		秋島　弘子		０１４２－８３－１４１２		kensetsu@town.toyoura.hokkaido.jp				2		2		0		0		748		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1571		4528		2,264		165,194		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道豊頃町		016454		北海道		豊頃町		施設課　建築住宅係		穴田　充宏		０１５－５７４－２２１５		anada.atsuhiro@toyokoro.jp				3		3		0		0		238		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1645		3394		1,131		70,124		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道豊富町		015164		北海道		豊富町		建設課建築係		岸谷朋幸		0162-82-1001		kensetsuka@town.toyotomi.hokkaido.jo				11		2		0		0		500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1516		4378		398		114,207		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道奈井江町		014249		北海道		奈井江町		　まちなみ課建築公住係		　加藤一之		　0125-65-2116		　kenchiku@town.naie.lg.jp				2		2		0		0		488		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		ありません		現在のところ、特段ありません。		0		0		01北海道		1424		6194		3,097		78,786		6		7		4		1		3		1		1		1		1		1

		0		1		北海道中川町		014711		北海道		中川町		環境整備課		小泉信一		０１６５６－７－２８１５		nakagawa_keizai@mint.hokkai.net				1		1		0		0		170		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1471		1907		1,907		89,145		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道中札内村		016381		北海道		中札内村		施設課		三上 謙二		0155-67-2496		s-sisetsu@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp				1		1		0		0		460		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1638		4006		4,006		114,828		7		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道中標津町		016926		北海道		中標津町		建設水道部都市住宅課		高橋大樹		0153-73-3111		kenchiku@nakashibetsu.jp				2		2		0		0		1000		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1692		23982		11,991		41,698		4		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道中頓別町		015130		北海道		中頓別町		産業建設課		中原直樹		01634-6-1111		doboku@town.nakatomubetsu.hokkaido.lg.jp				1		1		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		特になし		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		01北海道		1513		1974		1,974		25,329		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道長沼町		014281		北海道		長沼町		都市整備課　建築係		岩崎奈穂美		0123-88-2111		n-iwasaki@ad.maoi-net.jp				3		3		0		0		442		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1428		11691		3,897		37,807		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道中富良野町		014613		北海道		中富良野町		産業建設課建築係		高橋　純		0167-44-2123		jun.takahashi@nakafurano.jp				1		1		0		0		50		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1461		5477		5,477		9,129		9		2		5		0		2		1		1		1		0		1

		0		1		北海道七飯町		013374		北海道		七飯町		経済部　都市住宅課　施設営繕係		末吉　勇介		0138-65-2511		y_sueyoshi@town.nanae.hokkaido.jp				2		2		0		0		1500		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		・特にございません。		・特にございません。		0		0		01北海道		1337		28463		14,232		52,700		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道名寄市		012211		北海道		名寄市		建設水道部　建築課		武藤　賢司		01655-3-2511		muto-kenji@city.nayoro.lg.jp				5		5		0		0		3000		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ありません		ありません		0		0		01北海道		1221		30591		6,118		98,068		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道南幌町		014231		北海道		南幌町		都市整備課		小西　直哉		011-378-2121		g-tosi@town.nanporo.hokkaido.jp				2		2		0		0		278		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		積算時期と発注時期の工事費の変動による見極め		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1423		8778		4,389		31,670		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道新冠町		016047		北海道		新冠町		建設水道課建設グループ建築係		袴田　英臣		0146-47-2519		niikappukensetu@air.ocn.ne.jp				2		2		0		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1604		5775		2,888		17,316		1		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道仁木町		014079		北海道		仁木町		建設課　建築係		下田　方人		0135-32-2516		kensetu02-niki@town.niki.hokkaido.jo				1		1		0		0		200		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		01北海道		1407		3800		3,800		52,632		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道西興部村		015628		北海道		西興部村		産業建設課		建築係長　蛯沢　広輝		0158-87-2111		ni.kentiku＠vill.nishiokoppe.hokkaido.jp				1		1		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		現状では特にはありませんが、問題が発生した時は宜しくお願いします。		0		0		01北海道		1562		1135		1,135		88,106		2		3		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道ニセコ町		013951		北海道		ニセコ町		建設課		金澤　礼至		0136-44-2121		kenchiku@town.niseko.lg.jp				2		2		0		0		30		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		労務単価・物価の上昇により、予算時の設計価格を大幅超えることがあった。		0		0		0		01北海道		1395		4823		2,412		6,220		4		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		1		北海道沼田町		014389		北海道		沼田町		建設課		宮沢　勝		0164-35-2116		kensetu@town.numata.lg.jp				1		1		0		0		324		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1438		3612		3,612		89,701		6		4		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道根室市		012238		北海道		根室市		建設水道部 建築住宅課		松下玲子		0153-23-6111		matsushita.reiko@city.nemuro.hokkaido.jp				4		4		0		0		765		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		積算時期と発注時期の工事費の変動による見極め		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		職員数不足と、他部局からの工事・設計依頼における内部調整や意志確認不足による差異。		0		0		0		01北海道		1223		29201		7,300		26,198		3		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道登別市		012301		北海道		登別市		都市整備部建築住宅グループ		渡辺　淳基		０１４３-８５-４３９９		kenchikuka@city.noboribetsu.lg.jp				13		13		0		0		998		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1230		51526		3,964		19,369		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道函館市		012025		北海道		函館市		都市建設部建築課		木村　俊行		0138-21-3376		kenchiku@city.hakodate.hokkaido.jp				18		10		4		4		6254		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		改正品確法に基づき，発注者責任の明確化が図られ，発注関係事務を適切に実施するための営繕業務（設計，積算，設計審査，技術審査，発注，入札，監督，検査，保全，保全指導等）の組織のあり方（望ましい組織の例や望ましくない組織の例）および当市の組織の評価，問題点の抽出および改善指導		0		0		01北海道		1202		279127		15,507		22,406		4		2		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		1		北海道羽幌町		014842		北海道		羽幌町		建設水道課		土木港湾係長　山川　恵生		0164-68-7005		kensetsu@town.haboro.lg.jp				2		2		0		0		139		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		01北海道		1484		7964		3,982		17,454		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道浜頓別町		015121		北海道		浜頓別町		建設課建築係		鈴木　貴幸		01634-2-2358		t.suzuki@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp				2		2		0		0		9.1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1512		4168		2,084		2,183		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道浜中町		016632		北海道		浜中町		総務課契約管財係		平野　直樹		０１５３－６２－２１２７（直通）		n.hirano@town.hamanaka.lg.jp				2		2		0		0		49		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1663		6511		3,256		7,526		5		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道美瑛町		014591		北海道		美瑛町		建設水道課		伊藤俊洋		0166-92-4460		kensetsu_suidou@town.biei.hokkaido.jp				2		2		0		0		1034		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1459		10956		5,478		94,378		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道東神楽町		014532		北海道		東神楽町		建設水道課		瀬戸口三春		0166-83-5414		mitsuharu.setoguchi@town.higashikagura.lg.jｐ				1		1		0		0		126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特にありません。		適宜、相談に応じていただいているため、取り上げて回答する事例はありません。		0		0		01北海道		1453		9292		9,292		13,560		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		1		北海道東川町		014583		北海道		東川町		都市建設課		金山裕之		0166-82-2111		toshi.kensetsu@town.higashikawa.lg.jp				2		2		0		0		400		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1458		7859		3,930		50,897		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道日高町		016012		北海道		日高町		管財建築課		工藤　雄司		０１４５６－２－６１８７		kudoh.yuuji@town.hidaka.hokkaido.jp				4		4		0		0		317		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1601		13615		3,404		23,283		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道比布町		014559		北海道		比布町		建設課		本田　照彦		(0166)85-4807		t-honda@town.pippu.hokkaido.jp				1		1		0		0		200		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1455		4042		4,042		49,480		7		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道美唄市		012157		北海道		美唄市		都市整備部建築住宅課		永坂　純一		0126-63-0139		j,nagasaka@city.bibai.jg.jp				6		4		1		1		450		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		建設会社の社員退職により、技術者が不足し、入札の資格要件を満たさない業者が増えてきており、地元業者のみの入札が厳しくなってきている		0		0		0		01北海道		1215		26034		4,339		17,285		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道美深町		014699		北海道		美深町		建設水道課建設林務グループ		吉田　裕樹		01656-2-1625		b-kenchiku@town.bifuka.hokkaido.jp				1		1		0		0		80		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1469		5178		5,178		15,450		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道美幌町		015431		北海道		美幌町		建設水道部建築グループ		廣田吉輝		0152-73-1111(内線256)		kentikut@town.bihoro.hokkaido.jp				3		3		0		0		336		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1543		21575		7,192		15,574		4		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道平取町		016021		北海道		平取町		建設水道課		谷山　勝広		01457-2-2226		kenchiku2015@town.biratori.hokkaido.jp				2		2		0		0		190		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1602		5596		2,798		33,953		5		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道広尾町		016420		北海道		広尾町		建設課建築係		係長　前田　憲一		01558-2-0178		k-kenchiku@town.hiroo.lg.jp				2		2		0		0		571		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1642		7881		3,941		72,453		3		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		1		北海道深川市		012289		北海道		深川市		建設水道部		中落直樹		0164-26-2323		kenchiku@city.fukagawa.lg.jp				6		6		0		0		1000		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1228		23709		3,952		42,178		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道福島町		013323		北海道		福島町		建設課建設水道グループ		秋本　祐輔		0139-47-3006		yusuke-akimoto@town.fukushima.dokkaido.jp				2		2		0		0		26		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1332		5114		2,557		5,084		3		2		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道富良野市		012297		北海道		富良野市		建設水道部都市建築課		水口智也		0167-39-2316		mizuguchi.tomoya@city.furano.hokkaido.jp				4		4		0		0		1331		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1229		24259		6,065		54,866		4		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道古平町		014061		北海道		古平町		建設水道課		大原　康弘		0135-42-2181		oohara@town.furubira.lg.jp				1		1		0		0		100		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1406		3611		3,611		27,693		5		5		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道別海町		016918		北海道		別海町		建設水道部事業課		篠田　敬介		0153-75-211		k-sinoda@betsukai.jp				4		4		0		0		1117		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1691		15855		3,964		70,451		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道北斗市		012360		北海道		北斗市		建設部都市住宅課		岡　忠善		0138-73-3111		oka_tadayoshi@city.hokuto.hokkaido.jp				3		3		0		0		400		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1236		48032		16,011		8,328		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道北竜町		014371		北海道		北竜町		建設課		川田　昌宏		0164-34-2111		m-kawata@town.hokuryu.hokkaido.jp				1		1		0		0		282		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1437		2193		2,193		128,591		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道幌加内町		014729		北海道		幌加内町		　建設課		　建築係　藤田夏樹		　0165-35-2123		　fujita.natsuki@town.horokanai.hokkaido.jp				2		2		0		0		441		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1472		1710		855		257,895		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道幌延町		015202		北海道		幌延町		経済課		相馬　淳		01632-5-1116		atsushi.soma@town.horonobe.hokkaido.jp				2		2		0		0		451		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1520		2677		1,339		168,472		2		3		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道本別町		016462		北海道		本別町		建設水道課　土木・建築・車両・公園担当		梅津弘司		0156-22-8122（216）		kensetk@town.honbetsu.hokkaido.jp				2		2		0		0		578		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1646		8275		4,138		69,849		6		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道幕別町		016438		北海道		幕別町		建設部		榎本　浩志		0155-54-6623		kenchikukakari@town.makubetsu.lg.jp				2		2		0		0		922		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1643		26547		13,274		34,731		5		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道増毛町		014818		北海道		増毛町		建設課　建築係		山田　信彦		0164-53-1115		yamada.nobuhiko@town.mashike.hokkaido.jp				2		2		0		0		130		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1481		5078		2,539		25,601		3		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道真狩村		013960		北海道		真狩村		建設課		工藤　秀三		0136-45-2121		kensetsu@vill.makkari.lg.jp				1		1		0		0		50		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1396		2189		2,189		22,841		3		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道松前町		013315		北海道		松前町		建設課		横山義和		0139-42-2275（内線233）		yoshikazu.yokoyama@town.matsumae.hokkaido.jp				2		2		0		0		120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		01北海道		1331		8748		4,374		13,717		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		1		北海道三笠市		012220		北海道		三笠市		企画経済部建設課		木下　弘樹		01267-2-3999		kinoshita460@city.mikasa.hokkaido.jp				3		3		0		0		1119		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1222		10221		3,407		109,480		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道南富良野町		014621		北海道		南富良野町		建設課建築係		畑野　和広		0167-52-2179		hatano.kazuhiro@town.minamifurano.lg.jp				1		1		0		0		12		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1462		2814		2,814		4,264		4		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道むかわ町		015865		北海道		むかわ町		建設水道課　技術グループ		吉田直司		0145-42-2427		naoji_yoshida@town.mukawa.lg.jp				3		3		0		0		1000		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		・他部局から予算確保要望積算依頼の本数の対応		0		1		0		0		0		1		1		0		1		・建築行政、営繕、経理、交付金申請関係、議会対応
調査物・報告物、その他事務系業務処理がある為。
・小規模な工事、修繕関係の発注本数が多い為。		0		1		0		0		0		0		0		0		1		・町村に発注（設計・積算）業務等の即戦力の技術職員
の派遣支援（３年程度）		0		0		0		1		0		0		0		0		・技術支援機関を利用してみたが期待にそぐわなかった。		・特にありません。		・特にありません。		0		0		01北海道		1586		9746		3,249		102,606		5		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		1		北海道室蘭市		012050		北海道		室蘭市		都市建設部建築課		佐藤		0143-25-2678		tk-sato@city.muroran.lg.jp				10		6		2		2		1500		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1205		94535		9,454		15,867		1		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道芽室町		016373		北海道		芽室町		建設都市整備課		建築係長　橋本　直樹		0155-62-9726		t-kenchiku@memuro.net				3		3		0		0		782		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		人件費及び資材の高騰		0		0		0		01北海道		1637		18905		6,302		41,365		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道妹背牛町		014338		北海道		妹背牛町		建設課		町中　裕二		０１６４－３２－２４１１		yuji-machinaka@town.moseushi.hokkaido.jp				1		1		0		0		10		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		なし		0		0		01北海道		1433		3462		3,462		2,889		3		2		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道森町		013455		北海道		森町		建設課　建築住宅係		伊藤　正吾		01374-2-2181		ito-s@town.hokkaido-mori.lg.jp				1		1		0		0		150		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		建築技術者の採用募集を昨年から行っているが、応募がないこと。		0		0		01北海道		1345		17859		17,859		8,399		4		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		1		北海道紋別市		012190		北海道		紋別市		建設部都市建築課建築指導係		高桑　知之		0158-24-2111（内線282）		kenchikujuutaku@city.mombetsu.lg.jp				5		5		0		0		643		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1219		24750		4,950		25,980		4		5		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道八雲町		013463		北海道		八雲町		建設課建築係		安藤　巧		0137-62-2111（内線282）		t-ando@town.yakumo.lg.jp				2		2		0		0		1529		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		電気設備、機械設備に関する図面の作成等		0		1		1		0		0		0		0		0		0		電気設備、機械設備に関しての知識・経験が不安な場合がある。		1		0		0		0		0		0		1		1		0		積算基準、要領等の定期的な連各会議等があればノウハウの共有、相談ができると思う		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1346		18896		9,448		80,917		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道夕張市		012092		北海道		夕張市		建設農林課		草野憲蔵		0123-52-3119		ybrken@city.yubari.lg.jp				4		4		0		0		400		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事期間中に請負業者が倒産した		0		0		0		01北海道		1209		10922		2,731		36,623		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道湧別町		015598		北海道		湧別町		建設課建築係		藤　直樹		01586-2-5869		kensetsu@town.yubetsu.lg.jp				2		2		0		0		300		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1559		10041		5,021		29,878		5		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道由仁町		014273		北海道		由仁町		建設水道課土木・建築担当		猪瀬　直人		0123-83-2116		n-inose@town.yuni.lg.jp				1.5		1.5		0		0		184		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		国費が要望通りつかず、事業を先送りした。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1427		5896		3,931		31,208		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道余市町		014087		北海道		余市町		建設水道部まちづくり計画課		二木二郎		0135-21-2124		kenchiku@town.yoichi.hokkaido.jp				4		4		0		0		75		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1408		21258		5,315		3,528		5		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道羅臼町		016942		北海道		羅臼町		建設水道課		大石　悠輝		０１５３-８７-２１６３		oishi.yuuki@rausu-town.jp				1		1		0		0		7		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		8）軽微なものの対応
9）依頼見積もり業者が限られている、町内町外業者の価格差有り
１０）技術職員が足りない（1人）マニュアルがあるが経験不足		0		1		1		0		0		0		1		0		0		積算時期と発注時期の工事費の変動による見極め		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1694		5885		5,885		1,189		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道蘭越町		013943		北海道		蘭越町		建 設 課		中 村 伸 宏		0136-57-5111（内線285）		kensetu@cpost.plala.or.jp				2		2		0		0		707		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1394		5292		2,646		133,598		3		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道陸別町		016489		北海道		陸別町		建設課建築担当		長井　佳介		0156-27-2141		nagai@rikubetsu.jp				1		1		0		0		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1648		2650		2,650		39,245		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道利尻町		015181		北海道		利尻町		　まち環境整備課　土木建築係		　星田　友和		　0163-84-2345		　kenchiku@town.rishiri.hokkaido.jp				2		1		0		0		20		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1518		2590		1,295		7,722		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		1		北海道利尻富士町		015199		北海道		利尻富士町		建設課		高橋真也		0163-82-1111		takahashi-shin@town.rishirifuji.hokkaido.jp				0		0		0		0		60		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1519		3037		0		19,756		4		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道留寿都村		013978		北海道		留寿都村		建設課		渡邊聖也		0136-46-3131		s-kensetsu@vill.rusutsu.lg.jp				1		1		0		0		65		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1397		2034		2,034		31,957		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		1		北海道留萌市		012122		北海道		留萌市		都市環境部建築住宅課		沖野　和行		0164-42-2025		kenchikushidou@e-rumoi.jp				2		2		0		0		20		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1212		24457		12,229		818		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道礼文町		015172		北海道		礼文町		建設課		主幹　岡本　暢之		0163-86-1001		kenchiku＠town.rebun.hokkaido.jp				1		1		0		0		50		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1517		3078		3,078		16,244		8		4		7		1		2		1		1		1		1		1

		0		1		北海道稚内市		012149		北海道		稚内市		建設産業部　都市整備課　建築指導グループ		福原　武史		0162-23-6460（直通）		toshiseibi@city.wakkanai.hokkaido.jp				3		3		0		0		93		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		01北海道		1214		39595		13,198		2,349		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		1		北海道和寒町		014648		北海道		和寒町		建設課		村上　孝之		0165-32-2424		ken-kenchiku@town.wassamu.hokkaido.jp				2		2		0		0		324		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		01北海道		1464		3832		1,916		84,551		4		2		8		2		2		1		1		1		1		1

		0		2		青森県青森市		022012		青森県		青森市		都市整備部建築営繕課		高杉　覚		017-761-4349		kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp				15		8		4		3		2016		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		　杭施工において予想しない地下埋設物があり、撤去費用を追加する施工業者との契約変更事務手続きが発生した。		0		0		0		02青森県		2201		299520		19,968		6,731		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県弘前市		022021		青森県		弘前市		財務部　財産管理課		鎌田　春香		0172-40-7052		har-kamata@city.hirosaki.lg.jp				10		6		2		2		4556		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		発注時期の集中
事業のスケジュールに設計期間、契約期間が考慮されていない。		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		基準・要領は文章のみによるものでなく、具体的に現場対応が可能なものとしてほしい。書類の支援等により提出物や書類等確認など事務量が増えるような支援は望まない。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2202		183473		18,347		24,832		5		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県黒石市		022047		青森県		黒石市		建設部　都市建築課		樋口秀仁		0172-52-2111		h-higuchi@city.kuroishi.aomori.jp				4		4		0		0		200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2204		36132		9,033		5,535		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県五所川原市		022055		青森県		五所川原市		建設部　建築住宅課		白川　和真		０１７３－３５－２１１１（内線２６６６）		kentiku@city.goshogawara.lg.jp				9		4		3		2		119		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		02青森県		2205		58421		6,491		2,037		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		2		青森県十和田市		022063		青森県		十和田市		建設部都市整備建築課		竹ヶ原　立		0176-51-6738		tatsuru_takegahara@city.towada.lg.jp				3		2		1		0		20		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2206		66110		22,037		303		2		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県三沢市		022071		青森県		三沢市		建設部　建築住宅課		中村隼巳		0176－53－5111（内280）		hayami.nakamura@city.misawa.lg.jp				10		8		1		1		2903		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし。		なし。		0		0		02青森県		2207		41258		4,126		70,362		3		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		2		青森県むつ市		022080		青森県		むつ市		建設部　建築住宅課		山道　大地		0175－22－1111		kenchiku@city.mutsu.lg.jp				6		2		1		3		2226		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		公共工事における品質確保のための取り組みとして、東北、北海道地域（積雪地域）での冬期間施工への特段の配慮や品質確保のための取り組み実績等があればご教授ください。		0		0		02青森県		2208		61066		10,178		36,452		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県つがる市		022098		青森県		つがる市		建設部　建築住宅課		山口敬樹		0173-42-2111		keiki_yamaguchi@city.tsugaru.aomori.jp				1		1		0		0		460		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2209		37243		37,243		12,351		3		3		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		2		青森県平内町		023019		青森県		平内町		地域整備課		阿部 拓哉		017-755-2116		abe-takuya@town.hiranai.aomori.jp				1		1		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		機械設備、電気設備についての研修を実施していただきたい。		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2301		12361		12,361		8,090		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		2		青森県今別町		023035		青森県		今別町		産業建設課		主査　阿部　聖		0174-35-3006		t-abe@town.imabetsu.lg.jp				1		1		0		0		7		1		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2303		3217		3,217		2,176		8		6		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		2		青森県蓬田村		023043		青森県		蓬田村		建設課		八幡　寿一		0174-27-2111		yomo-toshiichi_yahata@vill.yomogita.lg.jp				0		0		0		0		196		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2304		3271		0		59,921		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県外ヶ浜町		023078		青森県		外ヶ浜町		建設課		高森　俊輔		0174-31-1226		syunsuke-takamori@town.sotogahama.lg.jp				0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2307		7089		0		282		5		3		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		2		青森県鰺ヶ沢町		023213		青森県		鰺ヶ沢町		建設課		奥口寿人		0173-72-2111		ajokuh@town.ajigasawa.lg.jp				2		2		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		該当なし		特になし		0		0		02青森県		2321		11449		5,725		175		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		2		青森県西目屋村		023434		青森県		西目屋村		建設課		工藤達也		0172-85-2802.		tatsuya-k@vill.nishimeya.lg.jp				0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2343		1594		0		627		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県大鰐町		023621		青森県		大鰐町		建設課		田中　利幸		0172-48-2111		toshiyuki-tanaka@town.owani.ne.jp				1		1		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2362		10978		10,978		455		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県鶴田町		023841		青森県		鶴田町		建設整備課		當麻　和信		0173-22-2111		kazunobu_taima@town.tsuruta.aomori.jp				0		0		0		0		12		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2384		14270		0		841		5		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県中泊町		023876		青森県		中泊町		環境整備課　建築係		加藤　洋佑		0173-57-2111（内線239）		yousuke_k@town.nakadomari.lg.jp				2		2		0		0		200		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2387		12743		6,372		15,695		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		2		青森県野辺地町		024015		青森県		野辺地町		建設環境課		駒井　洋		0175-64-2111（内線276）		komai58@town.noheji.aomori.jp				2		2		0		0		416		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		02青森県		2401		14314		7,157		29,062		3		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		2		青森県七戸町		024023		青森県		七戸町		建設課		向中野　崇志		0176-62-6244		takashi-mukainakano@town.shichinohe.lg.jp				0		0		0		0		7		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2402		16759		0		418		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		2		青森県おいらせ町		024121		青森県		おいらせ町		地域整備課		桑嶋　泰幸		0178-56-2111		yasuyuki.kuwashima@town.oirase.aomori.jp				2		2		2		2		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		なし		なし		0		0		02青森県		2412		24211		12,106		12,391		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県横浜町		024066		青森県		横浜町		0		鳥山　資生		0175-78-2111		motoo_toriyama@town.yokohama.lg.jp				0		0		0		0		58		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2406		4881		0		11,883		8		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		2		青森県六ヶ所村		024112		青森県		六ヶ所村		産業・建設部門　建設課		諏訪内　るみ子		0175-72-2111（内線318）		rks50480@rokkasho.jp				1		1		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		今のところなし		0		0		02青森県		2411		11095		11,095		2,704		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県大間町		024236		青森県		大間町		生活整備課		松山　幸太		0175-37-2111（内36）		kouta_matuyama@town.ooma.lg.jp				0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2423		6340		0		158		5		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県東通村		024244		青森県		東通村		まちづくり整備課		大竹実		0175-27-2111		machi_kensetsu@vill.higashidoori.lg.jp				1		1		0		0		69		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2424		7252		7,252		9,515		4		4		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		2		青森県風間浦村		024252		青森県		風間浦村		総務課		五十洲　博		0175-35-2111		hiroshi_isosu@kazamaura.jp				0		0		0		0		50		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		設計・施工監理をすべてコンサルに委託しているため、特になし。		現在のところなし。		0		0		02青森県		2425		2463		0		20,300		6		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県佐井村		024261		青森県		佐井村		産業建設課　建設・水道係		竹内優衣		0175-38-2111（内線64）		yui-t@vill.sai.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		02青森県		2426		2422		0		0		6		6		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県五戸町		024422		青森県		五戸町		建設課		竹洞　晴生		0178-62-2111(内線241)		kensetsu@town.gonohe.aomori.jp				0		0		0		0		120		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2442		18712		0		6,413		2		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県田子町		024431		青森県		田子町		建設課		尾形亜紀子		0179-20-7117		ogata0443@town.takko.lg.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2443		6175		0		810		1		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県南部町		024457		青森県		南部町		建設課		庭田勝由		０１７９－３４－２５１８		niwata-katsuyoshi@town.aomori-nanbu.lg.jp				0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		02青森県		2445		19853		0		5,037		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		2		青森県階上町		024465		青森県		階上町		総合政策課		松村　博幸		0178-88-2113		hiroyuki_ma@town.hashikami.lg.jp				0		0		0		0		160		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		既存建物の一部にアスベストが使われていたことが改修中にわかった。		0		0		0		02青森県		2446		14699		0		10,885		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		2		青森県新郷村		024503		青森県		新郷村		産業建設課		横沢　幸治		0178-78-2111		k_yokosawa@vill.shingo.lg.jp				0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		建築に詳しい職員がいないため専門用語が分からない		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		市町村への職員派遣		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		02青森県		2450		2851		0		351		7		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		3		岩手県宮古市		032026		岩手県		宮古市		都市整備部建築住宅課		昆野博昭		0193－62－2111		h_konno@city.miyako.iwate.jp				9		9		0		0		2500		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		03岩手県		3202		59430		6,603		42,066		7		7		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		3		岩手県大船渡市		032034		岩手県		大船渡市		総務部財政課		佐々木　英紀		0192-27-3111（内線226）		06135@city.ofunato.iwate.jp				8		5		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3203		40737		5,092		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1

		0		3		岩手県北上市		032069		岩手県		北上市		財務部　財政課　営繕係		宍戸　恵孝		0197-72-8252（直通）		shishido1334@city.kitakami.iwate.jp				4		4		0		0		569		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3206		93138		23,285		6,109		0		0		2		1		1		0		0		1		1		1

		0		3		岩手県久慈市		032077		岩手県		久慈市		建設部　建築住宅課		大畑　友弘		0194-52-2120		kentiku@city.kuji.iwate.jp				4		4		0		0		2363		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		類似業務に関する算定方法、過去の事例の照会など		0		0		03岩手県		3207		36872		9,218		64,087		7		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		3		岩手県一関市		032093		岩手県		一関市		建設部都市整備課		村上　智久		0191-21-2111（内）８５３５		tomohisam@city.ichinoseki.iwate.jp				7		3		1		2		4860		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		年間の発注件数が多く、一人が抱える現場も１０箇所を超えるため、時間外勤務が常態化していること。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3209		118578		16,940		40,986		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県陸前高田市		032107		岩手県		陸前高田市		建設部建設課住宅推進係		係長　菅野　優		0192-54-2111　内線400		rt0634@city.rikuzentakata.iwate.jp				6		6		0		0		700		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		独立行政法人都市再生機構		0		0		0		0		03岩手県		3210		23300		3,883		30,043		4		7		2		2		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県二戸市		032131		岩手県		二戸市		総務部財政課財産管理室		小笠原定吉		0195-23-3111		sa-ogasawara@city.ninohe.iwate.jp				2		2		0		0		100		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3213		29702		14,851		3,367		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		3		岩手県八幡平市		032140		岩手県		八幡平市		産業建設部建設課		高橋　伸也		0195-74-2111（内1306）		shinya-t@city.hachimantai.lg.jp				4		4		0		0		900		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3214		28680		7,170		31,381		4		2		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		3		岩手県奥州市		032158		岩手県		奥州市		都市整備部建築住宅課		菅原 君男		0197-24-2111(546)		kimio-s2@city.oshu.iwate.jp				4		4		0		0		10		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		急な物価(人件費等)の高騰		１３０万以上が入札の対象になっているが、消費税込みである。物価、消費税の高騰から検討してほしい。		１億５千万以上契約議決だが、金額を上げてほしい。		0		03岩手県		3215		124746		31,187		80		4		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県岩手町		033031		岩手県		岩手町		地域整備課		幅　将樹		0195-62-2111（内線324）		kensetu3@town.iwate.iwate.jp				0		0		0		0		40		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		03岩手県		3303		14984		0		2,670		2		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		3		岩手県紫波町		033219		岩手県		紫波町		建設部　土木課　施設管理室		浦田　文伸		019-672-2111		doboku@town.shiwa.iwate.jp				3		3		0		0		200		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		　特になし		　特になし		0		0		03岩手県		3321		33288		11,096		6,008		4		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県西和賀町		033669		岩手県		西和賀町		建設課		小林英介		0197-82-3288		kobayashi4348@town.nishiwaga.lg.jp				0		0		0		0		15		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		　なし		0		0		03岩手県		3366		6602		0		2,272		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		3		岩手県金ケ崎町		033812		岩手県		金ケ崎町		建設課		蓑　輪　　豊		0197-42-2111		y.minowa@town.kanegasaki.iwate.jp				2		2		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		人員・人材不足（業務量に対する）		0		1		0		0		0		0		0		0		0		人員不足（業務量に対する）		1		0		0		0		0		1		1		0		0		より高度な設計図書に対応する研修が、必要と思われる。		0		0		1		0		0		0		1		0		建築物設計・監理業務委託。		特になし		設計・積算行業務において、国土交通省等の通知等の改正があった時の専門対応窓口が必要と思われる。　		0		0		03岩手県		3381		16325		8,163		3,063		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県平泉町		034029		岩手県		平泉町		総務企画課		小笠原理斗		０１９１－４６－５５７８		ayato.o@town.hiraizumi.iwate.jp				0		0		0		0		0.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3402		8345		0		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		3		岩手県住田町		034410		岩手県		住田町		建設課		菅野　直人		0192-46-2115		kensetu@town.sumita.iwate.jp				2		2		0		0		300		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		市町村の建築職員は少ないのが実情である。工事等の検査において、県建築職員等の第三者の検査派遣が望まれる。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		03岩手県		3441		6190		3,095		48,465		6		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		3		岩手県大槌町		034614		岩手県		大槌町		復興局復興推進課		監物　契		0193-42-8714		kenchiku@town.otsuchi.iwate.jp				0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		被災自治体のため、予算規模等、明確に回答することが困難です。		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		復興期間の終了後、技術職の派遣職員がいなくなることが想定されるため、地元職員に対してフォローアップ等を考えているのか。		0		0		03岩手県		3461		15276		0		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		3		岩手県山田町		034827		岩手県		山田町		建築住宅課		桑名　宏和		0193-82-3111（内線345）		kuwahiro-pz@town.yamada.iwate.jp				2		2		0		0		800		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3482		18617		9,309		42,971		2		2		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		3		岩手県岩泉町		034835		岩手県		岩泉町		地域整備課		工　藤　康　司		0194-22-2111（267）		koji.k@town.iwaizumi.iwate.jp				1		1		0		0		158		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3483		10804		10,804		14,624		1		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		3		岩手県普代村		034851		岩手県		普代村		建設水産課		太田　俊英		0194-35-2116		o-toshi@vill.fudai.iwate.jp				0		0		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3485		3088		0		16,192		3		2		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		3		岩手県軽米町		035017		岩手県		軽米町		地域整備課		主任主査　江刺家　雅弘		0195-46-2111（141）		m-esashika@town.karumai.iwate.jp				0		0		0		0		500		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3501		10209		0		48,976		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		3		岩手県野田村		035033		岩手県		野田村		地域整備課		中野　雅章		0194-78-2111		ma-nakano@vill.noda.iwate.jp				0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3503		4632		0		0		10		3		9		1		0		1		1		1		1		0

		0		3		岩手県九戸村		035068		岩手県		九戸村		農林建設課		関口　猛彦		0195-42-2111		tsekiguchi@vill.kunohe.iwate.jp				0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		03岩手県		3506		6507		0		7,684		1		2		0		2		2		1		1		0		1		1

		0		3		岩手県洋野町		035076		岩手県		洋野町		水産商工課地域整備係		坂下幸市		0194-65-5916		sakashita204@town.hirono.iwate.jp				3		3		0		0		2190		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		資材の高騰、専門職の人員不足による工程の遅れ		0		0		0		03岩手県		3507		17913		5,971		122,258		2		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		3		岩手県一戸町		035246		岩手県		一戸町		建設部地域整備課		東　いづみ		0195-33-2111（282）		izumi-higashi@town.ichinohe.iwate.jp				1		1		0		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		03岩手県		3524		14187		14,187		1,692		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		0		4		宮城県白石市		042064		宮城県		白石市		建設部
 建設課		建築住宅係長　大野 栄治		0224-22-1326		kensetsu@city.shiroishi.miyagi.jp				2		2		0		0		630		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4206		37422		18,711		16,835		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県角田市		042081		宮城県		角田市		産業建設部
 建築住宅課		技術補佐兼
施設建築係長　阿部 茂 ギジュツシセツ		0224-63-0138		kenchiku@city.kakuda.miyagi.jp				4		4		0		0		700		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4208		31336		7,834		22,339		3		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県蔵王町		043010		宮城県		蔵王町		建設課
　建築係 ケンチクカカリ		参事兼課長補佐　伊藤 実
主幹兼建築係長　山家 信行 サンジケンカチョウホサシュカンケンケンチクカカリチョウヤンベノブユキ		0224-33-2214		kensetu@town.zao.miyagi.jp				3		3		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		小規模工事については、内部設計としているので若い職員が基本的な設計方法等の指導を受けれる講習会等を定期的に開催してほしい。		0		0		0		0		0		0		0		1		1		宮城県からの指導を受けて基準、要領等を使用しているが、定期的な講習等がないので、更新されない。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		町で経験の少ない発注方式などについては、県に相談することが多い。		0		0		0		0		04宮城県		4301		12882		4,294		7,763		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県七ヶ宿町		043028		宮城県		七ヶ宿町		農林建設課
 建設担当 タントウ		水道技術管理者
･主事　吉野 晴彦 スイドウギジュツカンリシャ				shichi13@town.miyagi.jp				0		0		0		0		222		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4302		1694		0		131,051		4		2		2		3		3		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県大河原町		043214		宮城県		大河原町		地域整備課
 建築係		副参事兼課長補佐
兼建築係長　半澤 政昭 フクサンジカチョウホサケンケンチク		0224-53-2445		kentiku1@town.ogawara.miyagi.jp				5		5		0		0		154		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		04宮城県		4321		23530		4,706		6,545		3		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		4		宮城県村田町		043222		宮城県		村田町		建設課
 建設班		主査　安食 直人 シュサ		0224-83-6407		mura-ken@town.murata.miyagi.jp				2		2		0		0		340		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4322		11995		5,998		28,345		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県柴田町		043231		宮城県		柴田町		都市建設課
 建築住宅班		技師　佐藤 伸一		0224-55-2121		construction@town.shibata.miyagi.jp				2		2		0		0		1006		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4323		39341		19,671		25,571		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県川崎町		043249		宮城県		川崎町		建設水道課
 土木･建築係 ケンチク		技師　中村 圭佑		0224-84-2111
（内線1265）		kawasaki3@town.kawasaki.miyagi.jp				3		3		0		0		70		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		東日本大震災の影響により、資材・労務費が高騰し、設計積算業務において適切な工事費の算出が困難となている。（特に小規模な新営・改修工事の場合は県の営繕単価を採用出来ない状況である。）		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3.　11）その他のとおり（入札不調）		工事費積算にあたり、県の営繕単価を採用しているところですが、土木部（事業管理課）のように、労務資材単価表を随時見直ししていただけると有り難い。		0		0		0		04宮城県		4324		9978		3,326		7,015		4		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		4		宮城県丸森町		043419		宮城県		丸森町		建設課
 建築住宅班		主事　目黒 広記 シュジ		0224-72-3032		ken-jyu@town.marumori.miyagi.jp				0		3		0		0		500		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4341		15501		0		32,256		2		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		4		宮城県塩竈市		042030		宮城県		塩竈市		建設部
 定住促進課 テイジュウソクシンカ		建築住宅係長　阿部 経憲		022-355-8349		kentiku@city.shiogama.miyagi.jp				6		5		2		1		132		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4203		56490		9,415		2,337		1		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県名取市		042072		宮城県		名取市		建設課部
 都市計画課		技術主幹兼建築係長
渡辺 文彦 ギジュツシュカンケンケンチクカカリチョウ		022-384-2111(内線202）
022-724-7123(直通)		toshikei@city.natori.miyagi.jp				8		8		0		0		800		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4207		73134		9,142		10,939		2		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		4		宮城県多賀城市		042099		宮城県		多賀城市		総務部
 管財課		外塚 吉男		022-368-1141
 内線464		eizen@city.tagajo.miyagi.jp				7		5		1		1		671		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4209		63060		9,009		10,641		3		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県岩沼市		042111		宮城県		岩沼市		建設部
復興･都市整備課		建築住宅係長　佐藤 弘康 カカリチョウ		0223-22-1111
（内線428）		kenchiku@city.iwanuma.miyagi.jp				2		2		0		0		300		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		-		-		0		0		04宮城県		4211		44187		22,094		6,789		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県山元町		043621		宮城県		山元町		建築営繕室		長本 周平		　0223-29-4978		　kenchiku.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp				12		10		1		1				1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4362		16704		1,392		0		3		4		1		2		2		1		1		1		1		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		4		宮城県松島町		044016		宮城県		松島町		建設課
 管理班		主事　中村 智英		022-354-5715		kensetsu@town.matsushima.miyagi.jp				5		3		1		1		17		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4401		15085		3,017		1,127		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県七ヶ浜町		044041		宮城県		七ヶ浜町		財政課
 管財係		荒川 拡		022-357-7438		kanzai@shichigahama.com				3		3		0		0		738		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4404		20416		6,805		36,148		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0		※入力方法間違い ニュウリョクホウホウマチガ

		0		4		宮城県大和町		044211		宮城県		大和町		都市建設課
 都市整備係 カカリ		主事　笠原 利恵 シュジ		022（345）7504		toshikei@town.taiwa.miyagi.jp				2		2		0		0		492.320365		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4421		24894		12,447		19,777		5		6		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県大郷町		044229		宮城県		大郷町		地域整備課
 管理係		管理係長　遠藤 歩未 カンリカカリチョウ		022-359-5508		kensetsu@town.miyagi-osato.lg.jp				1		1		0		0		60		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4422		8927		8,927		6,721		3		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県富谷町		044237		宮城県		富谷町		建設部
 都市計画課		課長補佐　柴田 康紀 カチョウホサ		022-358-0527		toshikeikaku@town.tomiya.miyagi.jp				5		4		1		0		1595		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		刊行物と実勢価格の差が工種や工事時期で異なるため。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		現在のところ特になし		現在のところ特になし		0		0		04宮城県		4423		47042		9,408		33,906		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県大衡村		044245		宮城県		大衡村		農林建設課
 建設班		副参事　鈴木 智義 フクサンジ		022-345-5111		kensetsu@village.ohira.miyagi.jp				1		1		0		0		80		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4424		5334		5,334		14,998		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県大崎市		042153		宮城県		大崎市		建設部
 建築住宅課		技術補佐　飯田 幸弘 ギジュツホサ		0229-23-2108		kenchiku@city.osaki.miyagi.jp				8		8		0		0		1455		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		・契約事務に関しては他部署で実施いるため，3）～5)については対応していないが，技術力を評価した発注方法とはなっていない。		1		0		1		1		1		0		1		0		1		・他部署を含む年度毎の営繕関係予算が平準化されておらず，年度毎の業務量に乖離が発生する。		1		0		1		0		0		1		1		0		0		・年度当初の公共単価を早期に配付。
・各種技術研修を県内において費用負担等を徴収しないでの開催。
・設計プロポーザルの設計者選定委員の派遣。		1		0		1		1		0		1		0		0		・設計プロポーザルの設計者選定委員として大学の教授を委嘱。		・工事発注後に設計図の過誤が露呈し，設計変更につて受注者との協議に苦慮した。
・予定価格を算出するにあたり，見積り徴取ににより決定した単価について，入札応札者との乖離が大きく，単価の見直しが余儀なくされ予算不足となることがある。　		・建築工事は図面契約となっており，参考として金抜きの内訳書を注文書に添付していますが，まれに，図面と内訳書に差異があり，受注者との協議に苦慮することがあります。国，県ではこのような場合にはどのように対応していますか。		・設計図書に過誤があり，やむを得ず請負工事費の変更を行なう場合の理由はどのようになりますか。また，設計者(業務委託者)の瑕疵は問えますか。		0		04宮城県		4215		135147		16,893		10,766		8		6		4		3		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県色麻町		044440		宮城県		色麻町		建設水道課 建設･地積調査･管理係 チセキチョウサ		係長　高橋 秀悦		0229-65-2111		kensetsu@town.shikama.miyagi.jp				2		2		2		2		200		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4444		7431		3,716		26,914		1		1		0		1		0		1		1		0		1		0

		0		4		宮城県加美町		044458		宮城県		加美町		建設課
 建築係		主幹兼建築係長　村山 昭博		0229-63-3116		kensetu@town.kami.miyagi.jp				2		2		0		0		100		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4445		25527		12,764		3,917		4		3		2		2		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県涌谷町		045012		宮城県		涌谷町		建設課
　建設班		主事　大友 真 シュジ		0229-43-2129		gr-kensetsu@town.wakuya.miyagi.jp				1		1		0		0		700		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4501		17494		17,494		40,014		2		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		4		宮城県美里町		045055		宮城県		美里町		建設課
　総務係 ソウムカカリ		技師　佐藤 敏次 ギシ		0229-33-2143		kensetu@town.misato.miyagi.jp				1		1		0		0		187		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		04宮城県		4505		25190		25,190		7,424		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県栗原市		042137		宮城県		栗原市		建設部
　建築住宅課		建築係
技術主幹兼係長　佐藤 俊浩 ケンチクカカリギジュツシュカンケンカカリチョウ		0228-22-1153		jutaku@kuriharacity.jp				3		3		0		0		3565		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		9）予定価格内訳書に係る積算
改修設計業務価格の算出方法を確立していない		1		1		1		0		0		0		1		0		0		上記3　6)適切な図面の作成
基本構想、基本設計、実施設計に関する組織内の意思形成方法が確立されていない		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事着手後の工事条件変更に関して、地下埋設物や地盤状況不良による仮設工事の変更が適切であるかの検証		基本構想、基本設計、実施設計に関する組織内の意思形成方法が確立されていないため、具体的なスキームを代表例として教授いただきたい		0		0		04宮城県		4213		74932		24,977		47,576		5		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県女川町		045811		宮城県		女川町		管財営繕課
 営繕係 カカリ		技術主査　石川 学 ギジュツシュサイシカワ		0225-54-3131		kanzai05@town.onagawa.miyagi.jp				8		8		0		0		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4581		10051		1,256		298		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県東松島市		042145		宮城県		東松島市		建設部
 建設課		建築営繕班
技師　鈴木 佳乃 ケンチクエイゼンハンギシ		0225-82-1111
（内線2203）		kenchiku@city.higashimatsushima.miyagi.jp				12		12		0		0		40		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4214		42903		3,575		932		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県登米市		042129		宮城県		登米市		建設部
 営繕課		営繕係
課長補佐兼係長　千葉 伸一 カカリカチョウホサ		0220-34-2446		eizen@city.tome.miyagi.jp				6		3		0		0		1010		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4212		83969		13,995		12,028		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		4		宮城県気仙沼市		042056		宮城県		気仙沼市		建設部
　建築住宅課		建築営繕係
技術主幹兼係長　鈴木 貴文 ギジュツシュカンケンカカリチョウタカフミ		0226-22-3455		j-kenchiku@city.kesennuma.lg.jp				5		5		0		0		2000		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4205		73489		14,698		27,215		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		4		宮城県南三陸町		046060		宮城県		南三陸町		建設課
　土木建築係 ドボク		主事　三浦 達也 シュジ		0226-46-1377		miura-ta509@town.minamisanriku.miyagi.jp				9		6		2		1		9		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		04宮城県		4606		17429		1,937		516		1		1		1		3		0		1		1		1		1		0

		0		5		秋田県秋田市		052019		秋田県		秋田市		建設部建築課		菅井　洋紀		018-866-2136		ro-cscs@city.akita.akita.jp				29		16		7		6		1670		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		若手技術職員の育成		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		構造設計士を講師に迎え、年間を通して研修を開催（10回程度）し、技術力の向上に努めている		・緊急雇用対策など国の補正予算に対応した工事、委託の設計業務
・資機材、人件費の高騰によるスライド対応に関すること		0		0		0		05秋田県		5201		323600		11,159		5,161		7		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県横手市		052035		秋田県		横手市		建設部　建築住宅課		柴田　和希		0182-35-2224		kenchiku@city.yokote.lg.jp				4		4		0		0		58		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		○積算基準・要領における、機器の諸経費に関する取扱い等		0		0		05秋田県		5203		98367		24,592		590		2		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		5		秋田県大館市		052043		秋田県		大館市		建設部都市計画課　営繕係		石田 誠樹		0186-43-7084		eizen@city.odate.lg.jp				4		4		0		0		1507		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		実施設計業務等を委託（外注）した際、業者の力量により成果品（想定仮設及び図面明示内容や積算内容）の精度にかなりバラツキがあり、職員が調整や対応に苦慮することが多い。		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		大館樹海体育館の設計業者選定事務及び設計業務委託に係る事務全てを都市再生機構へ委託した		0		0		0		0		05秋田県		5204		78946		19,737		19,089		4		5		5		1		0		1		1		1		1		0

		0		5		秋田県男鹿市		052060		秋田県		男鹿市		産業建設部建設課		杉本琢磨		0185-24-9146		kensetsu@city.oga.akita.jp				3		3		0		0		780		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		05秋田県		5206		32294		10,765		24,153		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県湯沢市		052078		秋田県		湯沢市		建設部都市計画課		柴田　博晃		0183－55－8158		toshikei@city.yuzawa.lg.jp				3		3		0		0		300		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5207		50849		16,950		5,900		5		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		5		秋田県潟上市		052116		秋田県		潟上市		総務部財政課		石塚慎也		018-853-5307		kanzai@city.katagami.ｌｇ.jp				0		0		0		0		729		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5211		34442		0		21,166		5		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県大仙市		052124		秋田県		大仙市		建設部建築住宅課		三浦　将博		0187-66-4909		kenju@city.daisen.akita.jp				8		7		1		0		146		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5212		88301		11,038		1,653		4		3		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		5		秋田県にかほ市		052141		秋田県		にかほ市		農林水産建設部建設課		柴田　俊幸		0184-38-4307		kanri@city.nikaho.lg.jp				0		0		0		0		40		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5214		27544		0		1,452		6		5		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県小坂町		053031		秋田県		小坂町		建設課建設班		泉山　琢		0186-29-3910		kensetu@town.kosaka.akita.jp				1		1		0		0		25		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5303		6054		6,054		4,130		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県三種町		053481		秋田県		三種町		建設課		岩谷　侑哉		0185-85-4821		iwaya-yuya@town.mitane.akita.jp				0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし。		特になし。		0		0		05秋田県		5348		18876		0		1,589		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県八峰町		053490		秋田県		八峰町		建設課		鈴木慎太郎		0185-76-4610		suzuki.shintaro@town.happou.akita.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5349		8220		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		5		秋田県藤里町		053465		秋田県		藤里町		生活環境課		齋藤　智哉		0185-79-2115		seibi@town.fujisato.akita.jp				0		0		0		0		10		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5346		3848		0		2,599		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		5		秋田県井川町		053660		秋田県		井川町		産業課		伊藤　淳		018-874-4420		kensetu@town.ikawa.akita.jp				0		0		0		0		4		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5366		5493		0		728		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		5		秋田県大潟村		053686		秋田県		大潟村		産業建設課		薄田　穣		０１８５－４５－３６５３		g-sangyo@ogata.or.jp				0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5368		3218		0		0		8		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		5		秋田県美郷町		054348		秋田県		美郷町		建設課		建設管理班　班長　木村英彰		0187-84-4910		kensetsu@town.misato.akita.jp				1		1		0		0		30		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		05秋田県		5434		21674		21,674		1,384		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		6		山形県寒河江市		062065		山形県		寒河江市		建設管理課		秋場昭吾		0237-86-2111		kensetu@city.sagae.yamagata.jp				1		1		0		0		100		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6206		42373		42,373		2,360		6		7		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県高畠町		063819		山形県		高畠町		建設課		志賀　浩二		0238-52-4481（課直通）		kensetu@town.takahata.yamagata.jp				3		3		0		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		・近年、労務単価や資材高騰で予算要求時と発注時で差が生じる。		・小規模自治体では建築技術者が不足（不採用）している。
　営繕担当研修会の開催を希望する。		0		0		06山形県		6381		25025		8,342		3,996		1		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		6		山形県鮭川村		063665		山形県		鮭川村		農村整備課		安彦　智浩		0233-55-2111		nouson@vill.sakegawa.yamagata.jp				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		06山形県		6366		4862		0		206		2		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		6		山形県三川町		064262		山形県		三川町		総務課財政係		吉田　直樹		0235-35-7011		zaisei@town.mikawa.yamagata.jp				0		0		0		0		409		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6426		7731		0		52,904		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県山形市		062014		山形県		山形市		まちづくり推進部建築課		高橋　正広		023(641)1212		kenchiku@city.yamagata-yamagata.lg.jp				13		7		6		0		4510		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6201		254244		19,557		17,739		4		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		6		山形県山辺町		063011		山形県		山辺町		総務課		須貝真由美		０２３－６６７－１１１１		sugai@town.yamanobe.yamagata.jp				0		0		0		0		8		1		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		0		0		0		06山形県		6301		15139		0		528		8		3		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県酒田市		062049		山形県		酒田市		建設部建築課		奥山　慎二		０２３４－２６－５７４８		shinji-okuyama@city.sakata.lg.jp				10		9		1		0		4000		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6204		111151		11,115		35,987		3		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		6		山形県舟形町		063631		山形県		舟形町		地域整備課		伊藤　武美		0233-32-2111		itotake@town.funagata.yamagata.jp				0		0		0		0		65		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		なし		なし		0		0		06山形県		6363		6164		0		10,545		4		5		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		6		山形県小国町		064017		山形県		小国町		地域整備課		主事　室岡慶士		０２３８－６２－２４３１		seibi@town.oguni.yamagata.jp				0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6401		8862		0		113		2		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		6		山形県上山市		062073		山形県		上山市		建設課		鏡昌博		023－672－1111		mas.kagami@city.kaminoyama.yamagata.jp				8		6		1		1		998		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		資材、労務単価の高騰や人手不足等といった予測困難な状況がある。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6207		33836		4,230		29,495		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県新庄市		062057		山形県		新庄市		都市整備課		佐藤 栄一		0233-22-2111		ken_zyuutaku@city.shinjo.yamagata.jp				3		3		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		現場視察、見学の機会をつくってほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6205		38850		12,950		2,574		4		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県西川町		063223		山形県		西川町		建設水道課		服部敦嗣		0237-74-4120		kanri@town.nishikawa.yamagata.jp				0		0		0		0		70		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6322		6270		0		11,164		4		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		6		山形県村山市		062081		山形県		村山市		建設課		高橋正昭		0237-55-2111　内線232		kensetsu@city.murayama.lg.jp				2		2		0		0		1006		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6208		26811		13,406		37,522		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県大江町		063240		山形県		大江町		建設水道課		門脇　久美		６２－２１１６		ｋensetsu@town.oe.yamagata.jp				0		0		0		0		61		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6324		9227		0		6,611		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県中山町		063029		山形県		中山町		建設課		稲川　隆央		023-662-2116		kensetu@town.nakayama.yamagata.jp				0		0		0		0		10		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		技術者不在		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		特になし		特になし		0		0		06山形県		6302		12015		0		832		5		4		4		3		3		1		1		1		1		1

		0		6		山形県長井市		062090		山形県		長井市		建設課		渡部和裕		0238-87-0863		kensetsu@city.nagai.yamagata.jp				0		0		0		0				1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		建築技術職員がいないためそれぞれの課の事務職員が対応している。そのため、適切な積算及び監理がされているか不安がある。		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		積算の歩掛（積算方法）や単価の提供		0		0		1		0		0		0		1		0		0		人件費や物価価格が高騰しており、物価本の単価以上の、実勢単価のため入札が不調となった例がある。		0		0		0		06山形県		6209		29473		0		0		4		6		2		1		1		1		1		1		1		1		※各課で事務職が対応、予算規模に「集計不能」 カクカシュウケイフノウ

		0		6		山形県鶴岡市		062031		山形県		鶴岡市		建築課		村上　良一		0235-25-2111		murakami@city.tsuruoka.yamagata.jp				7		4		2		1		8732		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
「木造公共建築物の整備に係る設計段階からの技術支援」		0		0		0		0		06山形県		6203		136623		19,518		63,913		5		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		6		山形県天童市		062103		山形県		天童市		建設部建設課		伊藤　直樹		023-654-1111		kensetsu-sidou@city.tendo.lg.jp				9		6		2		1		50		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		06山形県		6210		62214		6,913		804		3		2		2		2		1		1		1		1		1		1

		0		6		山形県東根市		062111		山形県		東根市		建設部　建設課　建築住宅係		佐藤　崇大		0237-42-1151（内線　2727）		kensetu@city.higashine.yamagata.jp				1		1		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		06山形県		6211		46414		46,414		172		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県南陽市		062138		山形県		南陽市		建設課		加藤善啓		0238-40-3211		kensetsu@city.nanyo.yamagata.jp				1		1		0		0		17		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		営繕部局に担当技術職員が配置されていない。		1		1		1		0		1		0		0		1		1		営繕部局に担当技術職員が配置されていない。		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		06山形県		6213		33658		33,658		505		10		6		5		0		3		1		1		1		0		1

		0		6		山形県白鷹町		064025		山形県		白鷹町		建設水道課		橋本　秀和		0238-85-6140		h-hashimoto@so.town.shirataka.yamagata.jp				2		1		1		0		144		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		06山形県		6402		15314		7,657		9,403		3		3		5		1		2		1		1		1		1		1

		0		6		山形県飯豊町		064033		山形県		飯豊町		地域整備課		渡部和浩		0238-87-0516		i-kensetsu@town.iide.yamagata.jp				0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		06山形県		6403		7943		0		3,273		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		6		山形県尾花沢市		062120		山形県		尾花沢市		建設課		落合　夏樹		0237-22-1111		kensetsu@city.obanazawa.yamagata.jp				0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6212		18955		0		106		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		6		山形県米沢市		062022		山形県		米沢市		建設部建築住宅課		鈴木　広幸		0238-22-5111		hiroyuki2885@city.yonezawa.yamagata.jp				9		4		4		1		1700		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		積算単価の共有		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		06山形県		6202		89401		9,933		19,015		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		7		福島県いわき市		072044		福島県		いわき市		土木部営繕課		吉田　賢司		0246-22-7499		eizen@city.iwaki.fukushima.jp				18		13		5		0		10000		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		事業課と受託課の連携不足により、工事着手後未決定事項が判明し、
工事の進捗に影響する場合がある。		0		0		0		07福島県		7204		342249		19,014		29,218		5		3		4		2		0		1		1		1		1		0		※◎を○へ読み替え ヨカ

		0		7		福島県下郷町		073628		福島県		下郷町		建設課　建設水道係		渡部　大樹		0241-69-1177		chiikiseibi_01@town.shimogo.fukushima.jp				2		2		0		0		15		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7362		6461		3,231		2,322		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		7		福島県会津若松市		072028		福島県		会津若松市		建設部　建築課		菅家　登		0242-39-1307		noboru@tw.city.aizuwakamatsu.fukusima.jp				16		10		6		0		1500		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		　会津若松市は外部工事等の冬期間の施工が厳しく、雪が降る冬場を避け、12月までに竣工することが理想である。　国の補助金の交付決定が２月頃であれば、４月当初の工事着工が可能となり、良好な時期に施工ができる。		0		0		0		1		0		0		0		0		0		国の予算は、３月に決定するため、交付決定が早くて４月以降となる、その後の発注となると公告等の事務処理を含め早くても５月下旬の着工となり、４月、５月の季節の良い時期に施工ができない。		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7202		126220		7,889		11,884		1		1		4		2		2		1		1		1		1		1		※H270918追加 ツイカ

		0		7		福島県喜多方市		072087		福島県		喜多方市		建設部建築住宅		佐竹昭男		0241-24-5246		kenchiku@city.kitakata.fukushima.jp				5		5		0		0		20		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7208		52356		10,471		382		4		3		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		7		福島県広野町		075418		福島県		広野町		建設課		黒田泰将		0240-27-4161		kensetsu@town.hirono.fukushima.jp				0		0		0		0		1012		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7541		5418		0		186,785		4		2		4		2		1		1		1		1		1		1

		0		7		福島県国見町		073032		福島県		国見町		総務課		服部　琢弥		０２４－５８５－２１１４		takuya-hattori@town.kunimi.fukushima.jp				0		0		0		0		1500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7303		10086		0		148,721		2		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		7		福島県鮫川村		074845		福島県		鮫川村		地域整備課		渡邊和子		0247-49-3116		tiiki@vill.samegawa.fukushima.jp				0		0		0		0		116		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7484		3989		0		29,080		3		3		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県三春町		075213		福島県		三春町		建設課		服部　佑亮		0247-62-2113		toshi@town.miharu.fukushima.jp				3		3		0		0		400		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7521		18191		6,064		21,989		5		5		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県須賀川市		072079		福島県		須賀川市		建設部		鈴木直人		0248-88-9150		na-suzuki@city.sukagawa.fukushima.jp				13		10		3		0		8000		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		図面と内訳書の整合性チェック。　　　　　　　　　　　　　　　各工種間の整合性チェック。		1		0		1		1		0		1		0		0		1		大型物件が多いため、十分なチェックができていない。		1		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		UR都市再生機構		0		0		0		0		07福島県		7207		79267		6,097		100,925		6		5		7		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県西郷村		074616		福島県		西郷村		建設課		赤羽　将幸		0248-25-1118		kensetsu@vill.nishigo.fukushima.jp				0		0		0		0		7.5		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7461		19767		0		379		3		4		5		3		0		1		1		1		1		0

		0		7		福島県川俣町		073083		福島県		川俣町		建設水道課		佐々木昌幸		024-566-2111		kensui@town.kawamata.lg.jp				3		3		0		0		180		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		電気・機械設備の技師がおらず、比較的大規模な営繕工事でも一人の建築技師（土木技師）で監督するため、十分な対応が出来ない。（難しい）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		震災復興支援により、他自治体から建築技師の職員を派遣要請した。		●補助金や町財政の状況の中で予算と工期が厳しく、入札不調になった時も予算の増額補正をかけられず、短期間で当初予算のままで設計内容の見直しを行った。
●不可視部分の調査が出来ない撤去工事等で、想定した数量と異なる実績となった。		●復興事業に関して、工事積算書の中身を確認して指導してほしい。国や県では、復興事業の工程や事業費を重要視して、町へ厳しい工程管理や予算管理をしてくるが、積算書の中身を確認して指導してほしい。（積算書（額）でどの位の工期かはわかる筈）				0		07福島県		7308		15569		5,190		11,561		11		9		9		4		3		1		1		1		1		1

		0		7		福島県浅川町		075043		福島県		浅川町		建設水道課		原　秀樹		0247-36-1184		kensetsusuidou@town.asakawa.fukushima.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7504		6888		0		0		6		3		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		7		福島県大熊町		075451		福島県		大熊町		復興事業課		木村晃大		0246-36-5671		fukkoujigyo@town.okuma.fukushima.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		現在避難中であり建築物の工事業務に係る事務が少な
くなっている。		0		1		1		0		0		0		0		1		1		建築関係の技術職員が少なく今後復興が進むにつれ
対応が困難になる。		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		特になし		特になし		0		0		07福島県		7545		11515		0		0		4		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県只見町		073679		福島県		只見町		環境整備課　地域整備係		関谷修一		0241-82-5270		tiiki@town.tadami.lg.jp				1		1		0		0		233		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		ここ２、３年の物価上昇に伴い工事費が高騰していて、それに対する工事予算等の確保が困難。		0		0		0		07福島県		7367		4932		4,932		47,242		4		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県棚倉町		074811		福島県		棚倉町		建設課　都市計画係		佐川勝道		0247-33-2114		kensetsu@town.tanagura.fukushima.jp				0		0		0		0		70		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7481		15062		0		4,647		6		2		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県猪苗代町		074080		福島県		猪苗代町		建設課		宇南山賢司		0242-62-2118		toshi@town.inawashiro.fukushima.jp				1		1		0		0		300		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7408		15805		15,805		18,981		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		7		福島県天栄村		073440		福島県		天栄村		総務課財政係		小板橋　智弥		0248-82-2111		zaisei@vill.tenei.fukushima.jp				0		0		0		0		206		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7344		6291		0		32,745		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1

		0		7		福島県田村市		072117		福島県		田村市		建設部都市計画課		大河原修一		0247-82-1114		toshikei@city.tamura.lg.jp				2		2		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7211		40422		20,211		742		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		7		福島県湯川村		074225		福島県		湯川村		産業建設課建設係		鈴木浩司		0241-27-8850		sangyo@vill.yugawa.fukushima.jp				1		1		0		0		434		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特にありません		特にありません		0		0		07福島県		7422		3364		3,364		129,013		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		7		福島県楢葉町		075426		福島県		楢葉町		建設課		松本　重人		0240－23‐6106		kensetsu-n@town.naraha.lg.jp				3		3		0		0		70		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7542		7700		2,567		9,091		5		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県南会津町		073687		福島県		南会津町		建設課		白川　秀一		0241-62-6230		kensetsu@town.minamiaizu.lg.jp				3		3		0		0		827		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7368		17864		5,955		46,294		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		7		福島県南相馬市		072125		福島県		南相馬市		建設部建築住宅課		小林健太郎		0244-24-5255		kenchikujutaku@city.minamisoma.lg.jp				10		8		1		1		13000		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		07福島県		7212		70878		7,088		183,414		5		5		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		7		福島県二本松市		072109		福島県		二本松市		建設部　建築住宅課		武藤勝幸		0243-55-5134		kenchiku@city.nihonmatsu.lg.jp				2		2		0		0		1490		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7210		59871		29,936		24,887		6		3		3		2		1		1		1		1		1		1

		0		7		福島県白河市		072052		福島県		白河市		建設部建築住宅課		原　　豊		0248－22－1111		hara-yutaka@city.shirakawa.fukushima.jp				7		7		0		0		5000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		インフレスライドなど		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7205		64704		9,243		77,275		11		5		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		7		福島県塙町		074837		福島県		塙町		まち整備課　まち管理係		菊池　和弘		0247-43-2117		seibi@town.hanawa.fukushima.jp				0		0		0		0		65		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7483		9884		0		6,576		4		4		3		2		1		1		1		1		1		1

		0		7		福島県矢祭町		074829		福島県		矢祭町		事業課事業グループ		金沢陽子		0247-46-4577		jigyou-g@town.yamatsuri.fukushima.jp				0		0		0		0		3.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		07福島県		7482		6348		0		551		1		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県矢吹町		074667		福島県		矢吹町		都市建設課		下坂　範明		0248-42-2116		tosiken@town.yabuki.fukushima.jp				0		0		0		0		3		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7466		18407		0		163		5		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		7		福島県柳津町		074233		福島県		柳津町		建設課建設班		鈴木基永		0241-42-2117		kensetsu@town.yanaizu.fukushima.jp				0		0		0		0		250		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		民間設計業者へ設計業務委託を出した場合においても、民間設計業者が県の設計基準を完全に把握できていないこと及び積算機器の違いが原因となり、数量から積算根拠なども含め発注担当者が一から設計の組み直しをする必要があります。民間業者への情報提供・指導がもっと行き渡れば発注担当者の負担軽減につながると思われます。		1		0		0		0		0		0		1		0		1		改正になるたびに積算基準の説明会などは行われているが、営繕関係の工事については内容が複雑なこともあり、必要箇所の見落としや人によっての認識間違いが起こっている場合がある。
積算の疑問点などを質問したいときもあるが、業務多忙な県の担当の方へたびたび電話をして尋ねるのもとても気が引けるため、積算基準についてはこの窓口へ、発注関係の質問はこの窓口へというように気軽に尋ねられる質問窓口のようなものがあるとよいかと思います。メールで質問回答できる専用窓口など。
普段疑問点が出た場合に近くの出先機関の営繕部へ訊いた方がよいのか、本庁の技術管理課へ訊いた方がよいのかというのも迷います。これまで質問した方によって、違った把握をしている場合もあったので。
やはり基準の内容が複雑なため、作成元の部署以外だと、人によっては別の見解をすることも出てきてしまうのかなと思いました。		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7423		4009		0		62,360		6		4		3		3		3		1		1		1		1		1

		0		7		福島県浪江町		075477		福島県		浪江町		総務課　財政管財係		鈴木　貴士		0243-62-0132		suzukitakashi@town.namie.lg.jp				0		0		0		0				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		・設計業務を外部委託した際、参考見積の作成依頼を受けたとのことで、工事発注前の仕様書を窓口に持参し、仕様内容に自社製品が合致しないものがあること等疑義を申し立てられたうえ、発注時期や発注方法についてしつこく聞かれた。回答できる内容でないため、その旨伝えたが「何かあったらすぐに質問しますから！！」と凄んで帰った。（大手通信メーカー）		・今回の法改正等、入札管理課に直接相談したこともあったが、相談そのものを受け入れてもらえる状況にないと感じている。		0		0		07福島県		7547		20905		0		0		10		7		8		2		1		1		1		1		1		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		7		福島県檜枝岐村		073644		福島県		檜枝岐村		産業建設課		星　友和		0241-75-2501		construction@vill.hinoemata.lg.jp				0		0		0		0		75		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		07福島県		7364		636		0		117,925		4		6		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県水戸市		082015		茨城県 イバラギケン		水戸市		建設部建築課		小圷　英揮		029－232－9197		building@city.mito.lg.jp				21		17		2		2		6552		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		工事に関し、入札不調があり、一部の工種において想定以上の工事費の乖離がみられた。		0				0		08茨城県		8201		268750		12,798		24,380		4		4		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県日立市		082023		茨城県 イバラギケン		日立市		都市建設部営繕課		鈴木清志		0294-22-3111		eizen@city.hitachi.lg.jp				14		6		3		5		6218		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8202		193129		13,795		32,196		4		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県土浦市		082031		茨城県 イバラギケン		土浦市		建設部住宅営繕課		市村好央		029-826-1111		kenchiku@city.tsuchiura.lg.jp				8		6		2		0		11673		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		発注方式について，技術力評価と地元業者育成という相反する目的を達成するための基準とはどうあるべきか				0		08茨城県		8203		143839		17,980		81,153		5		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県古河市		082040		茨城県 イバラギケン		古河市		建設部　営繕住宅課		鹿倉　高志		0280-22-5111（内）1503		eizen@city.ibaraki-koga.lg,jp				9		9		0		0		2100		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		　建設工事請負契約書第25条による、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関しての要求や協議に相当の日数を費やし、通常業務に影響を及ぼしており対応に苦慮しています。		　公共工事において、地方自治法の監督業務を委託業務として契約することは可能か？				0		08茨城県		8204		142995		15,888		14,686		5		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県石岡市		082058		茨城県 イバラギケン		石岡市		都市建設部建築住宅指導課		沢上　哲也		0299-23-1111（内線423）		kenchiku@city.ishioka.lg.jp				2		2		0		0		54		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		　他部署からの依頼が遅く，発注が遅れた。		　見積りの内訳額や諸経費の算出方法。				0		08茨城県		8205		79687		39,844		678		3		5		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県結城市		082074		茨城県 イバラギケン		結城市		都市建設部　都市計画課		木村　健一		０２９６－５４－７００２		toshikeikaku@city.yuki.lg.jp				2		2		0		0		200		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		小規模事業は能力が低い業者が受注する場合があり指導に苦慮する｡		0				0		08茨城県		8207		52494		26,247		3,810		7		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県龍ケ崎市		082082		茨城県 イバラギケン		龍ケ崎市		総合政策部　資産管理課		清原　諭		0297-60-1533		shisan@city.ryugasaki.ibaraki.jp				0		0		0		0		510		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8208		80334		0		6,348		3		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		8		茨城県下妻市		082104		茨城県 イバラギケン		下妻市		建設部　建設課		早川　恵美子		0296‐45－8127		kensetsu@city.shimotsuma.ｌｇ.jp				3		3		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		営繕課がないため、各課で所管する建物の営繕業務を各
課で所管する建物の営繕業務を各課で対応しているため、知識も経験もない状態で営繕業務を行っており、すべてにおいて困難である。		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8210		44987		14,996		0		10		2		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県常総市		082112		茨城県 イバラギケン		常総市		都市建設部建設課		松村　健司		０２９７－３０－６２００		eizenjutaku@city.joso.lg.jp				2		2		0		0		2000		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		市庁舎改築設計内容の照査を
（一財）茨城県建設技術公社へ依頼・活用した。		0		0				0		08茨城県		8211		65320		32,660		30,618		1		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県常陸太田市		082121		茨城県 イバラギケン		常陸太田市		建設部　都市計画課		古谷宗之		0294-72-3111		m.furutani@city.hitachiota.lg.jp				5		5		0		0		1600		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8212		56250		11,250		28,444		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県高萩市		082147		茨城県 イバラギケン		高萩市		産業建設部　建設課		手塚　啓之		０２９３－２４－７０４３		kensetsu@city.takahagi.lg.jp				2		2		0		0		900		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8214		31017		15,509		29,016		2		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県北茨城市		082155		茨城県 イバラギケン		北茨城市		都市建設部　建設課　建築係		冨岡　龍一		0293-43-1111（内線242）		kensetsu@city.kitaibaraki.lg.jp				2		2		0		0		50		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特にありません		特にありません				0		08茨城県		8215		47026		23,513		1,063		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県笠間市		082163		茨城県 イバラギケン		笠間市		総務部　資産経営課		横須賀　忍		0296-77-1101		shisankei@city.kasama.lg.jp				3		3		0		0		1160		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8216		79409		26,470		14,608		4		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県取手市		082171		茨城県 イバラギケン		取手市		財政部　公共施設整備課		文随　正和		0297-74-2141		shisetsu@city.toride.ibaraki.jp				1		1		0		0		1760		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8217		109651		109,651		16,051		4		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県牛久市		082198		茨城県 イバラギケン		牛久市		建設部施設整備課		高野　裕行		029－873-2111		shisetsuseibi@city.ushiku.ibaraki.jp				8		5		0		1		1704		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		補助金給付事業の要件による制約		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8219		81684		10,211		20,861		3		2		0		0		1		1		1		0		0		1

		0		8		茨城県つくば市		082201		茨城県 イバラギケン		つくば市		建設部営繕・住宅課		白田　孝		029-883-1111		ctr031@info.tsukuba.ibaraki.jp				4		4		0		0		2200		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		　来年度、２つの小中一貫校の建設事業についてUR都市機構において事業施行を予定している。		　今年度発注した小中一貫校において予定価格と入札価格に大きな乖離があり不調となった。		営繕業務研修として若年職員の受入れをお願いしたい。				0		08茨城県		8220		214590		53,648		10,252		3		5		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県ひたちなか市		082210		茨城県 イバラギケン		ひたちなか市		建設部住宅課		石澤　由佳里		029-273-0111（内線6211）		kenchiku@city.hitachinaka.lg.jp				21		19		2		0		3020		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8221		157060		7,479		19,228		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1

		0		8		茨城県鹿嶋市		082228		茨城県 イバラギケン		鹿嶋市		都市整備部都市計画課		長岡　努		0299-82-2911		toshikei1@city.ibaraki-kashima.lg.jp				4		4		0		0		80		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし				0		08茨城県		8222		66093		16,523		1,210		4		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県潮来市		082236		茨城県 イバラギケン		潮来市		都市計画課		濵野　一也		0299-63-1111　内346		toshikei@city.itako.lg.jp				3		3		0		0		100		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		見積もり単価を採用するに当たり、３社の最低金額に対しの掛け率についてのご教授をお願いします。				0		08茨城県		8223		30534		10,178		3,275		2		2		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県守谷市		082244		茨城県 イバラギケン		守谷市		総務部　財政課　施設設計・検査室		眞田　浩志		0297-45-1111		zaisei@city.moriya.ibaraki.jp				4		4		0		0		1000		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特にございません。		0				0		08茨城県		8224		62482		15,621		16,005		2		1		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		8		茨城県常陸大宮市		082252		茨城県 イバラギケン		常陸大宮市		経済建設部　都市建設課		鈴木　史彦		0295-52-1111（内線252）		token@city.hitachiomiya.lg.jp				0		0		0		0		500		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		　特になし		　特になし				0		08茨城県		8225		45178		0		11,067		2		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県那珂市		082261		茨城県 イバラギケン		那珂市		建設部　建築課		渡邊　勝巳		０２９－２９８－１１１１		kenchiku@city.naka.lg.jp				3		3		0		0		700		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		近年の資材高騰や人件費等の上昇などにより不調・不落が発生している。		0				0		08茨城県		8226		54240		18,080		12,906		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県筑西市		082279		茨城県 イバラギケン		筑西市		土木部建築課		日向野　翔		０２９６－２０－１１１７７		kenchik@city.chikusei.lg.jp				0		0		0		0		1828		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8227		108527		0		16,844		8		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県坂東市		082287		茨城県 イバラギケン		坂東市		企画部　管財課　設計管理室		三橋　秀年		0297-35-2121		kanzai@city.bando.lg.jp				4		4		0		0		400		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8228		56114		14,029		7,128		8		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県稲敷市		082295		茨城県 イバラギケン		稲敷市		管財課　庁舎建設推進室		椎野　茂夫		029-892-2000		chosha@city.inashiki.lg.jp				0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		特にありません。		特にありません。				0		08茨城県		8229		46895		0		213		2		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県かすみがうら市		082309		茨城県 イバラギケン		かすみがうら市		総務部　検査管財課		松信　遼		0299-59-2111		r-matsunobu@city.kasumigaura.ibaraki.jp				0		0		0		0		710		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		労務費高騰により入札不調となった。(検査管財課契約係)		設計変更に伴う対応を相談したい。（学校教育課）				0		08茨城県		8230		43553		0		16,302		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県桜川市		082317		茨城県 イバラギケン		桜川市		桜川市教育委員会　学校教育課		上野　崇		0296-55-1111		t-ueno@city.sakuragawa.lg.jp				2		2		0		0		1360		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8231		45673		22,837		29,777		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県神栖市		082325		茨城県 イバラギケン		神栖市		都市整備部施設管理課営繕G		林　清史		0299-90-1154		shisetsu@city.kamisu.ibaraki.jp				5		5		0		0		4000		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし。		特になし。				0		08茨城県		8232		94795		18,959		42,196		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県行方市		082333		茨城県 イバラギケン		行方市		建設部　都市建設課		井川　美佐子		0299-55-0111		name-toshikei@city.namegata.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8233		37611		0		0		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県鉾田市		082341		茨城県 イバラギケン		鉾田市		建設部都市計画課		田口健一		０２９１－３３－２１１１		tokei@city.hokota.lg.jp				0		0		0		0		2384		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8234		50156		0		47,532		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県つくばみらい市		082350		茨城県 イバラギケン		つくばみらい市		教育委員会　学校教育課		吉田　亮仁		０２９７－５８－２１１１		gakkou01@city.tsukubamirai.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし				0		08茨城県		8235		44461		0		0		3		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県小美玉市		082368		茨城県 イバラギケン		小美玉市		総務部管財検査課		中野谷　勲		0299-48-1111内線1271		kanzai@city.omitama.lg.jp				0		0		0		0		1145		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		カタログ価格，見積価格等の掛け率の設定根拠				0		08茨城県		8236		52279		0		21,902		4		2		6		2		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県茨城町		083020		茨城県 イバラギケン		茨城町		都市建設部　都市建設課		東ヶ崎 祐司		029-292-1111		eizen@town.ibaraki.ibaraki.jp				4		4		0		0		600		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		国庫補助（交付金）事業の当該年度の内定は，６月頃になされることが多く，内定されるまで入札が執行できないため，実質的な工事発注が臨時議会や９月定例議会になってしまう。年度当初（６月議会頃）の発注が可能なスケジュールに調整してほしい。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		・単価掛け率の明確化
・改修工事に係る設計・工事監理委託に供する考え方の詳細
・監理業務の入札方式の選定
・監理業務（発注者と受託者）の範囲のすみ分け
・工事検査の項目				0		08茨城県		8302		34513		8,628		17,385		4		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県大洗町		083097		茨城県 イバラギケン		大洗町		都市建設課		古杉　進一郎		029-267-5111		toshiken@town.oarai.lg.jp				0		2		0		0		1000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8309		18328		0		54,561		10		3		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県城里町		083101		茨城県 イバラギケン		城里町		都市建設課		加藤　孝行		０２９－２８８－３１１１		toshiken@town.shirosato.lg.jp				0		0		0		0		85		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		町営住宅長寿命化工事において、設計の中に、壁の塗装を剥がす工法が
特別なもので、出来る業者の数が圧倒的に少なかった		0				0		08茨城県		8310		21491		0		3,955		11		9		9		3		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県東海村		083411		茨城県 イバラギケン		東海村		建設農政部都市整備課		立花秀之		029-282-1711		toshisei@vill.tokai.ibaraki.jp				4		4		0		0		1871		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　県で採用している公表価格や見積価格の掛率を公表してほしい。
　又は算定方法に基準を設けてほしい。				0		08茨城県		8341		37438		9,360		49,976		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県大子町		083640		茨城県 イバラギケン		大子町		建設課		五来　光伸		0295-72-2611		kensetsu@town.daigo.lg.jp				0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0				0		08茨城県		8364		20073		0		0		9		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県美浦村		084425		茨城県 イバラギケン		美浦村		経済建設部　		小野　聡		029-885-0340		toshiken@vill.miho.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		特にありません		0				0		08茨城県		8442		17299		0		0		2		5		1		1		2		1		1		1		1		1

		0		8		茨城県阿見町		084433		茨城県 イバラギケン		阿見町		総務部　管財課		飯村弘一		029-888-1111　内261		kanzaika-ofc@town.ami.lg.jp				4		4		0		0		500		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8443		47940		11,985		10,430		10		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県河内町		084476		茨城県 イバラギケン		河内町		都市整備課		高野和幸		0297-84-2111		kensetsu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp				0		0		0		0		287		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし				0		08茨城県		8447		10172		0		28,215		5		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県八千代町		085219		茨城県 イバラギケン		八千代町		総務課		髙谷　和雄		０２９６－４８－１１１１		soumu2@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp				0		0		0		0		419		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8521		23106		0		18,134		1		1		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		8		茨城県五霞町		085421		茨城県 イバラギケン		五霞町		政策財務課		篠崎		0280-84-1111		kikaku@town.goka.lg.jp				0		0		0		0		5		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8542		9410		0		531		7		3		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県境町		085464		茨城県 イバラギケン		境町		秘書公室企画経営課		鈴木・杉山		0280-81-1309		kanzai@town.sakai.ibaraki.jp				0		0		0		0		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		当町における営繕については，各担当課で実施しており，回答は当課主管の町営住宅修繕料のみの記載となっております。				0		08茨城県		8546		25714		0		156		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		8		茨城県利根町		085642		茨城県 イバラギケン		利根町		企画財政課		本谷　幸洋		0297-68-2211		zaisei@town.tone.lg.jp				0		0		0		0		491		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		08茨城県		8564		17473		0		28,100		3		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県宇都宮市		092011		栃木県		宇都宮市		建設部建築課		黒坂　豪		028-632-2537		u1603@city.utsunomiya.tochigi.jp				53		27		12		14		5556		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9201		511739		9,655		10,857		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県足利市		092029		栃木県		足利市		都市建設部建築住宅課		小暮隆一		0284-20-2196		kenchiku@city.ashikaga.lg.jp				9		4		2		3		1100		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9202		154530		17,170		7,118		4		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県栃木市		092037		栃木県		栃木市		都市整備部建築課		越谷　慎		0282-21-2455		k-kenchiku@city.tochigi.lg.jp				10		10		0		0		7300		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9203		139262		13,926		52,419		5		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県佐野市		092045		栃木県		佐野市		都市建設部建築住宅課		岩﨑		0283-61-1166		kenchikujyutaku@city.sano.lg.jp				6		4		2		0		1418		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9204		121249		20,208		11,695		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県鹿沼市		092053		栃木県		鹿沼市		都市建設部建築課		塙　純人		0289-63-3495		kenchiku@city.kanuma.lg.jp				7		4		2		1		990		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9205		102348		14,621		9,673		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県日光市		092061		栃木県		日光市		建設部建設課施設建築係		渡邊博之		0288-51-5161		kensetsu@city.nikko.lg.jp				6		6		0		0		251		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9206		90066		15,011		2,787		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		9		栃木県小山市		092088		栃木県		小山市		建設水道部建築課		菅沼　勇人		０２８５－２２－９２１４		hy97-suganuma@city.oyama.tochigi.jp				15		9		4		2		1760		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		議会承認により契約した工事(15,000万円以上)において、変更が生じた場合に議会の承認を得ないと変更契約が締結出来ないため困っています。
（小山市では、専決処分事項の制度が整備されていません。）		0		0		0		09栃木県		9208		164454		10,964		10,702		2		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県真岡市		092096		栃木県		真岡市		建設部建設課		中三川　知千		0285-83-8150		kensetsu@city.moka.lg.jp				3		3		0		0		1500		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9209		82289		27,430		18,228		2		1		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		9		栃木県大田原市		092100		栃木県		大田原市		建設部　建築住宅課		黒﨑晃一		0287-23-8733		k.kurosaki@city.ohtawara.tochigi.jp				10		6		2		2		1307		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9210		77729		7,773		16,815		1		1		2		2		3		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県矢板市		092118		栃木県		矢板市		0		田代和子		0287-43-6212		toshikensetu@city.yaita.tochigi.jp				0		0		0		0		1500		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		矢板市は営繕関係部局がなく、各課にて対応している。		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		09栃木県		9211		35343		0		42,441		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県那須塩原市		092134		栃木県		那須塩原市		建設部　都市整備課		小野寺尚人		0287-62-7178		n.onodera@city.nasushiobara.lg.jp				7		7		0		0		2830		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9213		117812		16,830		24,021		6		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県さくら市		092142		栃木県		さくら市		建設部都市整備課		小池　篤　・　森田　祐磨		028-681-1120		toshiseibi@city.tochigi-sakura.lg.jp				2		2		0		0		120		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9214		44768		22,384		2,680		5		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県那須烏山市		092151		栃木県		那須烏山市		都市建設課		鈴木　康宏		０２８７－８８－７１１８		toshikensetsu@city.nasukarasuyama.lg.jp				1		1		0		0		250		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		特になし		0		0		0		09栃木県		9215		29206		29,206		8,560		6		4		6		2		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県下野市		092169		栃木県		下野市		建設水道部　都市計画課		大浦　慧之		0285-48-2114		0285-47-3225				1		1		0		0		2720		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9216		59483		59,483		45,727		10		6		8		3		3		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県上三川町		093017		栃木県		上三川町		都市建設課		小林　祐太		0285-56-9146		<t-kensetsu01@town.kaminokawa.tochigi.jp				0		0		0		0		2.5		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		09栃木県		9301		31621		0		79		2		2		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		9		栃木県益子町		093424		栃木県		益子町		0		柳　美由紀		０２８５－７２－８８２９		ｙｍ３５３４＠				0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		専門的な観点から設計書をチェックできる技術職がいないため、契約後に請負業者から設計書の間違いを指摘されることもあり、工事費が変更になってしまい困ったことがある。		小さな自治体は予算がないため、技術職を雇うことが難しい。建築・工事の知識のない職員が事務を行っているため設計や工事の正しいチェックもできない状態である。技術職の派遣や工事設計の受託、相談窓口など、あらゆる方法で支援していただきたい。相談するとことがなくて本当に困っています。		0		0		09栃木県		9342		24348		0		0		10		5		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県茂木町		093432		栃木県		茂木町		建設課都市計画係		小林		0285-63-5621		kennsetu@town.motegi.tochigi.jp				0		0		0		0		554		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9343		15018		0		36,889		5		2		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県市貝町		093441		栃木県		市貝町		建設課		平野　路也		0285－68ｰ1117		hirano05@town.ichikai.tochigi.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9344		12094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		9		栃木県芳賀町		093459		栃木県		芳賀町		建設産業部都市計画課		高橋陽一		028-677-6020		toshikeikaku@town.haga.tochigi.jp				0		0		0		0		0.2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9345		16030		0		12		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県壬生町		093611		栃木県		壬生町		総務課		石部　諒		0282-81-1810		soumu@town.mibu.tochigi.jp				0		0		0		0		299		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9361		39605		0		7,550		3		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県野木町		093645		栃木県		野木町		教育委員会事務局こども教育課		野澤宏次		０２８０－５７－４１０３		kodomokyouiku@town.nogi.lg.jp				0		0		0		0		291		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9364		25720		0		11,314		3		2		3		1		3		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県塩谷町		093840		栃木県		塩谷町		建設水道課		川上　晶子		0287-45-1114		kensui@town.shioya.tochigi.jp				0		0		0		0		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9384		12560		0		318		10		5		7		3		3		1		1		1		1		1

		0		9		栃木県高根沢町		093866		栃木県		高根沢町		都市整備課　管理用地係　		鈴木幸典		０２８－６７５－８１０７		yusuzuki@town.takanezawa.tochigi.jp				0		0		0		0		30		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9386		30436		0		986		2		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		9		栃木県那須町		094072		栃木県		那須町		建設課		井上一紀		0287－72－6907		kensetsu@town.nasu.lg.jp				1		1		0		0		500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9407		26765		26,765		18,681		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		9		栃木県那珂川町		094111		栃木県		那珂川町		建設課		菊地　宏明		０２８７－９２－１１１８		doken@town.tochigi-nakagawa.lg.jp　				1		1		0		0		544		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		09栃木県		9411		18446		18,446		29,491		6		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県前橋市		102016		群馬県		前橋市		総務部契約監理課		樋口　美香		027-898-6297		mika22801nak@city.maebashi.gunma.jp				31		24		4		1		4216		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		小規模なエレベーターの後付工事で、製造メーカーが限定されていることから、見積もり徴収、入札を何度行っても落札されなかった。		新たな技術、工法等の情報。		国庫補助の対象で、施工時期に制限が掛かる校舎等の大規模改造工事の発注方法について。(補正予算の有無や補助内示の時期等）		0		10群馬県		10201		340291		10,977		12,389		6		5		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県高崎市		102024		群馬県		高崎市		建設部建築住宅課		中西　一実		027-321-1266		nakanishi5963@city.takasaki.gunma.jp				19		12		3		4		1200		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特に無し		現在のところ特に無し		0		0		10群馬県		10202		371302		19,542		3,232		1		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		10		群馬県桐生市		102032		群馬県		桐生市 シ		都市整備部　建築住宅課		北爪　美帆		0277-46-1111　内線627		kenju@city.kiryu.lg.jp				10		7		3		0		1673		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		他市に相談		条件付一般競争入札で、条件に対する適合性について、発注者と入札参加者との間で認識の相違があり、想定していなかった業者の参加があり、対応に苦慮した。		0		0		0		10群馬県		10203		121704		12,170		13,746		4		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県伊勢崎市		102041		群馬県		伊勢崎市		建設部建築課		大橋　正直		0270-24-5111（2338）		kenchiku@city.isesaki.lg.jp				12		6		2		4		2800		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10204		207221		17,268		13,512		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県太田市		102059		群馬県		太田市		都市政策部  建築課		佐藤弘樹		0276-47-1894		sato02589@mx.city.ota.gunma.jp				23		15		4		4		5350		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		施設の老朽化が進んでいる中で、その改修工事費用の確保ができていない。
建設物価高騰化による変動
建設業界職人の人手不足による工期遅れや契約の不調		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		昨今の労務単価等の高騰を受け、適切な予定価格の設定およびその予算対応等について苦労した。		発注前では、ECI等の新たな入札方式のノウハウおよび事例等についての情報提供、支援があるとよかった。また、予定価格の妥当性を検証する上で、周辺自治体の落札結果、傾向についての情報が欲しい。		CALS/EC、BIM、AM、FMなど、計画段階から運営管理まで幅広いルーチンのシステム化とマネジメントについての情報が欲しい。		0		10群馬県		10205		216465		9,412		24,715		6		6		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県沼田市		102067		群馬県		沼田市		都市建設部建設課		高橋　靖		0278-23-2111		yasushi-t@city.numata.gunma.jp				3		3		0		0		934		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事監理業務委託料の積算方法について、具体的基準・運用があれば教示願いたい。		0		0		10群馬県		10206		51265		17,088		18,219		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県館林市		102075		群馬県		館林市		都市建設部建築課		坂上　直也		0276-72-4111（内線405）		kenchiku@city.tatebayashi.gunma.jp				5		5		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10207		78608		15,722		0		5		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県渋川市		102083		群馬県		渋川市		建設部建築住宅課建築係		剣持　善成		０２７９－２２－２０７２		kenmochi-y@city.shibukawa.lg.jp				6		6		0		0		2561		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10208		83330		13,888		30,733		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県藤岡市		102091		群馬県		藤岡市		都市建設部建築課		矢口　道彦		0274-22-1211		kenchiku@city.fujioka.gunma.jp				4		4		0		0		1256		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		電気職・機械職の技術職員がいないため、
設計・監理が難しい		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10209		67975		16,994		18,477		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県富岡市		102105		群馬県		富岡市		経済建設部建築課		畑村　光昭		0274-62-1511		kenchiku@city.tomioka.lg.jp				4		4		0		0				0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10210		52070		13,018		0		3		3		3		1		2		1		1		1		1		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		10		群馬県安中市		102113		群馬県		安中市		建設部　建築住宅課		岡田　等		０２７－３８２－１１１１		hi-okada@city.annaka.gunma.jp				3		3		0		0		2800		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		改修工事の設計・監理委託料の算出根拠について。
（告示１５号では、改修工事の委託料の対応には不十分）		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10211		61077		20,359		45,844		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県みどり市		102121		群馬県		みどり市		都市建設部建設課		福島　徹也		０２７７－７６－１９０４		hukus-t@city.midori.gunma.jp				0		0		0		0		38		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10212		51899		0		732		1		1		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		10		群馬県吉岡町		103454		群馬県		吉岡町		財務課		大谷　昂平		0279-54-3111（内線132）		ohtani-k@town.yoshioka.gunma.jp				0		0		0		0		200		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10345		19801		0		10,100		4		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県下仁田町		103829		群馬県		下仁田町		建設ガス水道課　土木管理係		上原　弘之		0274-64-8807		kensetu@town.shimonita.lg.jp				0		0		0		0		8.5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10382		8911		0		954		10		6		8		3		3		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県南牧村		103837		群馬県		南牧村		振興整備部		石井　充		0274-87-2011（代）		pub02824@vill.nanmoku.gunma.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10383		2423		0		0		1		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		10		群馬県甘楽町		103845		群馬県		甘楽町		建設課　都市計画係		田島　慎也		0274-74-3131		tosikei@town.kanra.lg.jp				0		0		0		0		94		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10384		13618		0		6,903		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		10		群馬県中之条町		104213		群馬県		中之条町		建設課		本多宏幸		０２７９－７５－８８４７		hiroyuki-honda@town.nakanojo.gunma.jp
kensetsu@town.nakanojo.gunma.jp				0		0		0		0		300		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		予算確保における調査不足による請負工事の予算不足。		0		0		0		10群馬県		10421		18216		0		16,469		3		3		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県東吾妻町		104299		群馬県		東吾妻町		建設課		小林　真之		0279-68-2111		kobayashi-ma@town.higashiagatsuma.gunma.jp				0		0		0		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10429		15622		0		192		10		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県長野原町		104248		群馬県		長野原町		建設課		唐澤正人		0279-82-3010		kensetsu@town.naganohara.gunma.jp				0		0		0		0		60		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10424		6017		0		9,972		6		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県嬬恋村		104256		群馬県		嬬恋村		建設課		中村吉宏		０２７９－９７－１９７３		yosihiro-n@vill.tsumagoi.gunma.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10425		10183		0		0		8		8		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県高山村		104281		群馬県		高山村		農政課		廣田　和則		０２７９－６３－２１１１		k-hirota@vill.takayama.gunma.jp				0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10428		3911		0		767		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県片品村		104434		群馬県		片品村		農林建設課		倉田秀和		0278-58-2113		k-hidekazu@vill.katashina.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10443		4904		0		0		1		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県川場村		104442		群馬県		川場村		田園整備課		須田　佑一		０２７８－５２－２１１１		suda-y@vill.kawaba.gunma.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10444		3898		0		0		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県みなかみ町		104493		群馬県		みなかみ町		地域整備課　管理グループ		小野　丞		０２７８－２５－５０２０		s-ono@town.minakami.gunma.jp				1		0		0		0		50		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10449		21345		21,345		2,342		3		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		10		群馬県玉村町		104647		群馬県		玉村町		都市建設課		田鍋　健二		0270-64-7707		kenji-t@town.tamamura.lg.jp				0		0		0		0		24		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10464		37536		0		639		6		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県板倉町		105210		群馬県		板倉町		都市建設課		赤石　哲規		0276-82-1111		k-keikaku@town.itakura.gunma.jp				1		0		0		0		1.1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		町営住宅改修工事の設計業務委託発注に伴い、県へ積算業務を依頼した実績あり		0		0		0		0		10群馬県		10521		15706		15,706		70		2		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		10		群馬県明和町		105228		群馬県		明和町		経済建設課		篠木		0276-84-3111		kensetsu@town.meiwa.gunma.jp				0		0		0		0		59		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		なし		なし		0		0		10群馬県		10522		11209		0		5,264		6		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県千代田町		105236		群馬県		千代田町		建設水道課		荻野俊行		0276-86-7003		kensetsu@town.chiyoda.gunma.jp				0		0		0		0		208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		建築専門の技師がいないので、適切な積算、設計管理等
全般にわたり苦慮している。		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10523		11473		0		18,130		2		2		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		10		群馬県大泉町		105244		群馬県		大泉町		都市建設部建築課		宇口　渡		0276-63-3111		uko-wataru@town.oizumi.gunma.jp				3		3		0		0		45		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10524		40257		13,419		1,118		3		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		10		群馬県邑楽町		105252		群馬県		邑楽町		都市建設課		斉藤		０２７６－４７－５０３１		urban@swan.town.ora.gunma.jp				0		0		0		0		4.4		1		1		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		10群馬県		10525		27023		0		163		8		3		7		0		1		1		1		1		0		1

		0		12		千葉県銚子市		122025		千葉県		銚子市		都市環境部　都市整備課		中島　弘喜		０４７９－２４－８９４５		toshi2@city.choshi.lg.jp				6		5		1		0		713		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		補助金や交付金の増額及び要件の緩和		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12202		70210		11,702		10,155		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		12		千葉県市川市		122033		千葉県		市川市		街づくり部　設計監理課		鈴木政文		047-712-6338		sekkeikanri@city.ichikawa.chiba.jp				29		17		6		5		2900		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12203		473919		16,342		6,119		6		5		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県船橋市		122041		千葉県		船橋市		建設局建築部建築課		明見　由理（みょうけん　ゆり）		047-436-2682		kenchiku@city.funabashi.lg.jp				43		25		9		9		10803		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12204		609040		14,164		17,738		7		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県館山市		122050		千葉県		館山市		建設環境部　都市計画課		野尻　篤人		0470-22-3610		tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp				8		6		2		0		515		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12205		49290		6,161		10,448		8		5		5		3		3		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県木更津市		122068		千葉県		木更津市		都市整備部営繕課		君塚　正人		0438-23-8163		eizen@city.kisarazu.lg.jp				11		6		4		1		4238		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12206		129312		11,756		32,773		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		12		千葉県松戸市		122076		千葉県		松戸市		街づくり部建築保全課		齋藤		047-366-7369		mckenchikuhozen@city.matsudo.chiba.jp				31		19		4		8		6742769		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12207		484457		15,628		13,918,199		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県野田市		122084		千葉県		野田市		総務部　営繕課		戸辺　幹夫		04-7125-1111		eizen@mail．city．noda．chiba．jp				6		5		1		0		234		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12208		155491		25,915		1,505		3		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県茂原市		122106		千葉県		茂原市		都市建設部　建築課		神谷　和宏		0475-20-1588		kentiku@city.mobara.chiba.jp				3		3		0		0		1958		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12210		93015		31,005		21,050		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県成田市		122114		千葉県		成田市		総務部　管財課		荒渡　悠		0476－20－1552		kanzai@city.narita.chiba.jp				26		22		3		1		12614		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12211		128933		4,959		97,834		5		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県佐倉市		122122		千葉県		佐倉市		資産管理経営室		小菅　慶太		043-484-6171		k.kosuge@city.sakura.lg.jp				15		10		3		0		3260		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		任意仮設の設計変更に苦慮した。（枠組→くさび）		設計積算時の見積書適用における「実勢率」の適否について		0		0		12千葉県		12212		172183		11,479		18,933		9		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県東金市		122131		千葉県		東金市		建設経済部　都市整備課		遠藤　育子		0475（50）1150		tosei@city.togane.lg.jp				9		9		0		0		819		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12213		61751		6,861		13,263		4		2		2		1		1		1		1		1		1		1		※設計、監理委託 セッケイカンリイタク

		0		12		千葉県旭市		122157		千葉県		旭市		都市整備課		林大樹		0479-62-5895		kenchiku@city.asahi.lg.jp				3		3		0		0		46		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		・建設物価高騰・職人不足の影響が、積算基準とかい離しつつあるような気がする。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1について公表価格・定価・見積の実勢価格を出す際の、参考となる資料を提供してほしい。		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12215		69058		23,019		666		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県習志野市		122165		千葉県		習志野市		財政部　資産管理室　施設再生課		伊藤浩夫		０４７－４５１－１１４４		sisai@city.narashino.ig.jp				23		13		7		3		4000		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		技能労働者、建設資材及び建設機械等が不足し、工事に遅れがでた。		業者見積の掛け率、設計委託期間算定方法など、把握している情報を全て市町村に公表してほしい。		0		0		12千葉県		12216		164530		7,153		24,312		3		3		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県柏市		122173		千葉県		柏市		総務部　営繕管理室		永野　衛		04-7168-1030		eizenkanri@city.kashiwa.lg.jp				26		18		4		4		4500		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12217		404012		15,539		11,138		7		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県勝浦市		122181		千葉県		勝浦市		都市建設課		高橋久志		0470-73-6627		h-takahasi@city-katsuura.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12218		20788		10,394		481		6		7		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県市原市		122190		千葉県		市原市		土木部建築施設課		藤村英里		0436-23-9835		kenchikushisetsu@city.ichihara.chiba.jp				21		13		2		4		3680		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		小規模、多工種の改修工事に対する積算基準が整備できておらず、不調不落に繋がる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般競争入札では設計業務受注者の能力の差が大きく、受注者によって担当者の業務負担が大きく異なる。		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		学校の耐震補強工事では全国的に同時期に同工種の工事が行われた為、施工業者が不足し、不調不落、工事費の増加、工期延長などの問題が起こった。		0		0		0		12千葉県		12219		280416		13,353		13,123		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県流山市		122203		千葉県		流山市		総務部財産活用課		小渡　哲		04-7150-6069		kanzai@city.nagareyama.chiba.jp				7		7		0		0		610		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12220		163984		23,426		3,720		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県八千代市		122211		千葉県		八千代市		財務部管財課		正岡 樂人		047-483-1151		kanzai5@city.yachiyo.chiba.jp				10		6		2		2		5057		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12221		189781		18,978		26,647		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県我孫子市		122220		千葉県		我孫子市		総務部　施設管理課		伊藤　悦郎		04-7185-1111（内線417）		abk_shisetsukanri@city.abiko.chiba.jp				6		3		3		0		100		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		設計業務を入札により受注した者の能力が不十分な場合がある。
設計委託の完了検査方法が確立されていない。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		12千葉県		12222		134017		22,336		746		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県鴨川市		122238		千葉県		鴨川市		都市建設課		畠山祐一郎		04-7093-7835		toshiken@city.kamogawa.lg.jp				0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12223		35766		0		0		10		5		5		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県鎌ケ谷市		122246		千葉県		鎌ケ谷市		都市建設部　建築住宅課　住宅営繕係		鈴木　太樹		047-445-1141（内線496）		jyu-eizen@city.kamagaya.chiba.jp				5		5		0		0		1033		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		工事価格の急騰に追いついていない		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12224		107853		21,571		9,578		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県君津市		122254		千葉県		君津市		建設部建築課		河邉　真次		0439-56-1292		eizen@city.kimitsu.lg.jp				7		3		1		3		1184		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		工事の入札不調
スライド条項		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事の入札不調
スライド条項		0		0		0		12千葉県		12225		89168		12,738		13,278		11		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県富津市		122262		千葉県		富津市		建設経済部都市政策課		石塚　正幸		0439－80-1313		mb027@city.futtsu.chiba.jp				3		3		0		0		629		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12226		48073		16,024		13,084		3		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県浦安市		122271		千葉県		浦安市		財務部　営繕課		秋本豊		047-351-1111		0				0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		・小規模な改修工事の場合、千葉県単価が実勢価格と合わないため金額的に安くなり、結果として入札が不調となるケースがある。
・設計業務委託の際に現場経験が少ない設計担当の場合、実際の施工段階で不都合が生じることが多い。		1		0		0		0		0		0		0		0		1		・小規模な工事の場合の単価の割り増し等の基準がない。
・設計業務の主任技術者は建築士などの資格のみが要件となっており、工事監理などの現場経験の実績は要件となっていない。		0		0		0		0		0		0		0		0		1		これまで営繕単価の提供を頂いております。今後も引き
続きお願いしたいと考えています。		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12227		164877		0		0		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県四街道市		122289		千葉県		四街道市		都市部建築課		和田　勝彦		043-421-2296		ykenchiku@city.yotsukaido.chiba.jp				9		7		2		0		470		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12228		86726		9,636		5,419		8		5		4		0		2		1		1		1		0		1

		0		12		千葉県袖ケ浦市		122297		千葉県		袖ケ浦市		都市建設部　建築住宅課		進藤　昭浩		0438-62-2111		sode23@city.sodegaura.chiba.jp				4		3		1		0		1308		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		12千葉県		12229		60355		15,089		21,672		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県八街市		122301		千葉県		八街市		建設部　都市計画課　		堀部　玄		043-443-1430		toshikei@city.yachimata.lg.jp				1		1		0		0		13		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12230		73212		73,212		178		2		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県印西市		122319		千葉県		印西市		営繕課		鈴木		0476-42-5111（内線777）		eizenka@city.inzai.lg.jp				4		2		1		1		1160		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12231		88176		22,044		13,156		3		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県白井市		122327		千葉県		白井市		総務部管財契約課		神子　陽子		047-492-1111		kanzai@city.shiroi.chiba.jp				2		1		0		1		191		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12232		60345		30,173		3,165		4		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県富里市		122335		千葉県		富里市		総務部財政課		北村浩一		0476-93-1116		keiyakukanzai@city.tomisato.lg.jp				4		4		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12233		51087		12,772		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県南房総市		122343		千葉県		南房総市		総務部行革財政課		湯川　勝理		0470-33-1022		zaisei@city.minamiboso.chiba.jp				0		0		0		0		9		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12234		42104		0		214		10		7		6		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県匝瑳市		122351		千葉県		匝瑳市		都市整備課		小川　千夏		0479-73-0091		t-kanri@city.sosa.lg.jp				3		3		0		0		1514		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12235		39814		13,271		38,027		6		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県香取市		122360		千葉県		香取市		建設水道部　都市整備課		皆川雄貴		0478-50-1214		toshi3@city.katori.lg.jp				8		8		0		0		2000		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12236		82866		10,358		24,135		3		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県山武市		122378		千葉県		山武市		都市建設部　都市整備課　都市計画係		若梅友恵		0475‐80‐1191		toshiseibi@city.sammu.lg.jp				0		0		0		0		29		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12237		56089		0		517		6		3		5		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県いすみ市		122386		千葉県		いすみ市		都市整備課		君塚 正和		0470-62-1207		kenchiku@city.isumi.lg.jp				2		2		0		0		200		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12238		40962		20,481		4,883		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県大網白里市		122394		千葉県		大網白里市		都市整備課		四之宮正明		0475-70-0366		toshiseibi@city.oamishirasato.lg.jp				4		4		0		0		673		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12239		50113		12,528		13,430		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		12		千葉県酒々井町		123226		千葉県		酒々井町		教育委員会　こども課		藤﨑　裕		０４３－４９６－１１７１　内３７１		kodomo@town.shisui.chiba.jp				3		3		0		0		80		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12322		21234		7,078		3,768		2		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県栄町		123293		千葉県		栄町		財政課		荒井　裕		0476-33-7702		kanri@town.sakae.chiba.jp				0		0		0		0		10		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12329		22580		0		443		3		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		12		千葉県神崎町		123421		千葉県		神崎町		総務課		石井　規夫		0478-72-2111		soumu@town.kozaki.chiba.jp				1		1		0		0		390		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12342		6454		6,454		60,428		0		1		0		2		2		0		1		0		1		1

		0		12		千葉県多古町		123471		千葉県		多古町		総務課		管財係　平松		0479－76－2611		kanzai@town.tako.chiba.jp				0		0		0		0		5		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12347		16002		0		312		3		2		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県東庄町		123498		千葉県		東庄町		まちづくり課		林　香之介		0478-86-6074		ma.kensetu@town.tohnosho.chiba.jp				0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12349		15154		0		66		4		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県九十九里町		124036		千葉県		九十九里町		まちづくり課		片岡真一		0475-70-3156		kanri@town.kujukuri.chiba.jp				0		0		0		0		0.3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12403		18004		0		17		1		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県芝山町		124095		千葉県		芝山町		総務課契約管財係		鈴木　隆文		0479-77-3907		kanzai@town.shibayama.lg.jp				0		0		0		0		12420		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12409		7920		0		1,568,182		2		5		5		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県横芝光町		124109		千葉県		横芝光町		企画財政課財政班		平野和美		0479-84-1218		kikakuzaisei@town.yokoshibahikari.chiba.jp				0		0		0		0		610		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		12千葉県		12410		24675		0		24,721		1		1		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県一宮町		124214		千葉県		一宮町		事業課　都市環境グループ		目良正巳		０４７５－４２－１４３０		toshi@town.ichinomiya.chiba.jp				0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12421		12034		0		0		10		4		6		0		1		1		1		1		0		1

		0		12		千葉県睦沢町		124222		千葉県		睦沢町		地域振興課		麻生　喜久夫		0475-44-2507		sebi@town.mutsuzawa.chiba.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12422		7340		0		0		3		2		4		1		3		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県長生村		124231		千葉県		長生村		総務課		林　邦岳		0475-32-2111		cho-syomu2@vill.chosei.chiba.jp				0		0		0		0		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12423		14752		0		678		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		12		千葉県白子町		124249		千葉県		白子町		建設課		渡邉昌義		0475-33-2116		kensetsu@town.shirako.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12424		12151		0		0		3		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県長柄町		124265		千葉県		長柄町		事業課　地域整備班		上代　晃平		0475-35-2114		kensetsu@town.nagara.shiba.jp				0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12426		8035		0		2,489		2		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県長南町		124273		千葉県		長南町		財政課管財係		吉野　亘		０４７５－４６－２１１２		zaisei@town.chonan.chiba.ne.jp				0		0		0		0		140		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		入札不調		0		0		0		12千葉県		12427		9073		0		15,430		4		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県大多喜町		124419		千葉県		大多喜町		建設課		米本敏克		0470-82-2115		kanri@town.otaki.lg.jp				0		0		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12441		10671		0		2,811		2		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		12		千葉県御宿町		124435		千葉県		御宿町		企画財政課		井本　崇		0470-68-2512		t-imt@town-onjuku.jp				0		0		0		0		32		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12443		7738		0		4,135		4		4		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		12		千葉県鋸南町		124630		千葉県		鋸南町		地域振興課		加藤　芳博		0470-55-4805		chiikiseibi@town.kyonan.chiba.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		12千葉県		12463		8950		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県川越市		112011		埼玉県		川越市		建設部　建築住宅課		尾﨑　裕久		０４９－２２４－６０４２		kenchikujutaku@city.kawagoe.saitama.jp（共有メール）				18		13		2		3		2000		1		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事において、事前調査と現地との相違（調査不足等）への対応。		文化財的価値のある建造物などの改修工事における適切な工期の設定及び設計額の算出、設計図の表現レベルなど。		0		0		11埼玉県		11201		342670		19,037		5,837		7		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県熊谷市		112020		埼玉県		熊谷市		建設部営繕課		新井一巳		048-524-1111（内線411）		eizen@city.kumagaya.lg.jp				13		9		2		2		4000		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		設計施工一括の公募型プロポーザルを実施		0		0		0		0		11埼玉県		11202		203180		15,629		19,687		3		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県川口市		112038		埼玉県		川口市		建設部		倉上　将徳		048-280-1228		110.05000@city.kawaguchi.lg.jp				28		17		8		3		3466		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11203		500598		17,879		6,924		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県秩父市		112071		埼玉県		秩父市		地域整備部建築住宅課		根岸　誠		0494-26-6869		kenchiku@city.chichibu.lg.jp				2		2		0		0		2413		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		工事監理の方法が確立されていない		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		11埼玉県		11207		66955		33,478		36,039		1		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県所沢市		112089		埼玉県		所沢市		建設部　営繕課		森田　幸夫		０４－２９９８－９１７６		a9176@city.tokorozawa.saitama.jp				23		11		7		5		1050		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		土工事で掘削作業中に、大量の地中埋設ガラが見つかり、設計変更を余儀なくされた。		0		0		0		11埼玉県		11208		341924		14,866		3,071		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県飯能市		112097		埼玉県		飯能市		建設部　建築課		田口　裕一		042-973-2170（直通）		kenchiku4@city.hanno.lg.jp				4		4		0		0		1000		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11209		83549		20,887		11,969		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県本庄市		112119		埼玉県		本庄市		都市整備部　営繕住宅課		高柳　徹也		0495-25-1141（直通）		eizen@city.honjo.lg.jp				8		5		2		1		1541		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11211		81889		10,236		18,818		4		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県東松山市		112127		埼玉県		東松山市		総務部 管財課		富田佳光		０４９３－２１－１４２３		ys-tomita@city.higashimatsuyama.lg.jp				4		4		0		0		917		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11212		90099		22,525		10,178		4		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県春日部市		112143		埼玉県		春日部市		総務部管財課課		0		0		0				7		6		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		施設の保全業務（清掃、施設機材など）に関する積算方法について		0		0		11埼玉県		11214		237171		33,882		0		9		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県狭山市		112151		埼玉県		狭山市		都市建設部　住宅営繕課		嶋崎健一		04-2953-1111		jutaku@city.sayama.saitama.jp				6		4		2		0		1110		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		近隣及び施設使用者との対応		0		1		1		1		1		0		0		0		1		改修においては居ながら工事が多いため、その調整が難しい。		0		0		0		0		0		1		0		0		1		具体的な工事の際の他部局や施設との調整方法の実例や、先進工法等の採用事例を知りたい		0		1		1		0		0		1		1		0		0		・受注者が決定し、着手前の近隣説明会の段階で隣接住民から建設内容についてクレームが入った。市街地整備事業の反対者であったが、了解を得ることができたばかりで、事業の支障となる恐れがあるため住民の要求を全面的に受け入れざるを得なくなり、設計変更となった。　　・施設解体の際に、想定の数倍の地中障害物が発生した。従前は畑であったが、その前に建物があったようで、所有者が数度変わっていて原因者が特定できなかった。		0		0		0		11埼玉県		11215		155727		25,955		7,128		3		5		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県羽生市		112160		埼玉県		羽生市		まちづくり部開発建築課		平川		048-561-1121		kaiken@city.hanyu.lg.jp				3		3		0		0		820		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		国の各省にまたがる補助金の項目や県の補助金の項目について、営繕に関係する補助金を一覧で見られるようにしてほしい。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11216		56204		18,735		14,590		5		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県鴻巣市		112178		埼玉県		鴻巣市		建設部　工事課		宮下　彰太朗		０４８－５４１－１３２１		koji@city.kounosu.saitama.jp				6		6		0		0		3000		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11217		119639		19,940		25,075		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県深谷市		112186		埼玉県		深谷市		都市整備部建築住宅課・教育部教育施設課		中村　慎吾・大谷　裕也		048-574-6655・048-573-9280		kentiku@city.fukaya.saitama.jp ・ sisetu@city.fukaya.saitama.jp				11		10		1		0		577		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		市内業者の入札が少なく、入札額と設計額との間に大きな乖離が生じる傾向にあるため。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11218		144618		13,147		3,990		2		3		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県草加市		112216		埼玉県		草加市		総合政策部　公共建築課		霜山　研一		048-922-0871		ken-eizenka@city.soka.saitama.jp				13		10		3		0		2500		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11221		243855		18,758		10,252		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県越谷市		112224		埼玉県		越谷市		建設部営繕課		竹ノ内　稔		048-963-9204（直通）		10103500@city.koshigaya.saitama.jp				17		11		3		3		3800		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		　工事の積算をする上で刊行物を使用しているが、物価上昇の速さに追いついていない感がある。積算時と発注時期とに価格の乖離が生じる場合があり、円滑な工事発注に支障が生じている。		　小規模工事・夜間工事の積算割増等の基準を明確化してほしい。		　小規模工事で工事が長期に及ぶ場合、現場管理費の割合が少なく現場従事者の給与が捻出できない場合がある。その辺の、割増の考え方を別に考慮できないか。		0		11埼玉県		11222		326313		19,195		11,645		5		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県蕨市		112232		埼玉県		蕨市		都市整備部　建築課		伊東　安治		048-433-7719		kenchiku@city.warabi.saitama.jp				4		4		0		0		230		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11223		71502		17,876		3,217		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県戸田市		112241		埼玉県		戸田市		財務部　資産管理課		白木　孝樹		０４８－４４１－１８００		shisan@city.toda.saitama.jp				3		3		0		0		1000		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		・老朽化した建物を解体及び新築する際の、
負担金・交付金の充実（負担金等の増額）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		・建物解体工事の際、想定外埋設物に伴う処分費用の増加について。
・複数年度にまたがる工事の際、労務単価上昇の伴う契約変更について。		0		0		0		11埼玉県		11224		123079		41,026		8,125		6		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県入間市		112259		埼玉県		入間市		都市建設部営繕課		森　雅人		04-2964-1111		ir400400@city.iruma.lg.jp				5		3		2		0		30		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11225		149872		29,974		200		6		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県朝霞市		112275		埼玉県		朝霞市		総務部財産管理課		田島貴博		048-463-2586		zaisan_kanri@city.asaka.saitama.jp				5		5		0		0		238		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません		設計施工一括発注方式で契約した工事内容で、提案いただいた内容から設計内容に変更（工事内容の減少）が生じた場合、事業費の変更方法の適切な手法を伺いたい		0		0		11埼玉県		11227		129691		25,938		1,835		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県志木市		112283		埼玉県		志木市		都市整備部建築課		都築　康幸		048-473-1111(内線2533)		kentiku@city.shiki.lg.jp				3		1		0		0		1300		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11228		69611		23,204		18,675		4		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県和光市		112291		埼玉県		和光市		総務課資産戦略担当		森田　幸隆		048-424-9093		b0100@city.wako.lg.jp				4		4		0		0		145		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11229		80745		20,186		1,796		2		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県新座市		112305		埼玉県		新座市		企画財政部施設営繕課		広田　恵		048-477-1078		sisekan@city.niiza.lg.jp				6		3		1		0		1354		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		11埼玉県		11230		158777		26,463		8,528		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県桶川市		112313		埼玉県		桶川市		都市整備部建築課		佐々木　俊太		048-786-3211		kentiku@city.okegawa.lg.jp				3		3		0		0		946		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11231		74711		24,904		12,662		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県久喜市		112321		埼玉県		久喜市		建設部　営繕課		中島正博		0480-22-1111（内線77-133）		eizen@city.kuki.lg.jp				6		0		0		0		3700		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11232		154310		25,718		23,978		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県北本市		112330		埼玉県		北本市		都市整備部建築開発課		福島　弘行		048-594-5551		a04000@city.kitamoto.saitama,jp				4		4		0		0		1500		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事が多くなってきている状況にあるが、既存図と現況との相違が多く、着手してから変更となるケースも少なくない。		0		0		0		11埼玉県		11233		68888		17,222		21,774		4		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県八潮市		112348		埼玉県		八潮市		建設部　営繕・住宅課		大塚　善昭		048-996-3658 （営繕・住宅課　直通）		eizen-jutaku@city.yashio.ig.jp				8		8		0		0		1284		1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		学校やその他公共施設の一部を除いて公共施設中長期保全計画を定めていない。		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		1		積算システムの共有化		0		1		1		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		11埼玉県		11234		82977		10,372		15,474		7		5		6		2		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県三郷市		112372		埼玉県		三郷市		建設部　営繕課		佐々木		０４８－９３０－７７３９		eizen@city.misato.lg.jp				7		7		0		0		1700		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		公共工事における品質確保については、受注者（設計事務所、工事受注者等）の技術向上、人材の育成、業者の確保が必要である。
今後、担い手の育成を図っていかないと建設業自体衰退する恐れがあると思われる。		0		0		11埼玉県		11237		131415		18,774		12,936		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		11		埼玉県蓮田市		112381		埼玉県		蓮田市		都市整備部建築指導課		町井孝行		048-765-1720		kenchiku@city.hasuda.saitama.jp				3		3		0		0		60		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11238		63309		21,103		948		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県坂戸市		112399		埼玉県		坂戸市		総合政策部　施設管理課		筑井　理紗		049-283-1331		sakado24@city.sakado.lg.jp				5		5		0		0		511		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11239		101700		20,340		5,025		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県幸手市		112402		埼玉県		幸手市		建設経済部　建築指導課		菅野　祐貴		０４８０－４３－１１１１　内線５７３		kenchiku@city.satte.lg.jp				4		4		0		0		43		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11240		54012		13,503		796		2		2		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県吉川市		112437		埼玉県		吉川市		総務部財政課		海老沼浩行		０４８－９８２－５９６６		zaisei2@city.yoshikawa.saitama.jp				3		3		0		0		299		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		11埼玉県		11243		65298		21,766		4,579		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県白岡市		112461		埼玉県		白岡市		都市整備部　建築課		佐藤　恒喜		0480-92-1111(234)		kenchiku@city.shiraoka.lg.jp				5		5		0		0		17		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11246		50272		10,054		338		6		5		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県伊奈町		113018		埼玉県		伊奈町		総務課		新井　将智		０４８－７２１－２１１１		soumu@town.saitama-ina.lg.jp				10		0		0		0		200		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11301		42494		4,249		4,707		4		5		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県三芳町		113247		埼玉県		三芳町		財務課		三浦　康晴		049-258-0019		kanzai@town.saitama-miyoshi.lg.jp				9		4		0		0		764		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11324		38706		4,301		19,739		4		4		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県毛呂山町		113263		埼玉県		毛呂山町		管財課		松本　伸二		049-295-2112		kanzai@town.moroyama.lg.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		営繕技術者の確保について		0		0		11埼玉県		11326		39054		0		128		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県小川町		113433		埼玉県		小川町		都市政策課		武川　悟		439-72-1221		ogawa113@town.ogawa.saitama.jp				1		1		0		0		1.9		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		鉄筋工、型枠工の職人不足。		特になし。		0		0		11埼玉県		11343		32913		32,913		58		10		8		6		1		3		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県川島町		113468		埼玉県		川島町		政策推進課		神田雅貴		０４９－２９９－１７５２		seisaku@town.kawajima.saitama.jp				0		0		0		0		3		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11346		22147		0		135		4		2		7		0		0		1		1		1		0		0		※入力方法間違い ニュウリョクホウホウマチガ

		0		11		埼玉県吉見町		113476		埼玉県		吉見町		政策財政課		三村		０４９３－５４－１５１６		y-0206@town.yoshimi.saitama.jp				0		0		0		0		186		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		11埼玉県		11347		21079		0		8,824		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県ときがわ町		113492		埼玉県		ときがわ町		企画財政課　財政担当		吉澤　由起子		0493-65-0404（直通）		y.yoshizawa.002@town.tokigawa.lg.jp				6		6		0		0		14		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11349		12418		2,070		1,127		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県横瀬町		113611		埼玉県		横瀬町		建設課		加藤　勉		0494-25-0117		kensetsu@town.yokoze.saitama.jp				0		0		0		0		60		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11361		9039		0		6,638		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県長瀞町		113638		埼玉県		長瀞町 マチ		建設課		伊藤竜也		０４９４－６６－３１１１		kensetsu@town.nagatoro.saitama.jp				0		0		0		0		15		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		11埼玉県		11363		7908		0		1,897		4		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県東秩父村		113697		埼玉県		東秩父村		総務課		吉田　真之		0493-82-1226		0228@vill.higashichichibu.lg.jp				0		0		0		0		67.92		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11369		3348		0		20,287		3		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県美里町		113816		埼玉県		美里町		総合政策課		鹿嶋　純規		0495-76-1114		zaisei@town.saitama-misato.lg.jp				0		0		0		0		18		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11381		11605		0		1,551		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		11		埼玉県寄居町		114081		埼玉県		寄居町		建設課 工務班		今井 啓太		048-581-1236		ks101g@town.yorii.saitama.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		11埼玉県		11408		35774		0		0		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県宮代町		114421		埼玉県		宮代町		企画財政課　管財担当		冨田満晴		0480-34-1111		jyokan@town.miyashiro.saitama.jp				0		0		0		0		72		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11442		33641		0		2,140		5		5		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		11		埼玉県杉戸町		114642		埼玉県		杉戸町		建築課		向佐　将人		0480-33-1111（内線348）		kenchiku@town.sugito.saitama.jp				4		4		0		0		143		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11464		46923		11,731		3,048		4		3		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		11		埼玉県松伏町		114651		埼玉県		松伏町		新市街地整備課　開発建築担当		後藤　秀徳		０４８－９９１－１８０６		kaihatsu-m@town.matsubushi.lg.jp				2		2		0		0		206		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		11埼玉県		11465		31153		15,577		6,613		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		13		東京都葛飾区		131229		東京都		葛飾区		総務部営繕課		大塚　眞一		03-5654-8359		212400＠sity.katsushika.lg.jp				40		23		9		7		5000		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13122		442586		11,065		11,297		5		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		13		東京都江戸川区		131237		東京都 トウキョウト		江戸川区		都市開発部施設課		森田　和康		０３－５６６２－６５７３		kazuyasu-morita@city.edogawa.tokyo.jp				42		21		11		10		3400		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13123		678967		16,166		5,008		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都江東区		131083		東京都		江東区		総務部営繕課		高島　健太		03-3647-9131		eizen@city.koto.lg.jp				46		30		8		8		13263		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13108		460819		10,018		28,781		8		5		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		13		東京都港区		131032		東京都		港区		企画経営部　施設課		中島　拓也		03-3578-2165		minato33@city.minato.tokyo.jp				28		19		4		5		12000		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13103		205131		7,326		58,499		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都荒川区		131181		東京都		荒川区		管理部営繕課		柴田　健		03-3802-3669		eizen@city.arakawa.tokyo.jp				27		15		5		7		4650		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		不調・不落対策について、複数の原因に対して、全ての工事で適切な対応をとることが厳しい。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13118		203296		7,529		22,873		2		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都渋谷区		131130		東京都		渋谷区		総務部施設整備課計画係		相馬　亜美		03-3463-1552		eizen-k@city.shibuya.tokyo.jp				31		15		8		8		4874		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13113		204492		6,597		23,835		3		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都新宿区		131041		東京都		新宿区		総務部施設課		清水　茂和		03-5273-3791		shisetsu@city.shinjuku.lg.jp				39		21		9		9		5171		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13104		326309		8,367		15,847		6		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都杉並区		131156		東京都		杉並区		政策経営部営繕課		井澤　基彰		03-3312-2111(代)　内線：1553		eizen-k@city.suginami.lg.jp				46		23		11		12		6472		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		請負業者数の減少		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13115		549569		11,947		11,777		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		13		東京都世田谷区		131121		東京都		世田谷区		施設営繕担当部施設営繕第一課		大塚　悠樹		03-5432-2620（直通）		SEA02406@mb.city.setagaya.tokyo.jp				68		35		17		16		11659		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		・物価上昇等の予測困難
・設計未了段階での予算要求を余儀なくされている		1		0		0		0		0		1		0		0		0		改修手法のノウハウ、知識等手引書の充実		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13112		877138		12,899		13,292		7		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都千代田区		131016		東京都		千代田区		政策経営部　施設経営課　保全主査		工藤　伸樹		03（5211）4161		n-kudo@city.chiyoda.lg.jp				17		10		7		0		3200		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		労務単価高騰等による公共工事の不調が多く生じている状況		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		地中障害の発生、周辺近隣の苦情対策のため解体工法等の変更、改修工事対象外の箇所で故障や漏水等の不具合が発生する。		0		0		0		13東京都		13101		47115		2,771		67,919		3		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都足立区		131211		東京都		足立区		資産管理部　営繕管理課		井川		03-3880-5936		eizen@city.adachi.tokyo.jp				22		18		7		7		4000		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		予定していた材料の納入が困難なため、不調となった。		特になし		0		0		13東京都		13121		683426		31,065		5,853		4		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		13		東京都台東区		131067		東京都		台東区		総務部　施設課		倉重・板谷		03-5246-1353		eizen@city.taito.tokyo.jp				22		12		5		5		1974		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		資材搬入の時間が制約を受け（時間帯による通行制限等）コンクリ打設の回数が積算より多くなった（増額）		0		0		0		13東京都		13106		175928		7,997		11,220		5		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都大田区		131113		東京都		大田区		計画財政部 施設管理課		星野隆義		03-5744-1397		tatemono@city.ota.tokyo.jp				54		28		15		11		8095		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		・市場価格の適切な把握が難しい		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		・コンストラクションマネジメントの利用		0		・適切な工事予定価格の作成にあたって有効的な算出手法やその取扱い基準等の詳細		0		0		13東京都		13111		693373		12,840		11,675		2		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都中央区		131024		東京都		中央区		都市整備部		関　　恒夫		０３－３５４６－５４７７		eizen_01-01@city.chuo.lg.jp				17		8		5		4		14368		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		不調後の予算確保		0		0		0		13東京都		13102		122762		7,221		117,039		3		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		13		東京都中野区		131148		東京都		中野区		経営室施設分野		大須賀　亮		03-3228-5533		sisetucity.tokyo-nakano.lg.jp				36		18		8		9		4360		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		工事や設計等の監督・検査業務の習得のための人事交流		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13114		314750		8,743		13,852		3		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都板橋区		131199		東京都		板橋区		政策経営部営繕課		樋口　		03-3579-2582		t-ekeikaku@city.itabashi.tokyo.jp				38		20		9		9		3500		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にない		特にない		0		0		13東京都		13119		535824		14,101		6,532		3		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都品川区		131091		東京都		品川区		企画部施設整備課、教育委員会事務局庶務課		企画部施設整備課技術管理担当　　小林　　剛		０３－３７７７－１１１１  内線3223		shisetsu@city.shinagawa.tokyo.jp				25		13		6		6		8507		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		支援委託事業者をプロポーザルにて選定、年間委託とした		隣接する公共工事（公園）に土壌汚染が発生、住民説明等対応にて契約済の建築工事等の工期に大幅な見直しが必要となり、再契約および契約変更を行った。		0		0		0		13東京都		13109		365302		14,612		23,288		2		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都文京区		131059		東京都		文京区		施設管理部施設管理課		鈴木　勝		０３－５８０３－１２６９		0				26		14		6		6		8500		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13105		206626		7,947		41,137		5		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		13		東京都北区		131172		東京都		北区		総務部　営繕課		川添　匠		03-3908-8057		eizen-ka@city.kita.lg.jp				41		22		9		10		562		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13117		335544		8,184		1,675		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都墨田区		131075		東京都		墨田区		総務部営繕課管理担当		朝長　洋		03-5608-6272		eizen@city.sumida.lg.jp				18		10		5		3		3290		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		施工中に想定外の地中障害物が発現し、撤去が必要となり、費用の増額と工期延長で行政運営に支障が生じた。		0		0		0		13東京都		13107		247606		13,756		13,287		4		5		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都目黒区		131105		東京都		目黒区		総務部施設課計画・技術管理係		小林・金井塚		03-5722-9875		sisetu02@city.meguro.tokyo.jp				27		14		7		6		1992		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		・実質的な年間事務量が多く、各工事見積・設計・監理に対して十分な時間が確保できていない。		1		1		1		1		1		0		1		1		1		・案件毎に条件等異なるため、効果的な不調対策をとることが困難。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		・予算要求時から財政当局に必要な工事経費を説明し要求したが認められず、減額となった。配分された予算で入札したが、１回目は入札業者がすべて辞退、２回目は入札辞退と不調・不落となり、工事予算をアップして３回目で落札された。工事期間の見直しを行ったが厳しい工期で施工することとなった。
・現在はほとんどの工事が改修工事であり、竣工時から改修を繰返し行っているため設計図書に現状を反映させる事が難しい。そのため設計変更、追加工事を行う機会が増え実質的な事務量も増加している。		・発注関係事務の運用に関する指針についての簡略的なガイドライン等があると確認しやすく助かります。		0		0		13東京都		13110		268330		9,938		7,424		8		8		0		0		1		1		1		0		0		1

		0		13		東京都練馬区		131202		東京都		練馬区		総務部施設管理課		板垣　竜也		03-5984-1392		SISETUKANRI06@city.nerima.tokyo.jp				66		33		14		19		815		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13120		716124		10,850		1,138		4		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都豊島区		131164		東京都		豊島区		施設整備課		宮﨑正生		03-3981-1652		masao-01-miyazaki@city.toshima.lg.jp				28		15		5		7		5808		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		同規模の工事であっても、接道条件など周辺環境により工程が左右され、正確に算定することが難しい。		1		0		1		0		0		1		0		1		0		特になし		1		0		0		0		1		0		0		0		全体スライドとインフレスライドを併用するさいの取り扱い等について、東京第一営繕事務所に相談した。
また、スライドと設計変更の処理について都に相談した。		特になし		特になし		0		0		13東京都		13116		284678		10,167		20,402		9		6		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都あきる野市		132284		東京都		あきる野市		都市整備部施設営繕課		岩﨑　徹		042-558-1111		shisetueizen@city.akiruno.lg.jp				7		6		1		0		306		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　予定価格と業者設計価格に差があり、入札不調となり年度内工事が行うことができなくなってしまった。		0		0		0		13東京都		13228		80868		11,553		3,784		7		6		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都稲城市		132250		東京都		稲城市		都市建設部建築保全課		藤原悠紀		042-378-2111		yuu-fujiwara@city.inagi.lg.jp				8		7		1		0		1504		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特にありません。		現在は特にありません。		0		0		13東京都		13225		84835		10,604		17,729		4		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		13		東京都羽村市		132276		東京都		羽村市		建設部　建築課		田村　健太		042-555-1111(254)		s402000@city.hamura.tokyo.jp				6		5.5		0.5		0		578		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		業者の技術者不足(代理人等)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		26市間での情報交換等		無し		無し		0		0		13東京都		13227		57032		9,505		10,135		2		4		1		2		2		1		1		1		1		1		※電気職は建築職の１人が兼任 デンキショクケンチクショクニンケンニン

		0		13		東京都御蔵島村		133825		東京都		御蔵島村		産業課産業建設係		徳山　隆思		04994-8-2121		takashi_tokuyama@mikurasima.jp				0		0		0		0		150		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		13東京都		13382		348		0		431,034		8		4		5		0		3		1		1		1		0		1

		0		13		東京都国分寺市		132144		東京都		国分寺市		都市建設部　緑と建築課		樋口　淳		　042-325-0111（内線434）		　midorikenchiku@city.kokubunji.tokyo.jp				4		4		0		0		645		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　・積算における単価の設定		0		0		13東京都		13214		120650		30,163		5,346		5		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都国立市		132152		東京都		国立市		行政管理部　建築営繕課		佐久間　智己		042-576-2111　内354		sakuma_tomoki@city.kunitachi.tokyo.jp　				15		15		0		0		1100		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13215		75510		5,034		14,568		5		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都狛江市		132195		東京都		狛江市		総務部		小尾　幸雄		03-3430-1111(内線2442)		shisetsukkr@city.komae.lg.jp				8		7		1		0		1631		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		総合評価落札方式、設計・施工一括発注方式、ECI方式などの発注関係事務に係る直接的な支援		0		0		1		0		0		0		1		0		0		設計委託契約後の方針変更（事業規模の大幅な縮小）
工事請負契約後の設計内容の変更（施設所管課の要望による）		0		0		0		13東京都		13219		78751		9,844		20,711		6		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都三鷹市		132047		東京都		三鷹市		都市整備部　公共施設課		加藤明・小寺和彦		0422-45-1151　内線2965		koukyou@city.mitaka.tokyo.jp				11		8		1		0		844		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		1		公共施設の積み残し改修工事及び維持管理上行わなければならない工事が山積している状況において、定年退職によりベテラン職員が減り、新任職員を育成し活躍できるようにしなければならないが、職員数不足により、満足にできないのが現実である。		1		0		0		0		0		1		0		0		1		新任職員を育成するための勉強会や研修の開催。		0		0		1		0		0		0		0		0		0		①設計委託入札では最低価格制限がないため、安く契約した案件の設計が思うように進まず、出来上がったものも不完全であり工事に支障を来たした。
②耐震、リニューアル等の改修工事で思わぬ追加変更が生じる事例があり、予算確保、工事変更契約など業務量が増大した。		0		0		0		13東京都		13204		186083		16,917		4,536		5		6		3		1		0		1		1		1		1		0		※土木職２人含 ドボクショクニンガン

		0		13		東京都三宅村		133817		東京都		三宅村		地域整備課　環境整備係		主事　　高橋　明夫		04994-5-0989		takahashi_akio@miyakemura.com				0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13381		2676		0		18,685		4		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都小金井市		132101		東京都		小金井市		都市整備部		奥		042-387-9858		s060302@koganei-shi.jp				5		4		1		0		921		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13210		118852		23,770		7,749		9		5		3		0		2		1		1		1		0		1

		0		13		東京都小平市		132110		東京都		小平市		都市開発部　施設整備課		脇田　優人		042-346-9826		shisetsuseibi@city.kodaira.lg.jp				15		9		2		4		425		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		一部工事では、市が積算に使用している標準単価と指名業者の単価に相違があり、不調の原因の一つになっている。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		13東京都		13211		187035		12,469		2,272		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		13		東京都昭島市		132071		東京都		昭島市		都市整備部		昭島市　都市整備部　建築課　萩原　久之		042-544-5111（2531）		kentikuka@city.akishima.lg.jp				8		5		1		2		2000		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13207		112297		14,037		17,810		1		4		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都新島村		133639		東京都		新島村		建設課建設係		富田　俊介		04992-5-0212（直通）		kensetu@niijima.com				0		0		0		0		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13363		2883		0		16,649		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		0		13		東京都瑞穂町		133035		東京都		瑞穂町		都市整備部　建設課　土木係		細谷		042-557-7648		kensetsu@town.mizuho.tokyo.jp				0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13303		33497		0		60		3		3		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都清瀬市		132217		東京都		清瀬市		企画部新庁舎建設室		下山		042-492-5111		shin_tyousya@city.kiyose.lg.jp				6		4		1		1		653		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特にナシ		特にナシ		0		0		13東京都		13221		74104		12,351		8,812		2		2		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		13		東京都西東京市		132292		東京都		西東京市		総務部 建築営繕課		佐藤　雅治		042-464-1311（代表）　042-460-9815（直通）		eizen@city.nishitokyo.lg.jp				9		8		1		0		2000		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13229		196511		21,835		10,178		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都青梅市		132055		東京都		青梅市		建設部建築営繕課		石井　貴大		0428-22-1111(内線2591)		ishii-t@city.ome.tokyo.jp				10		5		2		3		11766		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13205		139339		13,934		84,442		4		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都多摩市		132241		東京都		多摩市		企画政策部　行政管理課		田沼　愛		０４２－３３８－６８６２		tanuma-ai@city.tama.tokyo.jp				16		8		4		4		2758		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		議決案件の設計変更手続方法について（増または減の場合）、工事を停止しての手続きとなり、工期延期となってしまう		1		0		1		0		1		1		0		0		1		議決案件について、専決処理の選択をしていない		1		0		0		0		0		0		1		0		1		設計変更処理の実務、事務手続き方法について（議決案件）		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		13東京都		13224		147648		9,228		18,680		6		5		3		1		1		1		1		1		1		1		※○の位置を修正 イチシュウセイ

		0		13		東京都町田市		132098		東京都		町田市		財務部営繕課		野津（のつ）		042-724-1293		zaimu030@city.machida.tokyo.jp				36		24		6		6		535		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事の設計業務委託において設計者が現場確認をせず、竣工図のみで図面を作成していることがあった。		0		0		0		13東京都		13209		426987		11,861		1,253		8		7		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都調布市		132080		東京都		調布市		総務部営繕課		古瀬　康充		042-481-7424		eizen@w2.city.chofu.tokyo.jp				17		10		4		3		2381		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		資材価格の上昇や労務単価の高騰により予算時に想定となる要素が存在する		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13208		223593		13,153		10,649		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都東久留米市		132225		東京都		東久留米市		都市建設部施設建設課		生島　一夫		042-470-7756		shisetsukensetsu@city.higashikurume.lg.jp				7		4		1		2		826		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		学校の工事等で、発注時期が近隣自治体と重なり入札が不調になるケースが多くなっている。		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13222		116546		16,649		7,087		1		3		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		13		東京都東村山市		132136		東京都		東村山市		総務部　営繕課		中静　直樹		042-393-5111		eizen@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp				7		2.3		2.3		2.3		2200		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		発注が不調・不落となった場合、妥当な設計額の見直しを行う際の基準がない。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13213		153557		21,937		14,327		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		※建築職、電気職、機械職は兼務 ケンチクデンキキカイショクケンム

		0		13		東京都東大和市		132209		東京都		東大和市		都市建設部建築課		田中　秀大		０４２－５６３－２１１１(内線１２２４)		kenchiku@city.higashiyamato.lg.jp				7		5		2		0		16		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13220		83068		11,867		193		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都日の出町		133051		東京都		日の出町		企画財政課　管財係		竹縄俊一		042-597-0511内318		ｕ３１０３８＠ｔｏｕｗｎ．Ｈｉｎｏｄｅ．Ｔｏｋｙｏ．Ｊｐ				1		1		0		0		150		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		町全体の建築工事が少ないため営繕課や係を設置できず専門職員の後継者がいない。		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		修繕工事の設計を委託する際、設計内容の把握及び設計金額の算出が難しい。		0		0		0		13東京都		13305		16650		16,650		9,009		8		6		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		13		東京都日野市		132128		東京都		日野市		総務部　財産管理課　施設係		山口　智美		042-585-1111（内4724）		zaisan-s@city.hino.lg.jp				9		5		2		2		853		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		特にありません		0		0		13東京都		13212		180052		20,006		4,738		7		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都八王子市		132012		東京都		八王子市		財務部建築課		小山建壱		042-620-7285		ｂ030500＠city.hachioji.tokyo.jp				29		19		5		5		8800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13201		580053		20,002		15,171		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1

		0		13		東京都八丈町		134015		東京都		八丈町		建設課		安藤		04996-2-1124		kensetu@town.hachijo.tokyo.jp				1		1		0		0		400		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		大規模修繕の実績が無い		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		地盤が弱い
契約後の工法変更（テノコラム工法→全面地盤改良）		0		0		0		13東京都		13401		8231		8,231		48,597		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都府中市		132063		東京都		府中市		行政管理部建築施設課		中村　太一		042-335-4356		kenchiku02@city.fuchu.tokyo.jp				8		8		0		0		2573		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		見積り採用による単価設定において、３社以上の平均を採用した
場合、平均を下回る最安値の見積りを採用しない理由について
対応方法を相談していきたい。		0		0		13東京都		13206		255506		31,938		10,070		4		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		13		東京都武蔵村山市		132233		東京都		武蔵村山市		都市整備部施設課		櫻井謙次		042-565-1111（内線452）		sakuraik@city.musashimurayama.lg.jp				7		4		2		0		403		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13223		70053		10,008		5,753		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都武蔵野市		132039		東京都		武蔵野市		財務部施設課		森脇　純子		0422-60-1918		moriwaki-junko@city.musashino.lg.jp				14		11		1		2		1945		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		総合評価方式を試行しているが、実績が少ないため、
制度の効果や適切な運用が検証しにくいため。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		年度末工事における技術者不足。		0		0		0		13東京都		13203		138734		9,910		14,020		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都福生市		132187		東京都		福生市		都市建設部　施設課		田村　道生		042-551-1972		f-shisetsu@city.fussa.tokyo.jp				0		0		0		0		353		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13218		59796		0		5,903		4		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都立川市		132021		東京都		立川市		行政監理部　施設課		石堂　修		042-528-4365		shisetsu@city.tachikawa.lg.jp				20		11		7		2		7350		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13202		179668		8,983		40,909		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		13		東京都檜原村		133078		東京都		檜原村		総務課総務係		岡部春夫		042-598-1011		syomu@vill.hinohara.tokyo.jp				0		0		0		0		27		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13東京都		13307		2558		0		10,555		5		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県横須賀市		142018		神奈川県		横須賀市		都市部公共建築課		上田　澄江		046-822-8420		pbd-cp@city.yokosuka.kanagawa.jp				29		17		7		5		3065		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14201		418325		14,425		7,327		7		4		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		14		神奈川県平塚市		142034		神奈川県		平塚市		都市整備部　建築住宅課		小澤　勲		0463-21-8770		kenchiku@city.hiratsuka.kanagawa.jp				40		23		9		8		7496		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14203		260780		6,520		28,745		5		2		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県鎌倉市		142042		神奈川県		鎌倉市		都市整備部　建築住宅課		松下　統		0467.23.3000 内線2416		0				14		7		3		4		500		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		不調・不落の案件が増加する中で最低制限価格以下で応札者全者が失格となる場合もあり、標準積算から逸脱した積算をすることが困難な中で予定価格内訳書を作成することに苦慮している。		0		1		0		0		0		0		1		0		1		予定価格内訳書に係る積算で、材料価格の変動に伴う見積機器・材料の掛率の設定が追いつかない。
国は見積りの掛け率設定に関し「適切におこなうこと」と言っているが、何が適切なのかを判断する材料がない。		1		1		0		0		0		1		0		0		1		国の見積り掛け率基準等、見積の取り扱いに関する情報		0		0		1		0		0		0		0		0		0		ある工事の入札において、予定価格以上の入札と最低基準価格以下の入札が同時に行われ、不落となったケースがある。		①　小規模工事（地域要件を設定して発注する工事）において、品質の確保が可能な共通費の算定方法について。（市内業者発注では最低制限価格以下となり不落となる場合が多い。）		②　設計委託業務における積算方法について。（告示第15号に準拠して積算しても、調査基準額を下回る応札が多い。）		0		14神奈川県		14204		174314		12,451		2,868		6		3		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		14		神奈川県藤沢市		142051		神奈川県		藤沢市		計画建築部　公共建築課		本多　剛		0466-25-1111		kokyoken@city.fujisawa.kanagawa.jp>				35		18		9		8		5000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		監督員の技術力向上・確保		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14205		409657		11,704		12,205		10		4		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県小田原市		142069		神奈川県		小田原市		建設部		簑島雅美		0465-33-1562		masami-minoshima@city.odawara.kanagawa.jp				22		15		4		3		1000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		入札制度の変更により、業者決定までの期間が長くなると工程が厳しくなり、単年度の工事が難しくなっている。		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14206		198327		9,015		5,042		11		6		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県茅ヶ崎市		142077		神奈川県		茅ヶ崎市		建設部　建築課		池田　能徳		０４６７（８２）１１１１		kenchiku@city.chigasaki.kanagawa.jp				23		15		5		3		3760		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		他の自治体が相談している内容等について公表していただけると相談しやすい体制が出来ると思われます。
国等の補助金等の活用方法や会計検査の対応方法等		0		0		14神奈川県		14207		235081		10,221		15,994		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0		※○の横の※を撤去 ヨコテッキョ

		0		14		神奈川県逗子市		142085		神奈川県		逗子市		環境都市部都市整備課		津金　直也		046-873-1111		seibi@city.zushi.kanagawa.jp				2		3		3		1		85		1		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14208		58302		29,151		1,458		8		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県三浦市		142107		神奈川県		三浦市		総務部　財産管理課		小杉　玲央		046-882-1111　内線254		gyouseikanri0401@city.miura.kanagawa.jp				3		3		0		0				1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14210		48352		16,117		0		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		14		神奈川県秦野市		142115		神奈川県		秦野市		建設部建築住宅課		近藤　悟		０４６３－８２－９６４２		kentiku@city.hadano.kanagawa.jp				9		7		2		0		1000		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		14神奈川県		14211		170145		18,905		5,877		2		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		14		神奈川県厚木市		142123		神奈川県		厚木市		まちづくり計画部		佐藤　有信		046-225-2331		5450@city.atsugi.kanagawa.jp				18		11		4		3		1500		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		建築機械職の不足		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14212		224420		12,468		6,684		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県大和市		142131		神奈川県		大和市		総務部公共建築課		営繕担当　係長　湖崎　暁雄（コサキ　トシオ）		046-260-5433（直通）		so_kouky@city.yamato.lg.jp				11		6		2		3		2561		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事において設計内容と現場とで相違があることは多々あるが、結果論としては設計時の調査不足によるものであり、本当に予期せぬ事例というのはないと思われます。		①　工事内訳書を作成する際の見積もりに対する査定率または、その作成基準		②　入札結果が不調・不落で予定価格を見直す場合の具体的な手法。また、補助金工事であった場合に設計価格が上昇する方向で見直すことの可否などについて		0		14神奈川県		14213		228186		20,744		11,223		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県伊勢原市		142140		神奈川県		伊勢原市		都市部建築住宅課		路川　寿和		０４６３（９４）４７１１　内線２２３２		kenchiku@isehaea-city.jp				3		2		1		0		336		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14214		101039		33,680		3,325		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		14		神奈川県海老名市		142158		神奈川県		海老名市		財務部　施設管理課		本多　真紀		046(235)8452　（直通）		eizen@city.ebina.kanagawa.jp				8		6		2		0		800		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14215		127707		15,963		6,264		3		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		14		神奈川県座間市		142166		神奈川県		座間市		都市部建築住宅課		赤川　勝利		046-252-7027		kentiku@city.zama.kanagawa.jp				4		3		1		0		1000		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません。		改修工事の適切な工期の設定方法		0		0		14神奈川県		14216		129436		32,359		7,726		4		6		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県南足柄市		142174		神奈川県		南足柄市		都市計画課　（入札事務、予定価格等は、管財契約課が担当です。）		飯塚大作		0465-73-8058（直通）		kenchiku-jyutaku@city.minamiashigara.kanagawa.jp				2		2		0		0		116		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		14神奈川県		14217		44020		22,010		2,635		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県綾瀬市		142182		神奈川県		綾瀬市		都市建設部		吉川　直樹		0467-70-5602（直通）		su1530@city.ayase.kanagawa.jp				6		4		1		1		3000		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		　設計業務を入札で発注しているため技術力・業務処理能力の低い業者が、低額受注して期待している成果品ができていない。
　設計工期の短い案件では、プロポーザル方式等の発注では、設計業者の早期決定ができない。		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14218		83167		13,861		36,072		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県葉山町		143014		神奈川県		葉山町		政策財政部公共施設課		臼井秀昭		046-876-1111		kokyo@town.hayama.lg.jp				1		1		0		0		125		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14301		32766		32,766		3,815		7		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県寒川町		143219		神奈川県		寒川町		総務部総務課管財担当（教育委員会教育総務課施設担当）		佐藤信介		0467-74-1111（内線213）		kanzai@town.samukawa.kanagawa.jp				2		2		0		0		300		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		発注前の設計書の内容確認。
（※特に年度初めに発注する工事については、設計図面と工事内訳書との整合性を確認する作業が多く、（現状は）全てをﾁｪｯｸ出来ていない状態で工事発注をしている事がある）		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		問３の１１）で回答したとおり、工事設計書の内容確認が不十分な事があり、図面と内訳書の不整合から、入札時の質問に対しどう回答すれば良いか、（回答）内容に困る事があります。（※図面に記載があり、内訳書には記載がなかった場合、内容によっては入札中止になってしまう事もあるので）		①問７で回答しましたが、工事内訳書と設計図面とではどちらが優先されるのでしょうか？また、その基準等はあるのでしょうか？
②設計委託による成果品を使用し工事発注をした時、図面と内訳書の不整合が発覚した場合、その責任を委託業者（設計事務所等）へ問う事は出来るのか？		0		0		14神奈川県		14321		47672		23,836		6,293		8		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県大磯町		143413		神奈川県		大磯町		政策総務部総務課公共施設係		石岡　友希		0463-61-4100（内線209）		shisetsu@town.oiso.kanagawa.jp				3		3		0		0		428		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14341		33032		11,011		12,957		6		2		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		14		神奈川県二宮町		143421		神奈川県		二宮町		総務部　公共施設課		梅原　健太郎		０４６３－７１－３３１１		koukyou@town.ninomiya.kanagawa.jp				0		0		0		0		10		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14342		29522		0		339		7		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県中井町		143618		神奈川県		中井町		まち整備課		多田		0465-81-3901		machi@town.nakai.kanagawa.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14361		10010		0		0		1		2		3		2		3		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県大井町		143626		神奈川県		大井町		企画財政課		水上昌久		０４６５－８５－５００３		kikaku@town.oi.kanagawa.jp				0		0		0		0		226		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14362		17972		0		12,575		6		5		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		14		神奈川県松田町		143634		神奈川県		松田町		総務課		吉田　茂		０４６５－８３－１２２１(内５３１）		keiyaku@town.matsuda.kanagawa.jp				0		0		0		0		16		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14363		11676		0		1,370		2		2		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		14		神奈川県山北町		143642		神奈川県		山北町		定住対策室		山口啓二		０４６５－７５－３６５０		teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp				0		0		0		0		1.2		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		当町では建築の専門職がいないため、技術に関しては、全て委託している状況であるため、上記項目が多数該当する。		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		特になし		特になし		0		0		14神奈川県		14364		11764		0		102		8		2		0		3		3		1		1		0		1		1

		0		14		神奈川県開成町		143669		神奈川県		開成町		行政推進部　財務課　管財担当		佐野　達紀		０４６５－８４－０３２２		zaimuka@town.kaisei.kanagawa.jp				0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14366		16369		0		0		7		5		7		1		1		1		1		1		1		1		※営繕部局なし エイゼンブキョク

		0		14		神奈川県箱根町		143821		神奈川県		箱根町		総務部財務課管財契約係		畑　貴季		0460-85-9568		0460-85-7577				12		5		3		4		238		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		14神奈川県		14382		13853		1,154		17,180		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		14		神奈川県真鶴町		143839		神奈川県		真鶴町		総務課		津田浩克		0465-68-1131（内線316）		so-kanzai@town-manazuru.jp				0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		建築物の営繕に関し、各分野における専門職員がいないため、事業執行全般において対応の困難さを感じている。		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14383		8212		0		3,166		1		4		1		1		2		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県湯河原町		143847		神奈川県		湯河原町		総務部庶務課		米山健司		0465-63-2111		syomu@town.yugawara.kanagawa.jp				3		3		0		0		165		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14384		26848		8,949		6,146		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県愛川町		144011		神奈川県		愛川町		建設部都市施設課		鈴木　博孝		０４６－２８５－２１１１　　内線３４４７		toshi@town.aikawa.kanagawa.jp				2		2		0		0		467		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		　営繕協議会等により実務的な工事積算や委託業務に係る基準、要領等のノウハウの共有する講習や研修を開催していただきたい。		0		0		14神奈川県		14401		42089		21,045		11,096		2		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		14		神奈川県清川村		144029		神奈川県		清川村		まちづくり課		山口博基		０４６－２８８－３８６２		machidukuri@town.kiyokawa.kanagawa.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14神奈川県		14402		3459		0		0		1		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		19		山梨県甲州市		192139		山梨県		甲州市		建設課		中村　憲史		0553-32-5071		nakamura-nrb@city.koshu.lg.jp				3		3		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		近隣住民への対応
改修工事での予定外の工事発生		工事単価の設定要件をはっきりしてほしい		0		0		19山梨県		19213		33927		11,309		0		3		3		1		0		2		1		1		1		0		1

		0		19		山梨県甲府市		192015		山梨県		甲府市		建設部　まち保全室　建築営繕課		窪田　方樹		055-237-5862		mk3ykp@city.kofu.lg.jp				17		10		3		3		1584		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19201		198992		11,705		7,960		3		4		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		19		山梨県山中湖村		194255		山梨県		山中湖村		総務課		長田一志		0555-62-1111		o-kazushi@vill.yamanakako.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19425		5324		0		0		1		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		19		山梨県山梨市		192058		山梨県		山梨市		管財課		武川賢二		0553‐22‐1111		s005054@city.yamanashi.lg.jp				2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		特にありません		特にありません		0		0		19山梨県		19205		36832		18,416		0		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0

		0		19		山梨県市川三郷町		193461		山梨県		市川三郷町		建設課　町営住宅係		望月　健		055-272-6090		kensetsu-c1@town.ichikawamisato.lg.jp				0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19346		17111		0		5,844		3		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県昭和町		193844		山梨県		昭和町		建設課		加賀美　圭佑		055-275-8412		kagami-ke@town.yamanashi-showa.lg.jp				0		0		0		0		5.5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		町営住宅（団地）を建築してから数年後に発注した工事請負業者が倒産してしまい、工事担当者から当時の細かい経緯や話が聞けず会計監査の時に困った。		0		0		0		19山梨県		19384		17653		0		312		1		1		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		19		山梨県上野原市		192121		山梨県		上野原市		建設経済部　都市計画課		副主査　飯塚宣裕		0554-62-3191		iizuka-fvy@city.uenohara.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		景観アドバイザー		なし		なし		0		0		19山梨県		19212		27114		0		0		3		2		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		19		山梨県早川町		193640		山梨県		早川町		振興課　工務管理担当		笠井　和人		０５５６－４５－２５１１		kasai-kazuhito@town.hayakawa.lg.jp				0		0		0		0		0.5		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19364		1246		0		401		3		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県大月市		192066		山梨県		大月市		産業建設部　建設課		土橋浩一		0554-20-1853		kensetsu-19206@city.otsuki.lg.jp				4		4		0		0		1400		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19206		28120		7,030		49,787		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県都留市		192040		山梨県		都留市		産業建設部　建設課　建築住宅担当		小林　克也		0554-43-1111（内線136.137）		kenchikujuutaku@city.tsuru.lg.jp				1		1		0		0		569		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19204		33588		33,588		16,941		5		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		19		山梨県道志村		194221		山梨県		道志村		産業振興課		金子　正太		0554-52-2114		kaneko-shouta@vill.doshi.lg.jp				0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19422		1919		0		521		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県南アルプス市		192082		山梨県		南アルプス市		総務部管財契約課		中込　裕也		０５５－２８２－６０９２		kanzai@city.minami-alps.lg.jp				0		0		0		0		1291		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		技術職員がいないため、設計・監理については建築コンサル会社に委託している状況である。		0		0		0		0		0		0		0		0		1		３において回答したとおり、技術職員がいないため		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19208		72635		0		17,774		1		1		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県韮崎市		192074		山梨県		韮崎市		建設課		兵井　昌樹		0551-22-1111		masaki.hyoui@city.nirasaki.lg.jp				3		3		0		0		99		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19207		32477		10,826		3,048		3		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県富士河口湖町		194301		山梨県		富士河口湖町		都市整備課　都市計画係		渡辺　誠		0555-72-1179		makoto-w@town.fujikawaguchiko.lg.jp				3		3		0		0		3		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		1		当初予算を要求するにあたり、技術者等が不足しており、
適切な設計金額・工事金額の算定に苦慮している。		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		　建築物の設計・積算業務に関して、十分な予算を確保することが難しく、
また技術職員も不足しているため、設計・積算に関する支援をお願いし
たい。		0		0		19山梨県		19430		25471		8,490		118		7		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県富士川町		193682		山梨県		富士川町		財政課　財産管理担当		渡辺成昭		０５５６－２２－７２０６		watanabe-msa@town.fujikawa.lg.jp				2		0		0		0		15.5		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		　設計及び施工時における直接的な指導、相談。		0		0		0		1		0		0		0		0		　設計業者への施工監理委託		　設計上の不備を入札前の質問状で指摘せず、落札後、施工直前に指摘してくる業者がある。（発注者側の無知を見透かしているのか、見積り時の積算の折、気付かないのか？）		　積算ソフトの共有や試算方法の助言など。
　今後、施設の更新作業が頻繁になるため、設計業務の外注ではなく自前で設計したい。（経費の軽減及び知識の習得のため）		0		0		19山梨県		19368		16307		8,154		951		4		3		5		1		0		1		1		1		1		0

		0		19		山梨県北杜市		192091		山梨県		北杜市		建設部　住宅課		坂本真一		0551-42-1362		sakamoto-shi@hukuto.co.jp				2		2		0		0		500		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19209		46968		23,484		10,646		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		19		山梨県鳴沢村		194298		山梨県		鳴沢村		総務課		渡辺　積		0555-85-2311		soumu@vill.narusawa.lg.jp				0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		19山梨県		19429		2964		0		675		7		4		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県長野市		202011		長野県		長野市		建設部建築課		内山　好彦		026-224-6919		kenchiku@city.nagano.lg.jp				32		19		6		7		12500		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		0		1		最低制限価格の設定により、
落札価格帯が狭い		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20201		381511		11,922		32,764		4		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		20		長野県松本市		202029		長野県		松本市		建設部住宅課　		板倉　勝		0263-34-3247		masaru_itakura@city.matsumoto.nagano.jp				18		11		3.5		3.5		6600		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0				0		1		0		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0				特にありません。		特にありません。				0		20長野県		20202		243037		13,502		27,156		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0		※電気職、機械職を兼任 デンキショクキカイショクケンニン

		0		20		長野県岡谷市		202045		長野県		岡谷市		建設水道部都市計画課		野村　祐未		0266-23-4811		toshikei@city.okaya.lg.jp				4		4		0		0		1363		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0				1		1		1		0		0		0		1		1		0				1		1		0		1		0		1		1		0		0				0		1		0		0		1		0		0		0										0		20長野県		20204		52841		13,210		25,794		5		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県飯田市		202053		長野県		飯田市		建設部地域計画課		牛山　剛典		0265-22-4511
内2751		chiikikeikaku@city.iida.nagano.jp				7		2.3		2.3		2.3		3211		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0				0		0		0		1		1		1		1		0		0				0		0		0		0		0		1		0		1		0				0		0		0		0		0		0		0		0				特になし		現在のところ特になし				0		20長野県		20205		105335		15,048		30,484		3		4		2		0		0		1		1		1		0		0		※内訳なしのため按分 ウチワケアンブン

		0		20		長野県諏訪市		202061		長野県		諏訪市		企画部財政課管財契約係		西村　友一郎		0266-52-4141		zaisei@city.suwa.lg.jp				3		3		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		当市の場合、各行政財産について
発注は各課で行い、営繕担当は
技術的補助を行うのみのため、
予算段階から技術的検討を行うのが難しい。		0		1		0		0		1		1		1		0		0				1		1		0		1		1		0		1		0		0				1		0		1		0		1		0		1		0				タイル修繕等、予測数量で
発注せざるを得ない工事の
予算確保						0		20長野県		20206		51200		17,067		0		3		4		5		2		2		1		1		1		1		1		※○の位置を修正 イチシュウセイ

		0		20		長野県須坂市		202070		長野県		須坂市		まちづくり推進部		勝山　智章		026-248-9007
（課専用）		s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp				6		6		0		0		1400		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0				0		1		1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		長野県住宅供給公社								0		20長野県		20207		52168		8,695		26,836		3		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県小諸市		202088		長野県		小諸市		総務部財政課		武田一実		0267-22-1700
（内線290）		keiyaku@city.komoro.nagano.jp				0		0		0		0		2481		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20208		43997		0		56,390		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県伊那市		202096		長野県		伊那市		都市整備課		原　洋介		0265-78-4111		tos@inacity.jp				4		4		0		0		1826		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		小規模修繕、
改修工事の入札不調（予定価格設定）		0		0		0		1		1		1		0		0		0		刊行物単価や歩掛と、実勢価格に乖離が
発生しており、単価設定が難しい。		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20209		71093		17,773		25,685		4		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		20		長野県駒ヶ根市		202100		長野県		駒ヶ根市		建設部都市整備課		表　利彦		0265-83-2111		doboku@city.komagane.nagano.jp				3		3		0		0		200		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0				1		1		0		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		1		県単価の提供		0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20210		33693		11,231		5,936		5		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県中野市		202118		長野県		中野市		財政課管財係　		町井　雅之		0269-22-2111
（内線222）		kanzai@city.nakano.nagano.jp				3		3		0		0		120		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		現場を熟知しているため、
当初の設置業者等に発注が偏る傾向にある。		0		0		1		0		0		0		0		0		1		内部基準にしばられ、
不調になるケースもある。		1		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		1		0		0		1		1		総合評価落札方式の
一般競争入札の際の
審査を長野県に代行
を依頼しています。		特にごさいません。		現在、特にございません。				0		20長野県		20211		45638		15,213		2,629		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県大町市		202126		長野県		大町市		総務部　企画財政課		田中一幸		0261-22-0420
（593）		kikaku@city.omachi.nagano.jp				4		4		0		0		200		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0				0		1		0		1		1		1		1		0		0				1		0		0		0		0		1		1		1		0				1		0		0		0		0		0		0		0				業務において、担当部署の
想定工事費の見込みが甘いために予算に合わせ設計を
調整するなどして、予定
工期内に完了できず工事
発注が遅れたことがある。		・設計等の適正な業務期間
 の設定について
・設計業務の内容チェックの
 適正な時期について
・建設工事と監理業務の
 履行状況のチェック時期
 等について				0		20長野県		20212		29801		7,450		6,711		7		5		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県飯山市		202134		長野県		飯山市		庶務課管財係		本山　章教		0269-62-3111
（335）		a.motoyama@city.iiyama.nagano.jp				0		0		0		0		1.3		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0				0		1		1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20213		23545		0		55		4		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県茅野市		202142		長野県		茅野市		企画総務部　財政課		竹村俊治		0266-72-2101		zaisei@city.chino.lg.jp				4		4		0		0		182		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		・工事発注図書の円滑な設計。
・電気、機械設備工事について、
　適切な図面作成、施工条件の明示。		0		1		1		1		0		0		1		0		0				1		0		0		0		0		1		1		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0				なし		なし				0		20長野県		20214		56391		14,098		3,227		2		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県佐久市		202177		長野県		佐久市		建設部　建築住宅課		井出　弘典		0267-62-2111		kenchiku@city.saku.nagano.jp				17		17		0		0		3664		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0				0		0		1		1		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		1		0		0				1		0		1		0		1		0		1		0										0		20長野県		20217		100552		5,915		36,439		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県千曲市		202185		長野県		千曲市		建設部建設課		飯島　信也		026-273-1111		0516@city.chikuma.nagano.jp				3		3		0		0		1594		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		1		1		0		1		1		1		0										0		20長野県		20218		62068		20,689		25,682		7		3		3		3		3		1		1		1		1		1

		0		20		長野県東御市		202193		長野県		東御市		都市整備部建設課住宅係		所　洋一		0268-64-5882		kensetsu@city.tomi.nagano.jp				4		4		0		0		590		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		1		0		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20219		30696		7,674		19,221		5		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県安曇野市		202207		長野県		安曇野市		財政部　財産管理課		井口　寿彦		0263-71-2000		t.iguchi@city.azumino.nagano.jp				7		6		1		0		6000		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				1		1		0		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0		1		0		1		0		0				1		0		0		0		1		0		0		0										0		20長野県		20220		96479		13,783		62,190		3		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県小海町		203033		長野県		小海町		産業建設課		黒澤　大地		0267-92-2525		koumi-kensetu@koumi-town.jp				0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0				1		0		1		0		1		1		0		0		0				1		0		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20303		5180		0		193		5		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県川上村		203041		長野県		川上村		総務課		川上　高太		0267-97-2121		soumuk@vill.kawakami.nagano.jp				0		0		0		0		414		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		1		0		1		0		1		0		0		0				1		1		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20304		4972		0		83,266		7		3		4		3		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県南相木村		203068		長野県		南相木村		振興課		中島　千寿子		0267-78-2121		sinkou@vill.minamiaiki.nagano.jp				1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0				1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0		0		1		1		0		0		0		0				1		0		1		0		1		0		1		0										0		20長野県		20306		1121		1,121		0		4		4		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県北相木村		203076		長野県		北相木村		経済建設課建設係		山口　好徳		0267-77-2111		keizaikensetu@vill.kitaaiki.lg.jp				0		0		0		0		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20307		842		0		57,007		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県軽井沢町		203211		長野県		軽井沢町		建設課　計画設計係		林　美冴		0267-45-8582		m-hayashi@town.karuizawa.nagano.jp				1		1		0		0		100		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20321		19018		19,018		5,258		1		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県御代田町		203238		長野県		御代田町		建設水道課		金井英明		0267-32-3111		miyota@town.miyota.nagano.jp				1		1		0		0		154		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				0		1		1		0		0		0		0		0		0				0		1		1		1		0		0		1		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		施工監理業務に
ついては民間委託。		人件費や資材費の値上がり
によって、入札が不落となり
設計書の見直しが
必要となった。						0		20長野県		20323		14738		14,738		10,449		5		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県立科町		203246		長野県		立科町		建設課　建設係		佐藤　明王		0267-56-2311		kensetsu@town.tateshina.lg.jp				0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		1		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0				入札価格が予定価格
（設計工事価格）を大幅に
上回り不調に終わるケース
が発生する。						0		20長野県		20324		7707		0		260		3		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県青木村		203491		長野県		青木村		建設産業課		小林　利行		0268-49-0111		webmaster@vill.aoki.nagano.jp				0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0				1		1		0		1		1		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20349		4609		0		434		5		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県長和町		203505		長野県		長和町		建設水道課		中村　浩一		0268-88-2345		kensetsu@town.nagawa.nagano.jp				0		0		0		0		36.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20350		6780		0		5,383		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県富士見町		203629		長野県		富士見町		総務課		五味　健一		0266-62-9325		kanzai@town.fujimi.lg.jp				0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		特殊な工事は
（積算システムで如何に積み上げるか）
難しいところがある。		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20362		15338		0		4,564		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県原村		203637		長野県		原村		住民財務課　財政係		河野　桂子		0266-79-7924		zaisei@vill.hara.nagano.jp				0		0		0		0		220		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20363		7573		0		29,051		4		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県箕輪町		203831		長野県		箕輪町		建設課		知野　　剛		0265-79-3111		kensetsu@town.minowa.nagano.jp				0		0		0		0		53		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20383		26214		0		2,022		6		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県飯島町		203840		長野県		飯島町		建設水道課　建設係		片桐　雅之		0265-86-3111		kensui@town.iijima.ｌｇ.jp				0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		1		1		1		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20384		9902		0		101		10		1		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県中川村		203866		長野県		中川村		総務課財政係　		松崎　俊貴		0265-88-3001
（内23）		zaisei@vill.nagano-nakagawa.lg.jp				0		0		0		0		142		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0				1		1		0		1		0		0		0		0		0				1		1		0		0		1		1		0		0										0		20長野県		20386		5074		0		27,986		3		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県宮田村		203882		長野県		宮田村		総務課		平澤　敦士		0265-85-3181		zaisei@vill.miyada.nagano.jp				0		0		0		0		125		1		1		1		0		1		1		0		0		1		1		0				1		1		1		0		1		0		0		0		0				1		1		0		1		1		0		0		0		0				1		1		1		0		1		1		1		0										0		20長野県		20388		8974		0		13,929		7		4		4		3		3		1		1		1		1		1

		0		20		長野県松川町		204021		長野県		松川町		まちづくり政策課		村沢隆行		0265-36-7014		kzaisei@matsukawa-town.jp				0		0		0		0		144		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0				前年度に予算編成を
行うため、発注時期に
資材の高騰があり予算
内で対応ができず、工事
発注が見送られた。		都度事例がありましたら
ご相談させていただきます。				0		20長野県		20402		13676		0		10,529		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県高森町		204030		長野県		高森町		経営企画室		清水　衆		0265-35-9441		shu.s@town.takamori.nagano.jp				0		0		0		0		50		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0				1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0		0		0		1		1		0		0										0		20長野県		20403		13216		0		3,783		3		4		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県阿南町		204048		長野県		阿南町		振興課		佐々木　智		0260-22-4055		sinkou@town.anan.nagano.jp				0		0		0		0		202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		町職員に技術がなくても、
設計監督を委託するので、
予算が確保されれば問題はないと考えます。		0		0		0		0		0		0		0		0		1		特になし		0		0		0		0		0		0		0		0		1		特になし		0		0		1		0		0		0		1		0				特になし		特になし				0		20長野県		20404		5455		0		37,030		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県平谷村		204099		長野県		平谷村		産業建設課		村松　啓伸		0265-48-2211		hiraya-v@mx1.avis.ne.jp				0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0		技術職がいない		1		1		1		1		1		1		1		1		0				0		0		1		0		1		1		1		0										0		20長野県		20409		563		0		14,210		3		3		8		1		3		1		1		1		1		1

		0		20		長野県下條村		204111		長野県		下條村		総務課　企画財政係		宮澤　孝昭		0260-27-2311		sjkizai@vill-shimojo.jp				0		0		0		0		9		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		1		1		0		0		1		0		0		0				1		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0				特にありません		修繕に関しての
補助施策の充実				0		20長野県		20411		4200		0		2,143		1		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県売木村		204129		長野県		売木村		産業課		村澤　健吾		0260-28-2311		sangyo@urugi.jp				0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				1		1		1		0		1		0		0		1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20412		656		0		3,049		2		5		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		20		長野県喬木村		204153		長野県		喬木村		企画財政課		澤柳　岳史		0265-33-2001		kikakuzaisei@vill.takagi.nagano				0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0				0		1		0		1		1		1		1		0		0				1		1		1		0		1		1		1		0										0		20長野県		20415		6692		0		149		10		3		5		3		3		1		1		1		1		1

		0		20		長野県豊丘村		204161		長野県		豊丘村		産業建設課　土木係		小椋　一弘		0265-35-9054		doboku@vill.nagano-toyooka.lg.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0				1		1		1		1		1		1		0		0		0				0		0		1		0		0		1		1		0										0		20長野県		20416		6819		0		733		4		3		6		1		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県大鹿村		204170		長野県		大鹿村		産業建設課		間瀬　稔		0265-39-2001		kensetsu@vill.ooshika.lg.jp				0		0		0		0		25		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		専門職員がいない		0		1		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		1		0		0		0		0				0		1		1		0		0		1		1		0										0		20長野県		20417		1160		0		21,552		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県上松町		204226		長野県		上松町		建設水道課		三浦　智司		0264-52-4803		doboku@town.agematsu.nagano.jp				0		0		0		0		2.4		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0				0		0		1		0		1		0		0		1		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		0		1		0		0										0		20長野県		20422		5245		0		458		2		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		20		長野県木祖村		204251		長野県		木祖村		建設水道課		小出　賢治		0264-36-2001		doboku@kisomura.com				0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20425		3134		0		1,276		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県大桑村		204307		長野県		大桑村		建設水道課　建設住宅係		大前　知剛		0264-55-3080		jyutaku@vill.ookuwa.nagano.jp				0		0		0		0		113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20430		4145		0		27,262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		20		長野県木曽町		204323		長野県		木曽町		建設水道課		山本　憲一		0264-22-4286		doboku@town-kiso.net				0		0		0		0		77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0				1		1		0		0		1		1		0		0										0		20長野県		20432		12743		0		6,043		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県山形村		204501		長野県		山形村		総務課		古畑佐登志		0263-98-3111		soumu@vill.yamagata.nagano.jp				0		0		0		0		18		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20450		8425		0		2,136		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県朝日村		204510		長野県		朝日村		産業振興課		中原隆弘		0263-99-2001		sangyou@vill.asahi.nagano.jp				0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		1		0		0		0										0		20長野県		20451		4741		0		844		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県筑北村		204528		長野県		筑北村		企画財政課		久保村公雄		0263-66-2111		kizai@ill.chikuhoku.lg.jp				0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0				0		0		1		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20452		5172		0		3,867		2		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県池田町		204811		長野県		池田町		建設水道課　建設管理係		窪田　和大		0261-62-3130		kensetsu@town.ikeda.nagano.jp				0		0		0		0		10		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0				1		0		1		0		1		0		0		1		0				1		1		0		1		0		0		0		0		0				1		1		1		0		1		1		1		0				他の事業の建築物の工事
と時期が重なり、入札額が
設計より上回ってしまい
不落になってしまった。		補助事業の適用について				0		20長野県		20481		10329		0		968		10		4		3		3		3		1		1		1		1		1

		0		20		長野県松川村		204820		長野県		松川村		建設水道課		中山　雅雄		0261-62-3110		kensetsu@vill.matsukawa.nagano.jp				0		0		0		0		77		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0						営繕工事の諸経費の
取り扱いに苦慮している。
また小規模な営繕工事は
建築・電気・機械を一括して
発注するため複合的な
経費の設定を願います。				0		20長野県		20482		10093		0		7,629		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県白馬村		204854		長野県		白馬村		総務課		柏原英司		0261-72-7002		somu@vill.hakuba.lg.jp				0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		0		0				0		0		0		1		1		0		0		0		0				0		0		1		0		0		0		1		0										0		20長野県		20485		9205		0		109		6		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		20		長野県坂城町		205214		長野県		坂城町		建設課		鳴海　健児		0268-82-3111
（代）		ken@town.sakaki.nagano.jp				8		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0				1		0		0		0		1		0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		0				1		0		1		0		1		0		1		0										0		20長野県		20521		15730		1,966		191		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県小布施町		205419		長野県		小布施町		総務課		山﨑博雄		026-214-9500		soumu@town.obuse.nagano.jp				0		0		0		0		63		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		修繕に伴う設計業者の受注者選定方法
（修繕については、建築設計業者を中心に発注をしているが、価格及び技術等を考慮して発注する方策）　　　　　　　　　　　　　　　　		1		1		1		0		1		0		0		0		0				1		1		0		0		1		0		1		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20541		11072		0		5,690		3		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県高山村		205435		長野県		高山村		建設水道課		宮本　孝雄		026‐214‐9297		kensui@vill.takayama.jp				0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0				1		1		1		0		0		0		0		0		0				1		1		0		1		1		0		0		0		0				1		1		0		0		1		1		0		0				特になし。		特になし。				0		20長野県		20543		7563		0		132		8		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県山ノ内町		205613		長野県		山ノ内町		建設水道課		樋口　智章		0269-33-3114		kensetsu@town.yamanouchi.nagano.jp				0		0		0		0		20000		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1		0		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1		1		0		0		0		0		0										0		20長野県		20561		13678		0		1,462,202		1		2		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		20		長野県木島平村		205621		長野県		木島平村		産業建設課農村整備室		大口　晴男		0269-82-3111
内線141		noson-seibi@kijimadaira.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		1		0				0		0		0		0		0		0		1		0		0				0		0		0		0		0		1		0		0										0		20長野県		20562		4939		0		0		4		3		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		20		長野県野沢温泉村		205630		長野県		野沢温泉村		建設水道課		松村　雄樹		0269-85-3113		kensetsu@vill.nozawaonsen.nagano.jp				0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0				0		1		0		0		1		0		1		0		0				0		1		1		0		0		1		1		0										0		20長野県		20563		3853		0		2,595		3		1		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		20		長野県信濃町		205834		長野県		信濃町		建設水道課建設係		市川　雅洋		026-255-5922		kensetu@town.shinanomachi.nagano.jp				0		0		0		0		11		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0				1		1		1		0		1		0		1		1		0				1		1		1		1		1		1		1		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0										0		20長野県		20583		9238		0		1,191		9		6		7		0		0		1		1		1		0		0

		0		20		長野県小川村		205885		長野県		小川村		建設経済課		西澤　秀仁		026-269-2323		kensetsu@vill.ogawa.nagano.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0				0		1		1		0		0		0		0		0		0				1		0		0		1		1		0		0		0		0				1		0		1		0		1		0		1		0										0		20長野県		20588		3041		0		0		7		2		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県長岡市		152021		新潟県		長岡市		住宅施設課		五十嵐　和樹		0258-39-2261		jutaku-shisetsu@city.nagaoka.lg.jp				19		11		5		3		6300		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		予算措置する事業課に、基本的な工事・委託発注の流れを把握する職員がおらず、事前協議なしに無理なスケジュールが組まれてしまい、依頼を受ける工事担当課が苦労する場合が多い。		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15202		282674		14,878		22,287		5		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県三条市		152048		新潟県		三条市		建設部建築課		今井　謹一		（0256）34-5511　内線278		kenchikuka@city.sanjo.niigata.jp				6		3		1		2		2450		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		　基本的に設計変更で対応していますが、見積りにより変更設計の単価を決定する場合の採用する見積りをどのように考えるか。		　見積りにより設計単価を決定している工種で設計時の採用見積り業者と施工業者が採用する業者が異なる場合が多く、工事の変更により設計時の採用見積り業者に変更に伴う再度の見積りをお願いしても断られるケースが多く、他の業者の見積りでは同じような工種で大きく単価が異なる場合や施工業者の見積り等の乖離など設計変更の見積りによる単価決定に苦慮していますが、どのように考えたらよいでしょうか。		0		0		15新潟県		15204		102292		17,049		23,951		4		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県柏崎市		152056		新潟県		柏崎市		都市整備部　建築住宅課		石田　淳始		0257-21-2291(直通)		kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp				7		5		2		0		3206		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		15新潟県		15205		91451		13,064		35,057		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県新発田市		152064		新潟県		新発田市		建築課		渡辺　寿		0254-26-3557		kenchiku@city.shibata.lg.jp				18		18		0		0		1900		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15206		101202		5,622		18,774		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県小千谷市		152081		新潟県		小千谷市		建設課　建築住宅係		菊田　隆		0258-83-3514		kensetu-kj@city.ojiya.niigata.jp				4		4		0		0		130		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15208		38600		9,650		3,368		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県加茂市		152099		新潟県		加茂市		建設課		近藤　真史		0256-52-0080（内線213）		kensetsu@city.kamo.niigata.jp				2		2		0		0		100		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		発注機会が少ないので、若手技術者が育たない。そのため、急に事業が増えると経験のある職員に負担が集中する。		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		地中障害物、コンクリートのジャンカ、東日本大震災による資材不足や高騰など。今後懸念されるのは東京オリンピックによる都市部への建設需要の集中と、地方へのしわ寄せ（人材不足や人件費・資材費の高騰）。		工期の算定に関する基準を作成して欲しい。新営、改修とも。建築だけでなく電気設備、機械設備の改修などもあると良い。各地方自治体から情報収集し、取りまとめれば作れるはず。是非早急に着手して欲しい。		0		0		15新潟県		15209		29762		14,881		3,360		7		8		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県十日町市		152102		新潟県		十日町市		建設部　都市計画課　建築住宅係		村山　泰		025-757-9935		t-toshi@city.tokamachi.lg.jp				4		4		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		・建築物の耐震診断委託費の基準が明確になっていないため、各市町村で異なっていると思われます。今後、基準等を策定する見込みはありますか。		・改修工事の設計業務委託では図面の枚数や難易度により算定することとなっていますが、実際にどの図面が何枚必要になるか発注前に把握することが難しいです。何か参考となる考え方等あるでしょうか。		0		15新潟県		15210		58911		14,728		0		4		4		4		1		2		1		1		1		1		1		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		15		新潟県見附市		152111		新潟県		見附市		総務課		斎藤　雅大		0258-62-1700		soumu@city.mitsuke.niigata.jp				4		3		1		0		200		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15211		41862		10,466		4,778		4		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県村上市		152129		新潟県		村上市		都市計画課　建築住宅室		野澤　大介		0254-53-2111		tokei-kj@city.murakami.lg.jp				2		2		0		0		1148		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		小規模な改修や解体などの場合、こちらの設定金額と入札金額とに
開きが見られるので、正確な積算方法をレクチャーしてほしい。		0		0		15新潟県		15212		66427		33,214		17,282		10		5		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		15		新潟県燕市		152137		新潟県		燕市		都市整備部		宮島幸太郎		0256-77-8282		ken-jyu@city.tsubame.niigata.jp				5		5		0		0		2000		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15213		81876		16,375		24,427		6		6		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県糸魚川市		152161		新潟県		糸魚川市		産業部建設課		桜井正士		025-552-1511		masashi.sakurai@city.itoigawa.niigata.jp				4		4		0		0		2700		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15216		47702		11,926		56,601		5		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		15		新潟県妙高市		152170		新潟県		妙高市		建設課		石田　達也		0255-74-0026		tatsuya_ishida@city.myoko.niigata.jp				4		4		0		0		2079		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15217		35457		8,864		58,634		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県五泉市		152188		新潟県		五泉市		都市整備課		渡辺悟史		0250-43-3911		tosei@city.gosen.lg.jp				4		4		0		0		2300		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15218		54550		13,638		42,163		4		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県上越市		152226		新潟県		上越市		都市整備部建築住宅課		大島寿春		025-526-5111		kenjuu@city.joetsu.lg.jp				24		18		4		3		4500		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		0		15新潟県		15222		203899		8,496		22,070		4		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県阿賀野市		152234		新潟県		阿賀野市		産業建設部　建設課		藤塚　彩		0250-62-2510		toshikeikaku@city.agano.niigata.jp				2		2		0		0		350		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15223		45560		22,780		7,682		3		1		3		1		3		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県佐渡市		152242		新潟県		佐渡市		建設課（建築係）		大塚　亮佑		０２５９－６３－５１１８		k-kensetsu@city.sado.niigata.jp				2		2		0		0		4400		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		大規模な建築工事について、公共建築協会からのア
ドバイス等を検討中。		0		0		0		0		15新潟県		15224		62727		31,364		70,145		4		4		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県魚沼市		152251		新潟県		魚沼市		土木課　都市整備室　建築住宅係		浅井　進		025-799-3134		toshiseibi@city.uonuma.niigata.jp				0		0		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		現段階ではありません。		0		0		15新潟県		15225		40361		0		743		1		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県南魚沼市		152269		新潟県		南魚沼市		都市計画課		井口隆太		025-773-6662		shisetsu@city.minamiuonuma.lg.jp				1		1		0		0		3331		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		15新潟県		15226		61624		61,624		54,054		3		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		15		新潟県胎内市		152277		新潟県		胎内市		地域整備課　都市計画住宅係		長谷川　慶保		0254-43-6111（内線１２１２）		housing@city.tainai.lg.jp				3		3		0		0		8		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		現在当市は小規模な修繕が主ですが、これから施設の長寿命化計画に基づく大規模修繕を実施していく予定です。そうした中で他市の事例を参考にさせて頂いたり、研修等を通じて知識向上をはかれればと思います。		0		0		0		0		0		0		0		0		現時点では考えておりません。		今の所、事例はありません。		現状では特にありませんが、今後事業を進める中でなにかありましたらご相談させていただければと思います。		0		0		15新潟県		15227		31424		10,475		255		1		2		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県聖籠町		153079		新潟県		聖籠町		総務課		佐藤　寧久		0254-27-2111		soumu@town.seiro.niigata.jp				1		1		0		0		150		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15307		13724		13,724		10,930		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県弥彦村		153427		新潟県		弥彦村		建設企業課		浜田禎介		0256-94-1022		kensetsu@vill.yahikoniigata.jp				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		今のところありません		0		0		15新潟県		15342		8582		0		117		3		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		15		新潟県田上町		153613		新潟県		田上町		地域整備課		小林　龍之介		0256-57-6223		t2231@town.tagami.niigata.jp				0		0		0		0		128		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15361		12791		0		10,007		3		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		15		新潟県阿賀町		153851		新潟県		阿賀町		建設課		清田　辛		0254-92-5766		seida_sin3582@town.aga.niigata.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		0		0		0		0		0		0		0		0		予定も検討もありません。		ありません。		ありません。		0		0		15新潟県		15385		13303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		15		新潟県出雲崎町		154059		新潟県		出雲崎町		総務課		金泉修一		0258－78－2290		zaisei@town.izumozaki.niigata.jp				3		3		0		0		580		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15405		4907		1,636		118,198		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県湯沢町		154610		新潟県		湯沢町		地域整備部　建設課		宮田　玲		025-784-4852		kensetu@town.yuzawa.lg.jp				0		0		0		0		50		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15461		8396		0		5,955		2		3		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県津南町		154822		新潟県		津南町		建設課		柳澤 康義		025-765-3116		kensetsu@town.tsunan.niigata.jp				0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15新潟県		15482		10881		0		460		2		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		15		新潟県刈羽村		155047		新潟県		刈羽村		建設課		高橋 明子		0257-45-3919(直通)		kensetu@vill.kariwa.niigata.jp				0		0		0		0		500		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		15新潟県		15504		4800		0		104,167		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		15		新潟県関川村		155811		新潟県		関川村		建設環境課		野沢　尚史		0254-64-1479（建設環境課直通）		n-naoshi@vill.sekikawa.niigata.jp				1		1		0		0		30		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		予算措置（修繕等）のための見積り。時間的なものや施工方法など。		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		予算見積り（当初予算）のための現地調査（確認）や見積りの委託		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		15新潟県		15581		6438		6,438		4,660		5		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		16		富山県富山市		162019		富山県		富山市		建設部営繕課		佐藤英子		076-443-2095		eizen-01@city.toyama.lg.jp				20		12		2		6		7500		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16富山県		16201		421953		21,098		17,774		4		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		16		富山県高岡市		162027		富山県		高岡市		都市創造部　建築住宅課		狩野　有経		0766-30-7292		ｙ-ｋanou01@city.takaoka.lg.jp				15		10		2		3		4800		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		　職人不足等による労務費の高騰で、設計時に取った見積価格が、短時間で価格が変動し不落が目立った。		インフレスライド等の手続きをもっと簡略化して頂きたい。　　　　　　　　　　　　　　（　一律、〇％UPで変更契約等で簡略化と迅速化を図って頂きたい。）		0		0		16富山県		16202		176061		11,737		27,263		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		16		富山県魚津市		162043		富山県		魚津市		産業建設部 都市計画課		池上嘉津幸		0765-23-1031		toshikeikaku@city.uozu.lg.jp				3		3		0		0		200		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		小規模建築物の設計業務委託費の予算がつかず、技術職員の自前設計となり、職員の負担が大きくなってきている。		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		16富山県		16204		44959		14,986		4,448		3		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		16		富山県氷見市		162051		富山県		氷見市		建設農林水産部　建設課		夷　卓也		0766-74-8079		takuya.ebisu@city.himi.lg.jp				3		3		0		0		1623		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		有名事務所等、県外の設計事務所に設計依頼をすることが多くなった。その結果、設計書が出来上がってくるが遅く、施工の工期に影響が出ている。		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		入札期間中に確認申請を提出していたが、構造計算において従来以上の条件を要求され、結果的に鉄筋量が当初設計よりが２割以上増加した。工事をしながら多くの変更設計をし、施工者と設計者の関係が悪くなった。		0		0		0		16富山県		16205		51726		17,242		31,377		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		16		富山県滑川市		162060		富山県		滑川市		総務部　営繕課		宮島　秀嗣		076-475-2111		h_miyajima@city.namerikawa.lg.jp				1		1		0		0		500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		16富山県		16206		33676		33,676		14,847		2		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		16		富山県黒部市		162078		富山県		黒部市		都市建設部　都市計画課		髙木　哲史		0765-54-2111		satoshi-takagi@city.kurobe.lg.jp				2		2		0		0		1000		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		発注者と応札者との積算の仕方が異なることが多く、基準による価格設定だけでは対応できないものもある		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		16富山県		16207		41852		20,926		23,894		1		1		2		3		3		1		1		1		1		1

		0		16		富山県砺波市		162086		富山県		砺波市		教育委員会施設課		小幡　一博		0763-82-1918		kazuhiro.obata@city.tonami.lg.jp				7		7		0		0		1800		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		耐震補強を実施する工事において、内外装を解体により想定外の躯体補修を要する箇所が発見され、その補修調査、設計、工事が大幅な増額となった。		0		0		0		16富山県		16208		49410		7,059		36,430		5		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		16		富山県小矢部市		162094		富山県		小矢部市		産業建設部　都市計画課		居島　正樹		0766-67-1760（内432）		m.ijima@city.oyabe.lg.jp				2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16富山県		16209		32067		16,034		0		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		16		富山県南砺市		162108		富山県		南砺市		建設部都市計画課建築住宅係		高見　宏		０７６３－２３－２０２２		takami.hiroshi@city.nanto.lg.jp				1		1		0		0		36		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		営繕担当部局ではなく、事業担当部局において、事務を行っている。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16富山県		16210		54724		54,724		658		2		5		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		16		富山県射水市		162116		富山県		射水市		都市整備部営繕課		西村　隆		0766-52-7391		eizen@city.imizu.lg.jp				7		4		3		0		5000		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		検査を富山県建設技術センター（住宅センター）に依頼		0		0		0		0		16富山県		16211		93588		13,370		53,426		3		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		16		富山県舟橋村		163210		富山県		舟橋村		生活環境課		前原　靖		０７６－４６４－１１２１		maehara@vill.funahashi.lg.jp				0		0		0		0		16		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16富山県		16321		2967		0		5,393		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		16		富山県上市町		163228		富山県		上市町		建設課		金盛敬司		076-472-1111		keiji.kanamori@town.kamiichi.lg.jp				1		1		0		0		1089.261		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		設計委託が完了し、入札実施までの期間に、メーカーの単価が改定され、入札不調となったこと。		0		0		0		16富山県		16322		21965		21,965		49,591		4		3		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		16		富山県立山町		163236		富山県		立山町		建設課建築住宅係		中川　大輔		076-462-9976		d-nakagawa@town.tateyama.lg.jp				3		3		0		0		100		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		　積算方法や施工方法等の相談。		0		0		16富山県		16323		27466		9,155		3,641		3		3		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		16		富山県入善町		163422		富山県		入善町		住まい・まちづくり課		高松　利久		0765-72-1100 (内線346）		takamatsu.toshihisa@twon.nyuzen.lg.jp				2		2		0		0		1500		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		既存建築物の改造及び解体工事において、既存設計図と実際（特に設備、下地等の不可視部分）が違っており困ったことがある。		設計・工事等の監理をする上でのポイント及び注意点についての研修会を望みます。		0		0		16富山県		16342		27182		13,591		55,184		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		17		石川県金沢市		172014		石川県		金沢市		土木局営繕課		古立　武志		０７６－２２０－２３３８		eizen@city.kanazawa.lg.jp				24		16		5		3		10000		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		適切な予算設計積算を行っているのに、財政担当に査定され工事費が圧縮されること		0		0		1		0		1		0		0		0		1		グローバル化、人材不足等さまざまなな社会背景がある中、需要と供給状況がめざましく変化し、発注者として価格が読みにくい		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		公表されている価格と、地域実情を反映した地場の実勢価格の乖離による入札不調		0		0		0		17石川県		17201		462361		19,265		21,628		5		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		17		石川県七尾市		172022		石川県		七尾市		建設部都市建築課		北野　勝治		0767-53-8429		k-kitano@city.nanao.lg.jp				5		5		0		0		2752		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		　・なし		　・なし		0		0		17石川県		17202		57900		11,580		47,530		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		17		石川県小松市		172031		石川県		小松市		都市創造部建築住宅課		清水　真由美		0761-24-8094		simasaki@city.komatsu.lg.jp				4		3		1		0		2500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		石川県の、設計・積算の内規基準および策定単価を市に教えてほしい。当市レベルでは独自に単価策定、基準を作成できない部分もあり、県に合わせたい。		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17203		108433		27,108		23,056		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		17		石川県輪島市		172049		石川県		輪島市		建設部都市整備課		松下　康夫		0768－23－1156		toshi@city.wajima.lg.jp				1		1		0		0		200		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17204		29858		29,858		6,698		4		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		17		石川県珠洲市		172057		石川県		珠洲市		建設課		田中　英昭		0768-82-7756		kensetu@city.suzu.lg.jp				2		2		0		0		1000		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		17石川県		17205		16300		8,150		61,350		6		6		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		17		石川県加賀市		172065		石川県		加賀市		建設部建築課		下野幸宏		0761-72-7935		kenchikuka@city.kaga.lg.jp				3		2		1		0		700		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17206		71887		23,962		9,738		1		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		17		石川県羽咋市		172073		石川県		羽咋市		産業建設部　地域整備課		技師　　木村　貴志		0767-22-9645		kensetsu@city.hakui.lg.jp				2		2		0		0		1000		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1)について、現在も資料を提供いただいておりますが、職員数が十分でないため、より積極的なノウハウの共有を希望します。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17207		23032		11,516		43,418		5		7		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		17		石川県かほく市		172090		石川県		かほく市		総務課管財室		杉角　浩一		076-283-1113		sugikado-kouichi@city.kahoku.ishikawa..jp				1		1		0		0		120		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17209		34651		34,651		3,463		5		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		17		石川県白山市		172103		石川県		白山市		建設部営繕課		中川　達也		０７６－２７４－９５５２		tat-nakagawa@city.hakusan.lg.jp				7		5		1		1		5500		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		8)設計変更への適切な対応について、インフレスライドや消費税の変更が重なると難しい。		1		0		0		1		1		0		0		0		0		職人や鉄骨製作業者の不足。設計業務の受注者の能力不足。		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		近接地において工期が一部重なる二つの工事（新築工事と改修工事）を同一業者が受注したケースがあり、諸経費調整の方法に苦慮している。　　　　　		0		0		0		17石川県		17210		110459		15,780		49,792		4		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		17		石川県能美市		172111		石川県		能美市		産業建設部土木課建築住宅室		西藤　充生		0761-58-2251		m.nishifuji@city.nomi.lg.jp				4		4		0		0		20		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		そもそも当市は営繕発注部局がなく、各課で発注している。当課は発注時の審査を行っており、各課の事務職又は土木系技術職が設計・監理事務を行っている。設計事務所へ委託した後の指導監督は機能しておらず、適切な発注を行うという認識を感じられない。なお、市全体で営繕関係予算はおおよそ8億円程度。		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17211		48680		12,170		411		5		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		17		石川県野々市市		172120		石川県		野々市市		産業建設部建築住宅課		桝蔵　洋人		076-227-6087		masukura@city.nonoichi.lg.jp				2		2		0		0		220		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		・見積価格について、案件数が少なく、実勢価格調査を行うことは難しく、適切な適用を行えているか判断しにくい。		1		0		0		0		0		0		0		0		1		H26年度より営繕支援体制を構築中であり、事業実績の蓄積が少ないため、適正な予算、適正な工期、適正な見積価格かどうかが判断しにくい。		0		0		0		0		0		0		0		0		1		工期算定ソフト、耐震診断委託料の算定ソフトの公開など		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17212		17344		8,672		12,685		4		2		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		17		石川県川北町		173240		石川県		川北町		土木課		東　　　誠		076-277-1111		doboku-ka@town.kawakita.lg.jp				0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		本町は、すべて一般事務職員のみで、技術職員は不在です。よって積算等は外注で実施し、詳細な業務の手続きは、県や他市町に確認することもあります。		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17324		6147		0		813		5		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		17		石川県津幡町		173614		石川県		津幡町		産業建設部　都市建設課		國田　佳世		076-288-6702		toshikensetsu@town.tsubata.lg.jp				4		4		0		0		200		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17361		36940		9,235		5,414		4		5		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		17		石川県内灘町		173657		石川県		内灘町		都市整備部　都市建設課		長田　英樹		076-286-6710		h.osada@town.uchinada.lg.jp				0		0		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17365		26927		0		1,857		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		17		石川県志賀町		173843		石川県		志賀町		まち整備課		吉野　喬		0767-32-1111		machiseibi@town.shika.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17384		22216		0		0		1		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		17		石川県宝達志水町		173860		石川県		宝達志水町		地域整備課		網　尚裕		0767-29-8160		seibi-k@town.hodatsushimizu.ｌｇ.jp				0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		特になし		0		0		0		17石川県		17386		14277		0		841		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		17		石川県中能登町		174076		石川県		中能登町		土木建設課		近江希文		0767-76-1234		dobokukensetsu@town.nakanoto.lg.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		17石川県		17407		18535		0		270		1		2		2		0		2		1		1		1		0		1

		0		17		石川県穴水町		174611		石川県		穴水町		基盤整備課		四柳　遥斐		0768-52-3680		fukkou4@town.anamizu.lg				0		0		0		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17461		9735		0		308		10		6		6		1		0		1		1		1		1		0

		0		17		石川県能登町		174637		石川県		能登町		建設課		大畑　幸夫		0768-76-8304		kensetsu@town.noto.lg.jp				0		0		0		0		50		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17石川県		17463		19565		0		2,556		4		5		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		21		岐阜県坂祝町		215015		岐阜県		坂祝町		産業建設課		名和衛		0574-26-7111		nawa.mamoru@town.sakahogi.lg.jp				80		5		0		0		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21501		8361		105		18,658		0		0		0		2		0		0		0		0		1		0

		0		21		岐阜県安八町		213837		岐阜県		安八町		建設課		梶井　浩晶		0584-64-3111		anpachi1@town.anpachi.lg.jp				0		0		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21383		15271		0		3,274		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県羽島市		212091		岐阜県		羽島市		建設部都市計画課		葛谷　昇平		058-392-1111（内線：2134）		toshi@city.hashima.lg.jp				3		3		0		0		500		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21209		67197		22,399		7,441		4		6		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県下呂市		212202		岐阜県		下呂市		建設部建築課		田口昇		０５７６－５２－２０００		noboru-t@city.gero.lg.jp				4		4		0		0		200		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21220		36314		9,079		5,508		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県可児市		212148		岐阜県		可児市		建設部　建築指導課　営繕係		堀部　勝也		0574-62-1111		kentikusido@city.kani.lg.jp				3		2		1		0		620		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特に無し		特に無し		0		0		21岐阜県		21214		97436		32,479		6,363		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県海津市		212211		岐阜県		海津市		総務部総務課		大橋淳史		0584-53-1111		somu@city.kaizu.lg.jp				0		0		0		0				1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21221		37941		0		0		3		3		0		1		1		1		1		0		1		1		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		21		岐阜県笠松町		213039		岐阜県		笠松町		　総務部総務課		　栗本佳奈		　０５８－３８８－１１１１		　soumulg@town.kasamatsu.lg.jp				0		0		0		0		0.9		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21303		22809		0		39		6		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県関ケ原町		213624		岐阜県		関ケ原町		産業建設課		高木　昌彰		０５８４－４３－３０５４		sanken@town.sekigahara.gifu.jp				0		0		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		21岐阜県		21362		8096		0		247		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県関市		212059		岐阜県		関市		建設部都市計画課		川合 貴士		０５７５－２３－７６９９		toshikeikaku@city.seki.lg.jp				6		4		1		1		3415		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		施工体制台帳等の提出書類についての指導、審査が大変である。		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		業者の現場代理人不足等が原因と思われる入札不調が近年多くなってきており困っている。		0		0		0		21岐阜県		21205		91418		15,236		37,356		4		3		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		21		岐阜県岐南町		213021		岐阜県		岐南町		建設部　建設課		小森　雄一郎		058-247-1332		kensetu@town.ginan.lg.jp				1		1		0		0		20		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		現場作業員の不足による工事の遅れ		0		0		0		21岐阜県		21302		23804		23,804		840		4		6		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県岐阜市		212016		岐阜県		岐阜市		まちづくり推進部公共建築課		矢島康治		058-265-3897		kenchiku@city.gifu.gifu.jp				30		22		4		4		435		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		技術者や職人の不足を一因とする不調の対策が難しいと感じる。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21201		413136		13,771		1,053		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		0		21		岐阜県郡上市		212199		岐阜県		郡上市		建設部　都市住宅課		藤代雄二		0575-67-1814		toshi-jyutaku@city.gujo.gifu.jp				0		0		0		0		17		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21219		44491		0		382		3		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		21		岐阜県恵那市		212105		岐阜県		恵那市		建設部都市住宅課		長谷川　椋		0573-26-2111（内線238）		ryou_hasegawa@office.city.ena.gifu.jp				6		6		0		0		2000		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21210		53718		8,953		37,231		5		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県御嵩町		215210		岐阜県		御嵩町		総務防災課行政管財係		梅田直保		0574-67-2111（内線2211）		jutaku@town.mitake.lg.jp				0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21521		18824		0		53		5		3		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		21		岐阜県高山市		212032		岐阜県		高山市		基盤整備部　都市整備課		山田　寛臣		0577-35-3146		h.yamada@city.takayama.lg.jp				4		3		1		0		1200		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		工事に係る設計業務及び監理業務委託		0		国等では、工事の予定価格を積算する場合に、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考に価格を算定するにあたって、どの様に取引状況等を把握し適切な補正値を定めているのかを伺いたい。		0		0		21岐阜県		21203		92747		23,187		12,938		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県山県市		212156		岐阜県		山県市		建設課		岩田　豊		0581-22-6832		iwata-yutaka@city.gifu-yamagata.lg.jp				1		1		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21215		29629		29,629		675		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県七宗町		215040		岐阜県		七宗町		土木建設課		朝日　信幸		0574-48-1113		n-asahi@town.hichiso.lg.jp				0		0		0		0		20		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		特になし		特になし		0		0		21岐阜県		21504		4484		0		4,460		5		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県神戸町		213811		岐阜県		神戸町		産業建設課		新宮礼		0584-27-3111		kensetsu@town.godo.lg.jp				0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21381		20065		0		199		3		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県垂井町		213616		岐阜県		垂井町		建設課		相崎圭史		0584-22-1151（内線227）		k-aizaki@town.tarui.lg.jp				3		2		1		1		50		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21361		28505		9,502		1,754		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県瑞穂市		212164		岐阜県		瑞穂市		都市整備部　都市管理課		坂口　達也		058-327-2102		tosikan@city.mizuho.lg.jp				1		1		0		0		566		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		設計を外部委託しているものの、十分な事前調査を実施することなく設計されているケースが多く、設計変更や理由付けに苦労している（当市では設計完了後の物件の工事を担当しています）		0		0		0		0		21岐阜県		21216		51950		51,950		10,895		4		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県瑞浪市		212083		岐阜県		瑞浪市		建設部都市計画課		小栗　羽衣		0572-68-9816		tokei@city.mizunami.lg.jp				3		2		1		0		1256		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21208		40387		13,462		31,099		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県多治見市		212041		岐阜県		多治見市		建設部建築住宅課建築設計グループ		水野　典孝		0572-22-1295		kenchiku@city.tajimi.lg.jp				12		11		1		0		2273		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21204		112595		9,383		20,187		9		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県大野町		214035		岐阜県		大野町		産業建設部　建設水道課		常富　友香		０５８５－３４－１１１１		kensetsu@town-ono.jp				1		1		0		0		83		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21403		23859		23,859		3,479		2		3		1		3		3		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県池田町		214043		岐阜県		池田町		建設部建設課		市川　尚武		０５８５－４５－３１１１		ic2100@town.gifu-ikeda.lg.jp				0		0		0		0		22		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		21岐阜県		21404		24980		0		881		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		21		岐阜県中津川市		212067		岐阜県		中津川市		基盤整備部建築住宅課		柘植　基樹		0573-66-1111内237		kenchiku@city.nakatsugawa.lg.jp				4		4		0		0		800		1		1		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		・予定価格を公表している工事で全ての指名業者（市内業者）が入札を辞退。		・請け負い業者から提出される完成書類等の簡素化が提言されている昨今、会計検査に耐えうることができ、かつ必要最低限の提出書類の基準を提示していただけないか。		0		0		21岐阜県		21206		80910		20,228		9,888		6		5		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		21		岐阜県土岐市		212121		岐阜県		土岐市		建設部都市計画課建築係		安井　敏晴		0572-54-1111		toshiharu-yasui@city.toki.lg.jp				3		3		0		0		1800		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし。		特になし。		0		0		21岐阜県		21212		60475		20,158		29,764		3		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県東白川村		215074		岐阜県		東白川村		総務課		桂川憲生		０５７４－７８－３１１１		norio-katsuragawa@vill.higashishirakawa.lg.jp				0		0		0		0		19		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		特に予定していません		特にありません		特にありません		0		0		21岐阜県		21507		2514		0		7,558		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		21		岐阜県八百津町		215058		岐阜県		八百津町		建設課		大坪淳		0574-43-2111(内線2319)		o-atsushi@town.yaoｔsu.lg.jp				0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21505		12045		0		249		3		4		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県飛騨市		212172		岐阜県		飛騨市		基盤整備部　都市整備課		藤白規良		0577-73-0153		fujishiro-noriyoshi@city.hida.gifu.jp				2		2		0		0		600		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21217		26732		13,366		22,445		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県美濃加茂市		212113		岐阜県		美濃加茂市		建設水道部都市計画課		丹羽　泰成		0574-25-2111		yasushige.niwa@city.minokamo.lg.jp				5		2		2		1		766		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21211		54729		10,946		13,996		4		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県美濃市		212075		岐阜県		美濃市		建設部都市整備課		梅田雄三		0575-33-1122（内線233）		toshiseibi_320@city.mino.lg.jp				2		2		0		0		330		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21207		22629		11,315		14,583		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		21		岐阜県富加町		215023		岐阜県		富加町		建設課		多治見　勉		０５７４－５４－２１１４		t-tajimi@town.tomika.lg.jp				0		0		0		0		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21502		5516		0		363		11		9		9		1		3		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県北方町		214213		岐阜県		北方町		都市環境課		竹内　敏昭		058-323-1114		toshikan@town.gifu-kitagata.lg.jp				0		0		0		0		600		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21421		18395		0		32,618		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県本巣市		212181		岐阜県		本巣市		産業建設部　都市計画課		村瀬　貴昭		058-323-7758		takaaki-murase@city.motosu.lg.jp				1		1		0		0		1046		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21218		35047		35,047		29,846		1		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		21		岐阜県揖斐川町		214019		岐阜県		揖斐川町		産業建設部　建設課		林　貴義		0585-22-2111		kensetu@town.ibigawa.lg.jp				0		0		0		0		430		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21401		23784		0		18,079		7		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		21		岐阜県養老町		213411		岐阜県		養老町		建設課		伊藤　義宏		0584-32-5081		kensetsu@town.yoro.lg.jp				5		2		3		0		65		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		21岐阜県		21341		31332		6,266		2,075		3		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県伊豆市		222224		静岡県		伊豆市		総務部		財務課		0558-72-1192		kanzai@city.izu.shizuoka.jp				0		0		0		0				0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22222		34202		0		0		3		4		3		2		2		1		1		1		1		1		※予算規模が「全体事業費を把握していない」 ヨサンキボゼンタイジギョウヒハアク

		0		22		静岡県伊東市		222089		静岡県		伊東市		建設部　建築住宅課		稲本　俊一		0557-32-1761		kenchiku@city.ito.shizuoka.jp				5		3		1		1		310		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22208		71437		14,287		4,339		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県伊豆の国市		222259		静岡県		伊豆の国市		総務部　管財営繕課		川口　瑞樹		055-948-1429		kanzai@city.izunokuni.shizuoka.jp				0		0		0		0		41		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22225		49269		0		832		5		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県下田市		222194		静岡県		下田市		建設課		鳥澤　俊介		0558-22-2219		kensetsu@city.shimoda.shizuoka.jp				3		3		0		0		40		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		オリンピック関連の建設事業に伴い、建設部材が高騰し、当初予定していた予算を上回ってしまった。
大規模災害等により事業者が不足し、当初予定していた災害復旧事業以外の事業の入札が不調になることがあった。		近年、建築技術職員の募集をかけても応募がなく、人材不足が深刻化している。
募集条件枠を広げる等の対応をしているが、結果が表れない。
近隣市町においても同様の状況であり、抜本的な解決策が必要と思われる。		0		0		22静岡県		22219		25013		8,338		1,599		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県河津町		223026		静岡県		河津町		建設課		村串　弘親		0558-34-1952		kensetsu@town.kawazu.shizuoka.jp				0		0		0		0		100		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22302		7998		0		12,503		2		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		22		静岡県掛川市		222135		静岡県		掛川市		維持管理課		杉山　彰		0537-21-1154		tosikei@city.kakegawa.shizuoka.jp				4		4		0		0		547		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		公共建築工事積算基準の解説をベースとした事例集があれば良い。
例えば、２０現場程度の設計書の具体例を事例集として出してほしい。基準の解説では「適切に」との表現であいまいな表現となっているので、結果的に分かりにくい解説となっている。また、県単価とは微妙に違う仕様のものを使う場合の対応方法を教えてほしい。（その都度見積を取り直すのが大変なため）		0		0		22静岡県		22213		116363		29,091		4,701		8		7		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		22		静岡県菊川市		222241		静岡県		菊川市		都市政策課		鈴木　孝司		0537-35-0957		toshikei@city.kikugawa.shizuoka.jp				0		0		0		0		853		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22224		47041		0		18,133		4		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県吉田町		224243		静岡県		吉田町		総務課		川本貴浩		0548-33-2133		soumu@town.yoshida.shizuoka.jp				0		0		0		0		200		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22424		29815		0		6,708		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県湖西市		222216		静岡県		湖西市		都市整備部建築住宅課		藤田　貴伸		053-576-4549		kenchiku@city.kosai.shizuoka.jp				5		5		0		0		100		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22221		60107		12,021		1,664		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県御前崎市		222232		静岡県		御前崎市		事業部 管理課		河原﨑聡信		0537-85-1124		kanri@city.omaezaki.shizuoka.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		22静岡県		22223		34700		0		0		4		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県御殿場市		222151		静岡県		御殿場市		都市建設部建築住宅課		小林　剛		0550-82-4193		kenchiku@city.gotemba.lg.jp				11		8		1		2		400		1		1		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22215		89030		8,094		4,493		7		6		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県三島市		222062		静岡県		三島市		都市整備部　建築住宅課		鈴木　克征		055-983-2640		suzuki1896@city.mishima.shizuoka.jp				9		4		2		3		893		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		22静岡県		22206		111838		12,426		7,985		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県小山町		223441		静岡県		小山町		経済建設部　都市整備課		田代　治久		0550-76-6105		toshi@fuji-oyama.jp				0		0		0		0		487		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22344		20629		0		23,608		6		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県松崎町		223051		静岡県		松崎町		産業建設課		松本　真		０５５８－４２－３９６５		kensetsu@town.matsuzaki.shizuoka.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22305		7653		0		653		6		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県沼津市		222038		静岡県		沼津市		建設部　住宅営繕課		田保　渉		055-9344794		eizen@city.numazu.lg.jp				16		7		5		4		2500		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22203		202304		12,644		12,358		5		3		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		22		静岡県焼津市		222127		静岡県		焼津市		都市基盤部　住宅営繕課		加藤　千晴		054-626-2103		jutaku@city.yaizu.lg.jp				13		7		3		3		4300		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22212		143249		11,019		30,018		7		5		4		1		1		1		1		1		1		1		※電気職、機械職を兼任 デンキショクキカイショクケンニン

		0		22		静岡県森町		224618		静岡県		森町		建設課		緩鹿英文		0538-85-6322		kensetsu@town.shizuoka-mori.lg.jp				2		2		0		0				1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		地下埋設物の有無		0		0		0		22静岡県		22461		19435		9,718		0		4		3		1		2		2		1		1		1		1		1		※※営繕関係部局なし。建築技術職員は２名。予算規模が「-」。 エイゼンカンケイブキョクケンチクギジュツショクインメイ

		0		22		静岡県裾野市		222208		静岡県		裾野市		まちづくり課		渡邉		055-995-1856		kenchiku@city.susono.shizuoka.jp				0		5		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0				1		1		1		0		1		1		1		1		0		営繕主管課が存在せず、建築技師が多くの課に分散して、単独で業務を行なっている為。		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22220		54546		0		0		7		7		7		0		0		1		1		1		0		0		※エラーを修正 シュウセイ

		0		22		静岡県清水町		223417		静岡県		清水町		建設課		杉山克憲		055-981-8229		kensetsu@town.shimizu.shizuoka.jp				0		0		0		0		1.5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22341		32302		0		46		2		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		22		静岡県西伊豆町		223069		静岡県		西伊豆町		産業建設課		朝倉　通彰		0558-52-1115		kensetsu@town.nishiizu.shizuoka.jp				0		0		0		0		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22306		9469		0		528		10		4		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県川根本町		224294		静岡県		川根本町		建設課		風間一章		０５４７－５６－２２２７		kensetsu@town.kawanehon.lg.jp				0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22429		8074		0		2,477		4		4		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		22		静岡県袋井市		222160		静岡県		袋井市		都市建設部		安岡　春菜		0538－44－3123		toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp				7		7		0		0		1366		1		1		1		0		1		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		1		1		連絡会議の設置により周辺市町の職員と意見交換・技術共有する機会には非常に魅力を感じる。		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		・職員一人当たりの担当工事量の設定方法
・工期の設定方法
・技術職員の派遣		0		0		22静岡県		22216		84846		12,121		16,100		8		7		7		2		0		1		1		1		1		0

		0		22		静岡県長泉町		223425		静岡県		長泉町		工事管理課		矢部　宣大		055-989-5518		koji@nagaizumi.org				2		2		0		0		395		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22342		40763		20,382		9,690		1		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		22		静岡県島田市		222097		静岡県		島田市		行政経営部財政課		袋井　僚		0547-36-7124		zaisei@city.shimada.lg.jp				5		4		1		0		1603		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22209		100276		20,055		15,986		4		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県東伊豆町		223018		静岡県		東伊豆町		建設産業課		加藤隆一		0557-95-6303		kensetsu@town.higashiizu.shizuoka.jp				9		8		1		0		340		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22301		14064		1,563		24,175		3		4		4		2		3		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県藤枝市		222143		静岡県		藤枝市		都市建設部　建築住宅課		石橋徹也		054-643-3481		kenchiku@city.fujieda.shizuoka.jp				4		4		0		0		776		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22214		142151		35,538		5,459		4		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		22		静岡県南伊豆町		223042		静岡県		南伊豆町		総務課		佐藤　禎明		0558-62-6211		soumu@town.minamiizu.shizuoka.jp				0		0		0		0		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		建築設計及び監理のできる技術職員がいない。		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22304		9516		0		1,681		0		3		0		0		0		0		1		0		0		0

		0		22		静岡県熱海市		222054		静岡県		熱海市		観光建設部まちづくり課		小松　威仁		０６６７－８６－６４２６		kenchiku@city.atami.shizuoka.jp				3		3		0		0		25		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22205		39611		13,204		631		1		1		2		0		3		1		1		1		0		1

		0		22		静岡県函南町		223255		静岡県		函南町		管財課		加藤　勝也		055-979-8104		kanzai@town.kannami.shizuoka.jp				0		0		0		0		19		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22325		38571		0		493		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県磐田市		222119		静岡県		磐田市		建設部建築住宅課		渥美　英之		０５３８－３７－２７０６		kenchiku-jutaku@city.iwata.lg.jp				4		4		0		0		1515		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22211		168625		42,156		8,984		3		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		22		静岡県富士宮市		222071		静岡県		富士宮市		都市整備部住宅営繕課		中村和文		0544-22-1164		jutaku@city.fujinomiya.lg.jp				7		6		1		0		140		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		経験、知識等を兼ね備えた人的配備の遅れ。		0		1		1		0		0		1		0		0		1		施設における特定天井などの改修事項や定期点検・外壁調査などの調査業務が次々に義務化されているにもかかわらず、意思決定をする部署がはっきりしない。		1		0		0		0		0		0		0		0		1		県を通じて各市町に意思決定部門の報告をさせ自覚させることが必要。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		設計業務委託において370，000千円という工事費を入札前に仕様書で提示していたにも関わらず、落札業者は540，000千円で工事を設計した。コストダウンに市がアドバイスをしたり直接業務を行った。そもそも請負という観念が無く、民間に対して営業力のない業者が安価のみで落札してしまうケースが多い。		0		0		0		22静岡県		22207		132001		18,857		1,061		3		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県富士市		222101		静岡県		富士市		建設部 施設建築課		高木 雅之		0545-55-2836		ke-shisetukenchiku@div.city.fuji.shizuoka.jp				22		12		8		2		4300		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22210		254027		11,547		16,927		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		22		静岡県牧之原市		222267		静岡県		牧之原市		建設部建設管理課		鈴掛　亮		0548-53-2627		kensetsu@city.makinohara.shizuoka.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22静岡県		22226		49019		0		0		4		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県いなべ市		242144		三重県		いなべ市		総務部公共建築課		伊藤　司		0594-74-5636		t-ito04@city.inabe.mie.jp				0		0		0		0		1500		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		24三重県		24214		45684		0		32,834		10		8		8		3		3		1		1		1		1		1

		0		24		三重県伊賀市		242161		三重県		伊賀市		建設部建築住宅課		榮井隆		０５９５－４３－２３３１		kenchiku@city.iga.lg.jp				10		10		0		0		1873		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24216		97207		9,721		19,268		3		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県伊勢市		242039		三重県		伊勢市		都市整備部建築住宅課		山口匡剛		0596-21-5594		kentiku@city.ise.mei.jp				7		5		2		0		850		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24203		130271		18,610		6,525		2		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県紀宝町		245623		三重県		紀宝町		産業建設課		南　研志		0735-33-0336		kensetsu@town.kiho.lg.jp				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24562		11896		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		24		三重県紀北町		245437		三重県		紀北町		建設課		中村　壮		0597-46-3120		kensetsu@town.mie-kihoku.lg.jp				2		2		0		0		400		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24543		18611		9,306		21,493		4		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		24		三重県亀山市		242101		三重県		亀山市		建設部　営繕住宅室		主査　豊田　星二郎		0595-84-5039		eizen@city.kameyama.mie.jp				2		2		0		0		868		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24210		51023		25,512		17,012		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県玉城町		244619		三重県		玉城町		建設課		中西　豊		0596-58-8205		ken-t@town.tamaki.lg.jp				0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24461		15297		0		131		2		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県熊野市		242128		三重県		熊野市		建設課		岩出　親直		0597-89-4111（内線223）		chikanao.iwade@city.kumano.mie.jo				3		3		0		0		9304		1		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		24三重県		24212		19662		6,554		473,197		8		4		6		3		3		1		1		1		1		1

		0		24		三重県桑名市		242055		三重県		桑名市		都市整備部　建築住宅課		田中　昌紀		0594-24-1217		kenchikm@city.kuwana.lg.jp				9		7		2		0		926		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		保育所、学校関係の工事は、適切な工期の設定が難しい。		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		24三重県		24205		140290		15,588		6,601		2		2		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県菰野町		243418		三重県		菰野町		財務課　営繕管理室		山口　安樹		059-391-1109		zaimu@town.komono.mie.jp				4		4		0		0		500		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		24三重県		24341		39978		9,995		12,507		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県御浜町		245615		三重県		御浜町		産業建設課		池内昌洋		05979-3-0521		m-sangyou@town.mihama.mie.jp				1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24561		9376		9,376		107		7		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		24		三重県四日市市		242021		三重県		四日市市		都市整備部　営繕工務課		村田　知嗣		059－354－8203		eizenkoumu@city.yokkaichi.mie.jp				21		13		6		2		3000		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		新体育館建設事業が、国土交通省の「多様な入札契約方式モデル事業」となっている		0		0		0		0		24三重県		24202		307766		14,656		9,748		5		6		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		24		三重県志摩市		242152		三重県		志摩市		建設部住宅営繕課		石井　伸治		0599-44-0306		jutakueizen@city.shima.lg.jp				7		7		0		0		1000		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24215		54694		7,813		18,284		4		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県松阪市		242047		三重県		松阪市		都市整備部営繕課		道田圭亮		0598-53-4176		eizen.div@city.matsusaka.mie.jp				10		8		2		0		1100		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24204		168017		16,802		6,547		5		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県川越町		243442		三重県		川越町		産業建設課		加藤　健人		059-366-7117		k-kense@town.kawagoe.miejp.				2		2		0		0		312		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		急激な労務単価・物価等の上昇による不調となった案件があり、刊行物等による積算と実勢価格との開きがあるようなものの対応について		0		0		24三重県		24344		14003		7,002		22,281		5		3		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県多気町		244414		三重県		多気町		総務税務課		森川　浩之		0598-38-1111		h-morikawa@town.mie-taki.lg.jp				0		0		0		0		1099		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		県との人事交流（建設業又は入契約）		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		24三重県		24441		15438		0		71,188		1		1		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		24		三重県大紀町		244716		三重県		大紀町		総務財政課		大西喜大		0598-86-2212		som@town.mie-taiki.lg.jp				0		0		0		0		3.7		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24471		9846		0		376		4		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県大台町		244431		三重県		大台町		建設課		伊豆　知樹		０５９８－８２－３７８８		odai-keno@odaitown.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		当町において建築に関する事業が近年ありません		0		0		0		0		0		0		0		0		1		当町において建築に関する事業が近年ありません		0		0		0		0		0		0		0		0		1		当町において建築に関する事業が近年ありません		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24443		10416		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県朝日町		243434		三重県		朝日町		産業建設課		千賀　崇史		059-377-5658		sanken@town.asahi.mie.jp				3		0		0		0		25		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24343		9626		3,209		2,597		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		24		三重県鳥羽市		242110		三重県		鳥羽市		建設課		立花 正也		0599-25-1172		masaya-t@city.toba.lg.jp				4		4		0		0		450		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24211		21435		5,359		20,994		6		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		24		三重県津市		242012		三重県		津市		建設部営繕課		田邉　浩一		229-3199		L2314@city.tsu.lg.jp				22		15		4		3		4862		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		24三重県		24201		285746		12,988		17,015		5		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県度会町		244708		三重県		度会町		建設課		縄手　智洋		0596-62-2420		kensetsu@town.watarai.lg.jp				0		0		0		0		3.8		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24470		8692		0		437		3		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		24		三重県東員町		243248		三重県		東員町		建設部　建設課		石垣　篤史		０５９４－８６－２８０９		kensetu@town.toin.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		該当が無いため回答できません。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24324		25661		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		24		三重県南伊勢町		244724		三重県		南伊勢町		管財営繕課		田畑武文		0599-66-1146		kanzaieizen@town.minamiise.lg.jp				2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24472		14791		7,396		0		6		6		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		24		三重県尾鷲市		242098		三重県		尾鷲市		建設課		九鬼　巧		0597-23-8242		toshi@city.owase.lg.jp				2		2		0		0		700		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24209		20033		10,017		34,942		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		24		三重県名張市		242080		三重県		名張市		都市整備部 営繕住宅室		濵中 亮佑		0597-63-7740		hamanaka-r@city.nabari.mie.jp				4		4		0		0		30		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24208		80284		20,071		374		6		5		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		24		三重県明和町		244422		三重県		明和町		教育総務課		西村正樹		0596-52-7124		kyouiku@town.mie-meiwa.lg.jp				0		0		0		0		300		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		24三重県		24442		22833		0		13,139		5		6		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		24		三重県木曽岬町		243035		三重県		木曽岬町		総務政策課		平松　孝浩		0567-68-6100		soumu@town.kisosaki.mie.jp				0		0		0		0		340		0		1		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		技術職員がいない。		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		24三重県		24303		6855		0		49,599		6		4		8		1		1		1		1		1		1		1

		0		24		三重県鈴鹿市		242071		三重県		鈴鹿市		総務部管財営繕課		谷川　実希		059-382-7557		miki-tanigawa@city.suzuka.lg.jp				14		9		2		3		2278		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		不調不落に対する実行可能な対策について(会計検査対応など)		0		0		24三重県		24207		199293		14,235		11,430		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県福井市		182010		福井県		福井市		建設部建築事務所営繕課		山岸　幸士郎		0776-20-5578		eizen@city.fukui.lg.jp				24		16		4		4		3180		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18201		266796		11,117		11,919		5		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		18		福井県敦賀市		182028		福井県		敦賀市		都市整備部住宅政策課		技師　青池　岳		0770-22-8141		ts251799@ton21.ne.jp				10		7		1		2		1400		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		18福井県		18202		67760		6,776		20,661		5		2		2		0		0		1		1		1		0		0		※「-」を0に修正 シュウセイ

		0		18		福井県小浜市		182044		福井県		小浜市		産業部　都市整備課		中山　治和		0770-53-1111		nakayama@city.obama.lg.jp				3		3		0		0		460		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18204		31340		10,447		14,678		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県大野市		182052		福井県		大野市		産経建設部　建築営繕課		森岡幸弘		0779-64-4815		morioka.y@city.fukui-ono.lg.jp				5		5		0		0		827		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		改修工事に着手したところ、竣工時の図面と現場が違っていた。		0		0		0		18福井県		18205		35291		7,058		23,434		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県勝山市		182061		福井県		勝山市		建設部建設課		野瀬利裕		0779-88-8107		t-nose＠city.katsuyama.lg.jp				3		3		0		0		565		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18206		25466		8,489		22,186		2		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県鯖江市		182079		福井県		鯖江市		都市整備部建築営繕課		伊藤　嘉高		2778-53-2240		SC-Eizen@city.sabae.lg.jp				6		5		1		0		1600		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		18福井県		18207		67450		11,242		23,721		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		18		福井県あわら市		182087		福井県		あわら市		土木部建設課		坂井　大		0776-73-8031		kensetsu@city.awara.lg.jp				1		1		1		1		100		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		18福井県		18208		29989		29,989		3,335		5		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県越前市		182095		福井県		越前市		建設部		建築住宅課　立野　順一郎		0778-22-3074		kenchiku@city.echizen.lg.jp				9		7		1		1		2400		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		18福井県		18209		85614		9,513		28,033		3		3		3		2		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県坂井市		182109		福井県		坂井市		営繕課		林田　裕治		0776-50-3166		hayashita-rj@city.fukui.-sakai.lg.jp				9		9		0		0				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18210		91900		10,211		0		1		2		0		1		1		1		1		0		1		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		18		福井県永平寺町		183229		福井県		永平寺町		建設課		伊藤　謙宏		(0776)61-3948		a-itou-82@town.eiheiji.lg.jp				0		0		0		0		92		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18322		20647		0		4,456		4		3		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		18		福井県池田町		183822		福井県		池田町		産業振興課		畑中　秀夫		0778-44-8002		h.hatanaka@town.ikeda.fukui.jp				0		0		0		0		3		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18382		3046		0		985		3		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県南越前町		184047		福井県		南越前町		建設整備課		小川裕之		0778-47-8003		hi-ogawa@town.minamiechizen.lg.jp				1		1		0		0		270		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18404		11551		11,551		23,375		4		3		1		2		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県越前町		184233		福井県		越前町		定住促進課		鷲田久憲		0778-34-8727		teijuu@town.echizen.lg.jp				0		0		0		0		2000		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18423		23160		0		86,356		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		18		福井県美浜町		184420		福井県		美浜町		土木建築課		和多田康宏		0770-32-6707		watada.101@town.fukui-mihama.lg.jp				0		0		0		0		300		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18福井県		18442		10563		0		28,401		2		0		1		0		0		1		0		1		0		0

		0		18		福井県高浜町		184811		福井県		高浜町		建設整備課		大谷　幸宏		0770-72-7702		0				4		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18福井県		18481		11062		2,766		0		4		2		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		18		福井県おおい町		184837		福井県		おおい町		建設課		河原　慎悟		0770-77-4057		kensetsu@town.ohi.lg.jp				0		0		0		0		1.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特記事項なし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特記事項なし		0		0		0		1		0		0		0		0		0		特記事項なし		特記事項なし		0		0		18福井県		18483		8580		0		152		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		18		福井県若狭町		185019		福井県		若狭町		建設課		青池和哉		０７７０－４５－９１０４		aoike-ka@town.fukui-wakasa.lg.jp				0		0		0		0		70		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		18福井県		18501		16099		0		4,348		1		2		0		2		2		1		1		0		1		1

		0		25		滋賀県近江八幡市		252042		滋賀県		近江八幡市		都市産業部住宅課		中島　康之		0748－36－5511		011212@city.omihachiman.lg.jp				7		7		0		0		307		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		工事費の予算要求時期から工事の発注段階での期間での資材・労務単価の高騰に伴い発注工事の入札不調が続いた。		0		0		0		25滋賀県		25204		81738		11,677		3,756		4		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		25		滋賀県甲賀市		252093		滋賀県		甲賀市		建設部　住宅建築課		藤丸　晋也		０７４８－６５－０７２５		koka10405000@city.koka.lg.jp				4		4		0		0		930		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		特記仕様書等の作成支援
共通的な情報のオープンデータ化		0		0		0		0		0		0		0		0		0		国の補助事業で全国的に同様の工事が発注された事により、発注前の予想を上回る早さで資材メーカーの在庫が少なくなり、工程調整が必要となった。		0		0		0		25滋賀県		25209		92704		23,176		10,032		3		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		25		滋賀県高島市		252123		滋賀県		高島市		土木上下水道部　都市計画課		石黒　太嘉史		0740-22-0904		toshi@city.takashima.lg.jp				0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		25滋賀県		25212		52486		0		381		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		25		滋賀県守山市		252077		滋賀県		守山市		都市経済部　建築課　		上田　真也		077-582-1139		kenchiku@city.moriyama.lg.jp				5		5		0		0		2492		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25滋賀県		25207		76560		15,312		32,550		7		6		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		25		滋賀県草津市		252069		滋賀県		草津市		都市計画部　建築課		島崎　和也		077-561-2396		kenchiku@city.kusatsu.lg.jp				13		8		3		2		10674		1		1		0		1		1		0		1		1		0		1		0		・公共工事として扱いが難しい工事や設計等における入札、契約方式の手段。
・これまで実績としては多くなかった大規模事業における契約VEや新たな入札、契約方式の導入検討について（契約部局も含めて）		1		0		0		0		0		1		1		1		0		・新たな入札、契約方式の導入について、市全体として取組みが進んでいない。
・これまでの手法のみで対応しようとしてしまう。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		25滋賀県		25206		130874		10,067		81,559		7		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		25		滋賀県大津市		252018		滋賀県		大津市		建設部建築課		佐藤　良一		077-528-2788		sato_yoshikazu@city.otsu.lg.jp				28		13		7		5		8967		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		25滋賀県		25201		337634		12,058		26,558		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		25		滋賀県長浜市		252034		滋賀県		長浜市		都市建設部建築住宅課		澤邑茂則		0749-65-6902		kenchiku@city.nagahama.lg.jp				8		6		1		1		10000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		市営住宅や改良住宅の工事に伴う住民対応		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改良住宅の工事において周辺住民の協力が得られにくかった。		0		0		0		25滋賀県		25203		124131		15,516		80,560		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		25		滋賀県東近江市		252131		滋賀県		東近江市		都市整備部　施設建築課		山本　大輔		0748-24-5668		shisetsu@city.higashiomi.lg.jp				5		5		0		0		6000		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25滋賀県		25213		115479		23,096		51,957		4		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		25		滋賀県彦根市		252026		滋賀県		彦根市		都市建設部　建築住宅課		北河　良章		0749-30-6127		kenchiku@ma.city.hikone.shiga.jp				4		2		1		1		1539		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		標準単価と実勢価格との差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築業界内での人手不足		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		既存建築物の不可視部分（基礎形状等）において、設計図面と現場で相違があった。		0		0		0		25滋賀県		25202		112156		28,039		13,722		5		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		25		滋賀県米原市		252140		滋賀県		米原市		土木部　都市計画課		川井賢一		0749-52-6926		toshi@city.maibara.lg.jp				0		0		0		0		12		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		建築に精通した技術職員がいないため、業務全般において、対応の困難さを感じる		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		建築の知識が少ないため、何を相談したらよいのかが分からない。		0		0		1		0		0		0		1		0		0		地下埋設物の増加や基礎の劣化等、工事施行中に想定外の数量の変更が発生し、予算不足となってしまうことがある。工事中のため、工事を中断させることができない。		0		0		0		25滋賀県		25214		40060		0		300		11		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府綾部市		262030		京都府		綾部市		建設部都市建築課		飯田政利		0773-42-4287		toshikentiku@city.ayabe.lg.jp				6		6		0		0		2100		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		設計事務所の能力不足		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		建築確認申請の許可に予想以上に日数を要した。
工事費（人件費、資材費等）の想定外の高騰や人手不足		0		0		0		26京都府		26203		35836		5,973		58,600		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府伊根町		264636		京都府		伊根町		地域整備課		橋本利将		0772-32-1000		hashimotot@town.ine.kyoto.jp				1		0		0		0		8		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26463		2410		2,410		3,320		5		5		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		26		京都府井手町		263435		京都府		井手町		建設課		菱本　嘉昭		０７７４－８２－６１６７		kensetu@town.ide.lg.jp				0		0		0		0		92		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26343		8447		0		10,891		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府宇治市		262048		京都府		宇治市		建設部施設建築課		野田富生		0774-22-3141		sisetsukenchiku@city.uji.kyoto.jp				16		12		4		0		3500		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26204		189609		11,851		18,459		8		5		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府宇治田原町		263443		京都府		宇治田原町		建設・環境課		上野　翔三		0774-88-6637		kensetsu@town.ujitawara.kyoto.jp				0		0		0		0		2.8		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なし。		なし。		0		0		26京都府		26344		9711		0		288		7		2		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		26		京都府笠置町		263648		京都府		笠置町		建設産業課		浅川 元紀		0743-95-2301		kensan@town.kasagi.lg.jp				1		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		特になし		0		0		0		26京都府		26364		1626		1,626		1,230		5		4		5		2		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府亀岡市		262064		京都府		亀岡市		企画管理部契約検査課		木村邦彦		0771-25-5041		sikkou-kanri@city.kameoka.kyoto.jp				10		10		0		0		1241		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特にありません		特にありません		0		0		26京都府		26206		92399		9,240		13,431		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1

		0		26		京都府久御山町		263222		京都府		久御山町		行財政課		天野　博司		075-631-9992		gyozai@town.kumiyama.lg.jp				0		0		0		0		800		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26322		15914		0		50,270		2		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府宮津市		262056		京都府		宮津市		建設室建築住宅係		瀬野　理砂		０７７２－４５－１６３１		kenchiku-j@city.miyazu.kyoto.jp				3		3		0		0		350		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26205		19948		6,649		17,546		6		5		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府京丹後市		262129		京都府		京丹後市		建設部　都市計画・建築住宅課		吉岡　絵里子		0772-69-0530		e.yoshioka-81@city.kyotango.lg.jp				6		6		0		0		1798		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		最低制限価格を設けない基本・実施設計の競争入札では、能力に満たない設計事務所が安値受注する場合がある。図面、積算数量の訂正に職員が多大な時間を要している。それらを排除する入札方法がないものか悩んでおります。		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		例えば京都府内設計事務所の格付けができないでしょうか。		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26212		59038		9,840		30,455		10		7		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府京丹波町		264075		京都府		京丹波町		土木建築課		門　　大輔		0771-82-3806		doboku10@town.kyotamba.kyoto.jp				1		1		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		小規模な修繕工事等では予定価格が安くなり入札が不調に終わることが頻繁にあります。低価の工事は積算単価や経費を上げる方法は無いでしょうか。
数量（m2・m3）ではなく１箇所当りの単価を作成する等。		0		0		26京都府		26407		15732		15,732		572		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府京田辺市		262111		京都府		京田辺市		建設部　開発指導課		杉本　朱		0774-64-1341		kaihatsu@kyotanabe.jp				4		4		0		0		1164		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26211		67910		16,978		17,140		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		26		京都府向日市		262081		京都府		向日市		建設産業部　営繕課		森　大輔		０７５－９３１－１１１１		eizen@city.muko.lg.jp				7		6		0		1		1200		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		基準、規制について知識不足であったこと。		0		0		0		26京都府		26208		54328		7,761		22,088		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		26		京都府城陽市		262072		京都府		城陽市		都市整備部営繕課		皿谷　嘉啓		0774-56-4002		eizen@city.joyo.lg.jp				10		6		3		1		600		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26207		80037		8,004		7,497		4		1		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府精華町		263664		京都府		精華町		総務部総務課		籾山　博人		0774-95-1910		soumu@town.seika.kyoto.jp				3		3		0		0		1011		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26366		35630		11,877		28,375		3		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府大山崎町		263036		京都府		大山崎町		総務部　政策総務課　管財係		中村　茂樹		075‐956‐2101		kanzai@town.oyamazaki.lg.jp				1		1		0		0		3		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26303		15121		15,121		198		2		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		26		京都府長岡京市		262099		京都府		長岡京市		総務部検査指導課		中山　章一		０７５－９５５－９６８１		kensashidou@city.nagaokakyou.kyouto,jp				10		10		0		0		1050		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26209		79844		7,984		13,151		4		5		3		1		3		1		1		1		1		1

		0		26		京都府南山城村		263672		京都府		南山城村		建設水道課		岸田いずみ		０７４３－９３－０１０６		d-kensetu@vill.minamiyamashiro.lg.jp				0		0		0		0		40		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26367		3078		0		12,995		6		6		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		26		京都府南丹市		262137		京都府		南丹市		土木建築部住宅課		仲田佳史		0771-68-0062		jyuutaku@city.nantan.kyoto.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26213		35214		0		0		1		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府八幡市		262102		京都府		八幡市		総務部総務課		桂　寿典		075-983-1111		soumu@mb.city.yawata.kyoto.jp				10		10		0		0		650		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		26京都府		26210		74227		7,423		8,757		3		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府舞鶴市		262021		京都府		舞鶴市		建設部　住宅・営繕課		川戸　邦宏		0773-66-1050		eizen@post.city.maizuru.kyoto.jp				14		8		6		0		300		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26202		88669		6,334		3,383		3		1		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		26		京都府福知山市		262013		京都府		福知山市		土木建設部建築課		椿　玲子		0773-24-7058		kentiku@city.fukuchiyama.lg.jp				15		11		4		0		3619		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26201		79652		5,310		45,435		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		26		京都府木津川市		262145		京都府		木津川市		建設部　建設課／教育部　学校教育課		森川　知美		０７７４－７５－１２２３		kensetsu@city.kizugawa.lg.jp				5		5		0		0		811		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		労務単価の上昇による予算不足		0		0		0		26京都府		26214		69761		13,952		11,625		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		26		京都府与謝野町		264652		京都府		与謝野町		建設課		大江　勇人		0772-46-3267		oe70434@town.yosano.lg.jp				3		3		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26465		23454		7,818		0		2		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		26		京都府和束町		263656		京都府		和束町		建設事業課		竹谷　徹也		0774-78-3001		kensetsu@town.wazuka.lg.jp				0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26京都府		26365		4482		0		22,311		3		2		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府豊中市		272035		大阪府		豊中市		資産活用部　施設整備課		奥村		06－6858－2841		shisetsuseibi@city.toyonaka.osaka.jp				33		24		8		1		10712324		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		発注件数が多く、入札不調が増えてきています。再度発注しますが、落ちないケースもあります。		0		0		0		27大阪府		27203		389341		11,798		27,513,989		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府池田市		272043		大阪府		池田市		都市建設部　施設課		村山　純		072-752-1111　内492		murayama-jun@city.ikeda.osaka.jp				9		6		2		1		1500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27204		104229		11,581		14,391		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		27		大阪府吹田市		272051		大阪府		吹田市		行政経営部資産経営室		西岡　幸広		06-6384-1952		nishioka205@city.suita.osaka.jp				20		9		4		7		5000		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27205		355798		17,790		14,053		4		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府高槻市		272078		大阪府		高槻市		都市創造部　建築課		中西　由紀彦		072-674-7522		kenchiku@city.takatsuki.osaka.jp				35		19		8		8		6537		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		職員の技術スキルアップの支援（民間との技術交流など）		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27207		357359		10,210		18,293		0		0		3		1		0		0		0		1		1		0

		0		27		大阪府茨木市		272116		大阪府		茨木市		建設部建築課		荒木　和司		072-622-8121		kenchiku@city.ibaraki.lg.jp				15		9		4		2		5071		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		職員の技術力の継承や維持向上など		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27211		274822		18,321		18,452		2		4		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		27		大阪府箕面市		272205		大阪府		箕面市		みどりまちづくり部営繕課建築室		久保田　良一		072-724-6719		kenchiku@maple.city.minoh.lg.jp				6		3		2		1		2136		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		不調・不落対応		特になし		0		0		27大阪府		27220		129895		21,649		16,444		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府摂津市		272248		大阪府		摂津市		都市整備部　建築課		末永　毅		06-6383-1407		kenchiku@city.settsu.osaka.jp				8		8		0		0		1567		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		係長級、課長代理級等中間管理職の建築職員が
いない。		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		人件費等単価の見直しの時期が、予算確定後に行われている
ケースがある。		0		0		0		27大阪府		27224		83720		10,465		18,717		4		5		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府島本町		273015		大阪府		島本町		都市創造部　都市整備課		内海　寛貴		０７５－９６２－２８４８		seibi@town.shimamoto.lg.jp				2		2		0		0		300		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		公共積算基準の細部の相談		0		0		27大阪府		27301		28935		14,468		10,368		6		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府豊能町		273210		大阪府		豊能町		建設環境部建設課		田中克生		072-739-3423		kensetsu@town.toyono.osaka.jp				1		1		0		0		127		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		情報漏洩で職員逮捕		0		0		0		27大阪府		27321		21989		21,989		5,776		10		7		8		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府能勢町		273228		大阪府		能勢町		環境創造部地域整備課		馬瀬　師彦		０７２－７３４－１７２６		doboku@town.nose.osaka.jp				0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27322		11650		0		0		10		5		5		2		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府守口市		272094		大阪府		守口市		都市整備部　建築課		西村　正直		(０６）６９９２－１７０９		kenchiku@city.moriguchi.lg.jp				11		6		2		3		1687		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		改修工事の発注後、外壁の劣化状態や、天井裏などの隠蔽部分に設計図（既存図）と異なる事が判明し、設計変更などその対応に追われる。		0		0		0		27大阪府		27209		146697		13,336		11,500		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府枚方市		272108		大阪府		枚方市		公共施設部　施設整備室		津熊　聖博		072-841-1488		kentiku@city.hirakata.osaka.jp				47		22		9		10		4300		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27210		407978		8,680		10,540		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		0		27		大阪府寝屋川市		272159		大阪府		寝屋川市		まち政策部建築営繕課		榊　紀子		072-824-1181		kenntiku＠city.neyagawa.osaka.ｊｐ				12		8		3		1		806		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		予算課からの依頼により設計及び工事監理を行う為、
依頼工事内容と予算とに相違が生じる。		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27215		238204		19,850		3,384		2		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府大東市		272183		大阪府		大東市		街づくり部　建築課		入江　智子		072-872-2181		kenchikuka@city.daito.lg.jp				4		3		1		0		1000		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27218		127534		31,884		7,841		4		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府門真市		272230		大阪府		門真市		まちづくり部営繕住宅課		伊丹　慶子		06-6902-6053		tos05@city.kadoma.osaka.jp				9		7		1		1		2844		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27223		130282		14,476		21,830		2		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府四條畷市		272299		大阪府		四條畷市		都市整備部　建設課		永岩　靖史		072-877-2121（内線717）		kensetu@city.shijonawate.lg.				3		3		0		0		600		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27229		57554		19,185		10,425		3		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府交野市		272302		大阪府		交野市		企画財政部　財産管理課		久保田　剛司		（072）892-0121		zaikan@city.katano.osaka.jp				4		3		0		0				1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		27大阪府		27230		77686		19,422		0		5		3		4		0		4		1		1		1		0		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		27		大阪府八尾市		272124		大阪府		八尾市		建築都市部公共建築課		濱田　義規		072-924-3857		koukyoukenchiku@city.yao.osaka.jp				25		21		4		0		9451		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		1		実勢価格の把握		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		派遣会社と契約を行い、工事及び設計業務の調査、資料作成、補助金申請に関する資料作成、建築工事及び建築設計業務により提出された図面等の収集、分析、確認、修正、整理の作業を３名の派遣従業員により行っています。		0		0		0		0		27大阪府		27212		271460		10,858		34,815		6		7		6		1		0		1		1		1		1		0

		0		27		大阪府富田林市		272141		大阪府		富田林市		総務部行政管理課		髙木　美佐		0721-25-1000（内線340）		g-kanri@city.tondabayashi.lg.jp				12		12		0		0		1208		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27214		119576		9,965		10,102		3		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府河内長野市		272167		大阪府		河内長野市		総務部資産活用課		中谷　美智		0721-53-1111（内線457）		shisan@city.kawachinagano.lg.jp				12		12		0		0		1043		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27216		112490		9,374		9,272		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府松原市		272175		大阪府		松原市		都市整備部建築住宅課		松野　淳		072-334-1550（内線2635）		kenchiku@city.matsubara.osaka.jp				5		5		0		0		1155		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		27大阪府		27217		124594		24,919		9,270		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府柏原市		272213		大阪府		柏原市		まちづくりデザイン部　都市計画課		杉本吉史		072-972-1501		tokei@city.kashiwara.osaka.jp				5		4		1		0		580		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27221		74773		14,955		7,757		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府羽曳野市		272221		大阪府		羽曳野市		都市開発部建築住宅課		葉山晃一郎		072-958-1111（2263）		kenchikujyutaku@city.habikino.lg.jp				5		5		0		0		846		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27222		117681		23,536		7,189		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府藤井寺市		272264		大阪府		藤井寺市		まちづくり推進課		八尾　将史		０７２－９３９－１１１１		kensetsu@city.fujiidera.lg.jp				4		4		0		0		900		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし。		実勢価格の把握について		0		0		27大阪府		27226		66165		16,541		13,602		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府東大阪市		272272		大阪府		東大阪市		建設局　建築部　建築営繕室		野本、吉弘		06-4309-3235（直通）		eizen@city.higashiosaka.lg.jp				41		21		11		9		4000		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27227		509533		12,428		7,850		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府大阪狭山市		272311		大阪府		大阪狭山市		都市計画グループ		谷口　智浩		072-366-001		toshikeikaku@city.osakasayama.osaka.jp				4		4		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27231		58227		14,557		0		5		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府太子町		273813		大阪府		太子町		地域整備室　地域整備グループ		木下　明紀		0721-98-5523		tiikiseibi@town.osaka-taishi.lg.jp				0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27381		14220		0		703		4		3		5		0		2		1		1		1		0		1

		0		27		大阪府河南町		273821		大阪府		河南町		総務部施設整備担当		立華　良太		0721-93-2500		shisetsu@town.kanan.osaka.jp				1		1		0		0		230		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27382		17040		17,040		13,498		6		4		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府千早赤阪村		273830		大阪府		千早赤阪村		総務課		西本　友亮		0721－72－0081		somu-6@vill.chihayaakasaka.lg.jp				0		0		0		0		132		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27383		6015		0		21,945		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府岸和田市		272027		大阪府		岸和田市		建設部建築住宅課		生嶋　徹		072-423-9518		kenchiku@city.kishiwada.osaka.jp				13		8		5		0		3000		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27202		199234		15,326		15,058		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府泉大津市		272060		大阪府		泉大津市		都市政策部まちづくり政策課		西井　章浩		0725-33-1131　内線：2295		kenchikujyuutaku@city.izumiotsu.osaka.jp				5		5		0		0		1289		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		設計変更の対応		0		0		0		27大阪府		27206		77548		15,510		16,622		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府貝塚市		272086		大阪府		貝塚市		総務部 庶務課 ＦＭ担当		山野　秀昭		072-433-7212		shomu@city.kaizuka.lg.jp				5		4		1		0		980		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		・設計の瑕疵への対応（金銭的補償）
・不適格業者が入札に参加すること		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27208		90519		18,104		10,826		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府泉佐野市		272132		大阪府		泉佐野市		都市整備部　建築住宅課		主幹　　岩間　俊哉		072-436-1212　　内線（2363）		kenchiku-g1@city.izumisano.lg.jp				7		5		2		0		1788		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27213		100801		14,400		17,738		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		27		大阪府和泉市		272191		大阪府		和泉市		都市デザイン部建築住宅課		石田　雅士		0725-99-8143		kenju@city.osaka-izumi.lg.jp				11		6		3		2		2100		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		外壁塗材（リシン材、吹付タイル等）における、アスベスト含有建材の取り扱いについて
・含有分析調査の要不要
・含有していた場合の処理方法について
 （石綿障害予防規則及び廃棄物処理法）		0		0		27大阪府		27219		184988		16,817		11,352		3		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府高石市		272256		大阪府		高石市		土木部建築住宅課		牛山　勝晴		072-275-6418		kenchiku@city.takaishi.lg.jp				6		4		2		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27225		59572		9,929		0		7		7		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府泉南市		272281		大阪府		泉南市		都市整備部住宅公園課建築係		今井　宏		072-483-9951		jyuutaku@city.sennan.lg.jp				5		5		0		0		610		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に無		特に無		0		0		27大阪府		27228		64403		12,881		9,472		5		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府阪南市		272329		大阪府		阪南市		事業部　公共施設活用課		下田　泰士		072-471-5678		shisetsu-k@city.hannan.lg.jp				3		2		0.5		0.5		1000		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		業務履行中に受託者が民事再生の手続きを開始した		0		0		0		27大阪府		27232		56646		18,882		17,653		4		4		2		0		0		1		1		1		0		0		※電気職、機械職は兼務 デンキキカイショクケンム

		0		27		大阪府忠岡町		273414		大阪府		忠岡町		産業まちづくり部　建設課		戎子　伊智郎		0725-22-1122		tadaokakensetsu@town-tadaoka.jp				2		2		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		URサポートに発注支援を委託		・特にありません。		・特にありません。		0		0		27大阪府		27341		18149		9,075		275		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府熊取町		273619		大阪府		熊取町		事業部　まちづくり計画課		伊東　浩一		072-452-6401		machidukuri-keikaku@town.kumatori.lg.jp				5		5		0		0		390		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		刊行物等積算根拠資料が内訳書を作成するには十分といえず、見積に依るところが大きいから		0		0		0		0		0		0		0		0		1		適切な価格設定できる刊行物の整備に向けての支援		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27361		45069		9,014		8,653		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		27		大阪府田尻町		273627		大阪府		田尻町		事業部都市政策課		西　雅広		０７２－４６６－５００６		nisi402@town.osaka-tajiri.lg.jp				1		1		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27大阪府		27362		8085		8,085		12,369		2		3		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		27		大阪府岬町		273660		大阪府		岬町		都市整備部建築課建築係		藤井　健太		072-492-2746		fujii.k@town.osaka-misaki.lg.jp				5		5		0		0		100		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		特に無し		特に無し		0		0		27大阪府		27366		17504		3,501		5,713		6		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県たつの市		282294		兵庫県		たつの市		都市建設部都市計画課		原田　雅規		0791-64-3165		masanori_harada@city.tatsuno.lg.jp				3		3		0		0		1280		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28229		80518		26,839		15,897		6		3		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県芦屋市		282065		兵庫県		芦屋市		都市建設部建築課		森本　勝則		０７９７－３８－２０６６		kentiku@city.ashiya.lg.jp				13		7		3		3		2603		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		６），７）については施設を使用しながらの工事について難しさを感じている。		0		1		1		1		0		0		0		0		0		年度内での設計と工事施工が難しくなっている。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28206		93238		7,172		27,918		5		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		28		兵庫県伊丹市		282073		兵庫県		伊丹市		都市活力部都市整備室営繕課		木村哲也		072-780-3555		kimurat@city.itami.lg.jp				22		10		5		7		5000		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		市場の大きな変化により、近年工事価格の動きが早く、予算要求と設計時期のタイムロスによる予算不足が多々発生する		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28207		196127		8,915		25,494		6		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県稲美町		283819		兵庫県		稲美町		地域整備部都市計画課		高木　孝		079-492-9143		tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp				0		0		0		0		450		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28381		31026		0		14,504		5		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県加古川市		282103		兵庫県		加古川市		建設部　営繕・住宅課		高木　秀樹		079-427-9258		bitulbo@city.kakogawa.hyogo.jp				23		15		7		1		1047		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事発注において、建築・電気・機械を分離して発注したが、そのうち２つが不調となり、契約した１つで工事中止した事例があった。		営繕積算方式において、その他の率の上限値採用や、刊行物掲載価格の平均値採用や、見積りにおける実勢価格帯の的確な把握に基づく単価の決定などとあります。
会計検査院による会計検査において積算根拠における過積算という指摘になることはありませんか。		0		0		28兵庫県		28210		266937		11,606		3,922		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県加西市		282201		兵庫県		加西市		都市整備部　都市計画課		井上　英文		0790-42-1110（代）		toshi@city.kasai.lg.jp				7		7		0		0		1000		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28220		47993		6,856		20,836		2		1		0		1		0		1		1		0		1		0

		0		28		兵庫県加東市		282286		兵庫県		加東市		まち・農整備部地域整備課		岸本孝司		０７９５－４３－０５１７		chiiki-seibi@city.kato.lg.jp				4		4		0		0		20		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		特になし		建築士職が不足しているので、市に職員を派遣していただきたい。		0		0		28兵庫県		28228		40181		10,045		498		2		3		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		28		兵庫県三田市		282197		兵庫県		三田市		都市整備部都市政策局住宅政策課		中根隆嘉		079-559-5113		takayoshi_nakane@city.sanda.lg.jp				5		3		1		1		1500		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28219		114216		22,843		13,133		4		6		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県篠山市		282219		兵庫県		篠山市		総務部管財契約課		梶谷　典広		079-552-1111		zaisankanri_div@city.sasayama.hyogo.jp				4		4		0		0		200		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		設計業者の現地調査が不十分で、発注後、請負業者の調査で判明し、設計変更を余儀なくされたが、設計業者が図面の是正措置や設計責任を認めない等、設計事務所の対応が不適切な場合がある。		0		0		0		28兵庫県		28221		43263		10,816		4,623		6		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県洲本市		282057		兵庫県		洲本市		都市整備部　都市計画課　建築係		南　宏光		0799-22-3321		toshikei@city.sumoto.lg.jp				4		3		0		0		40		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28205		47254		11,814		846		4		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県小野市		282189		兵庫県		小野市		地域振興部まちづくり課		玉井忠宏		0794-63-1937		tamai-tadahiro@city.ono.hyogo.jp				4		4		0		0		1300		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28218		49680		12,420		26,167		3		5		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		28		兵庫県上郡町		284815		兵庫県		上郡町		建設課		藤本　大樹		０７９１－５２－１１１７		kensetsu@town.kamigori.hyogo.jp				1		1		0		0		100		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		予定価格内訳書の作成時、見積価格を採用することが多く、変更時の対応が困難な場合がある		積算及び工期設定等についての基準や要領の相談が必要となる可能性がある		0		0		28兵庫県		28481		16636		16,636		6,011		5		4		5		2		0		1		1		1		1		0

		0		28		兵庫県神河町		284467		兵庫県		神河町		地域振興課		井出　博		（0790）34-0185		h-ide@town.kamikawa.hyogo.jp				1		1		0		0		253		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28446		12289		12,289		20,588		2		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		28		兵庫県西宮市		282049		兵庫県		西宮市		土木局営繕部		上田		0798-35-3559		eizen@nishi.or.jp				53		37		8		8		3657		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		DB（デザインビルド方式）時の交付申請の考え方、整理方法		0		0		28兵庫県		28204		482640		9,106		7,577		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県西脇市		282138		兵庫県		西脇市		都市整備部都市住宅課		橋本将		0795-22-3111（内線277）		nishiwaki-juutaku@city.nishiwaki.lg.jp				3		3		0		0		585		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		発注・工事時期によっては、作業員の確保が難しく、工程等に支障が発生する場合がある。		0		0		0		28兵庫県		28213		42802		14,267		13,668		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県赤穂市		282120		兵庫県		赤穂市		建設経済部　都市整備課		長棟　由樹		0791-43-6827		kenchiku@city.ako.lg.jp				5		5		0		0		2255		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28212		50523		10,105		44,633		3		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県川西市		282171		兵庫県		川西市		都市整備部 まちづくり政策室　営繕課		榮　友美		072-740-1206		kawa0047@city.kawanishi.lg.jp				10		7		2		1		1228		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		現在のところ、ございません。		現在のところ、ございません。		0		0		28兵庫県		28217		156423		15,642		7,851		5		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県相生市		282081		兵庫県		相生市		建設農林部 都市整備課		　古川　露子		0791-23-7135		kenchiku@city.aioi.lg.jp				4		4		0		0		305		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28208		31158		7,790		9,789		4		4		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		28		兵庫県多可町		283657		兵庫県		多可町		住民課　住宅政策室		神崎		0795-32-4776		jutaku@town.taka.lg.jp				0		0		0		0		240		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28365		23104		0		10,388		5		7		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県太子町		284645		兵庫県		太子町		経済建設部　街づくり課		三木　隆史		079-277-5992		machidukuri@town.hyogo-taishi.lg.jp				3		3		0		0		100		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28464		33438		11,146		2,991		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県丹波市		282235		兵庫県		丹波市		建設部　施設建築課		西田　英毅		0795-88-5025		shisetsu@city.tamba.hyogo.jp				0		0		0		0		1018		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		一般競争入札において、予定価格を事前公表しているが、設計図書と内訳書の相違があり、且つ、設計図書が正の場合の質疑回答をどのようにしたらよいのか（予定価格は変えられないため）。		0		0		0		28兵庫県		28223		67757		0		15,024		5		6		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		28		兵庫県猪名川町		283011		兵庫県		猪名川町		まちづくり部建設課建築営繕室		桝田二郎		072-767-7588		kenchikueizen@town.inagawa.lg.jp				5		5		0		0		200		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		補助金等、財源の確保		1		0		0		0		0		1		0		1		0		補助金等、採択の有無の連絡		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28301		31739		6,348		6,301		6		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		28		兵庫県尼崎市		282022		兵庫県		尼崎市		都市整備局都市計画部建築課		大塚　敏男		06－6489－6513		ama-kenchiku@city.amagasaki.hyogo.jp				28		17		6		5		2500		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28202		453748		16,205		5,510		1		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県姫路市		282014		兵庫県		姫路市		都市局まちづくり推進部営繕課		田中　英男		079-221-2645		eizen@city.himeji.hyogo.jp				37		22		8		7		7923		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		公文書公開（単価の公表）に対する対応		1		1		1		1		1		1		1		0		1		単価の公表について、県内の市町はほとんどが公表していないが、県は公表しているので対応に苦慮している。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28201		536270		14,494		14,774		11		8		2		2		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県福崎町		284432		兵庫県		福崎町		まちづくり課		原井川　琢彦		0790-22-0560		machi@town.fukusaki.hyogo.jp				3		3		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28443		19830		6,610		0		5		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県豊岡市		282090		兵庫県		豊岡市		都市整備部建築住宅課		岡田忠昭		0796-21-9018		kenchiku@city.toyooka.lg.jp				7		7		0		0		2000		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28209		85592		12,227		23,367		2		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		28		兵庫県明石市		282031		兵庫県		明石市		都市整備部建築室営繕課		中戸　正幸		078-918-5047		eizen@city.akashi.lg.jp				25		15		7		3		7682		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		積算（システム）や単価の共有・支援を望みます。		1		0		1		0		1		0		1		0		0		設計金額（予定価格）と入札参加業者の入札金額に想定以上の開きがあったため、設計内容（特に単価）の大きな見直しが必要になり、その対応に苦慮しました。
また、大量の地中埋設産業廃棄物が発生したことにより、工事が中止になるという事態がありました。		0		0		0		28兵庫県		28203		290959		11,638		26,402		6		5		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		28		兵庫県養父市		282227		兵庫県		養父市		まち整備部　建築住宅課		井平　聡		079-664-1981		kenchiku@city.yabu.lg.jp				3		3		0		0		182		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		設計変更について、公共土木工事を行っている業者が建築工事を落札するようになり、土木的な考えで設計変更を要求してくる。		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28兵庫県		28222		26501		8,834		6,868		4		2		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県宇陀市		292125		奈良県		宇陀市		建設部　まちづくり推進課		太田　幸雄		０７４５－８２－５６２４（直通）		machi-sui@city.uda.lg.jp				4		4		0		0		100		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29奈良県		29212		34227		8,557		2,922		3		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県葛城市		292117		奈良県		葛城市		総務部総務財政課		吉村雅央		0745-69-3001（内線1283）		yoshimura-masao@city.katsuragi.lg.jp				1		1		0		0		864		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		本市には営繕主管課がなく、各施設管理者（事務職）がそれぞれの施設の営繕業務を担当しており、教育総務課に置かれた建築技術職の嘱託職員に技術的な協力を求めているような状況である。		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		29奈良県		29211		35859		35,859		24,094		4		4		4		1		3		1		1		1		1		1

		0		29		奈良県五條市		292079		奈良県		五條市		都市整備部　建設課		杉村　和彦		0747-22-4001(内線279)		kensetsuka@city.gojo.lg.jp				3		3		0		0		836		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29奈良県		29207		34460		11,487		24,260		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県香芝市		292109		奈良県		香芝市		総務部管財課		井上　隆		0745-76-2001		kanzai@city.kashiba.lg.jp				1		1		0		0		0.2		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		入札の不調を防ぐ有効な対策が立てにくい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		入札参加者の減少、それを見越したかの様な100％に近い請負率での落札（歩切が無くなったのも一因か）。		0		0		0		29奈良県		29210		75227		75,227		3		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		29		奈良県桜井市		292061		奈良県		桜井市		都市建設部		福田　勝巳		0744-42-9111(内線219)		eizen@city.sakurai.lg.jp				6		6		0		0		1000		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		29奈良県		29206		60146		10,024		16,626		5		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県大和郡山市		292036		奈良県		大和郡山市		入札検査課施設整備室		中島一郎		0743-53-1151（内線　646）		seibi@city.yamatokoriyama.lg.jp				10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		資材、労務等の確保がしにくいため、工期設定が難しい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		近接工事に係る関係工事の調整について、経費調整を行わないということはおかしいのではないか？		0		0		29奈良県		29203		89023		8,902		0		2		1		0		2		2		1		1		0		1		1

		0		29		奈良県大和高田市		292028		奈良県		大和高田市		環境建設部　建築住宅課		岸本兼一		0745-22-1101（内線675）		kenchiku@city.yamatotakada.nara.jp				4		4		0		0		164		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		29奈良県		29202		68451		17,113		2,396		4		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県天理市		292044		奈良県		天理市		建設部 営繕課		谷口　明人		0743-63-1001 内線372		eizen@city.tenri.nara.ip				10		10		0		0		286		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		スライド条項の対策について		スライド条項の対策について		0		0		29奈良県		29204		69178		6,918		4,134		7		7		7		1		0		1		1		1		1		0

		0		29		奈良県奈良市		292010		奈良県		奈良市		建設部営繕課		松浦　晃		0742（34）4745		matsuura-akira@city.nara.lg.jp				26		19		3		4		3500		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29奈良県		29201		366591		14,100		9,547		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		29		奈良県奈良市		292010		奈良県		奈良市		市民生活部住宅課		大窪　子保治		0742（34）5174		okubo-shihoji@city.nara.lg.jp				7		5		1		1		150		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29奈良県		29201		366591		52,370		409		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		30		和歌山県有田市		302040		和歌山県		有田市		経済建設部　建設課		嘉藤　峰征		0737-83-1111		kenchikujutaku@city.arida.lg.jp				4		4		0		0		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		実績及び今後の活用予定なし		特にありません		特にありません		0		0		30和歌山県		30204		30592		7,648		6,505		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		30		和歌山県かつらぎ町		303411		和歌山県		かつらぎ町		建設課		森下　慶一		0736-22-0300		kenchiku@town.katsuragi.wakayama.jp				3		3		0		0		200		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30341		18230		6,077		10,971		2		4		0		1		0		1		1		0		1		0

		0		30		和歌山県すさみ町		304069		和歌山県		すさみ町		産業建設課		田中　敏之		0739-55-4806		tanaka_t01@town.susami.lg.jp				1		1		1		1		40		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30406		4730		4,730		8,457		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県みなべ町		303917		和歌山県		みなべ町		建設課		山下浩昭		0739-74-3335		kensetsu@town.minabe.lg.jp				0		0		0		0		3		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30391		13470		0		223		5		5		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県印南町		303909		和歌山県		印南町		建設課		堂　一輝		0738-42-1734		do01@town.wakayama-inami.lg.jp				0		0		0		0		211		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		交付金の決定額が要望額より大幅に少なく、事業実施が難しくなった。		要望額の満額とは言わないが、要望額の70％～80％を付けてほしい。		0		0		30和歌山県		30390		8606		0		24,518		4		5		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		30		和歌山県海南市		302023		和歌山県		海南市		まちづくり部　都市整備課		齋藤美智夫		073（483）8482		saitou-michio@city.kainan.lg.jp				3		3		0		0		664		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		工事の変更（精算）基準		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		業務仕様書等の提供。		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30202		54783		18,261		12,121		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県和歌山市		302015		和歌山県		和歌山市		総務部　財務課		瀧本桂士		0736-62-2141		k_takimoto@city.iwade.lg.jp				0		0		0		0		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30201		370364		0		5		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県橋本市		302031		和歌山県		橋本市		建設部建築住宅課		増谷　吉彦		0736-33-1111（内線3322）		masutani@city.hashimoto.lg.jp				5		5		0		0		54		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30203		66361		13,272		814		3		1		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		30		和歌山県九度山町		303437		和歌山県		九度山町		建設課		寺垣内　敏		０７３６－５４－２０１９		s-teragaito@town.kudoyama.lg.jp				2		2		0		0		100		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30343		4963		2,482		20,149		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県古座川町		304247		和歌山県		古座川町		産業建設課		城　万人		0735‐72－0180		zyou-001@town.kozagawa.wakayama.jp				2		2		0		0		580		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		地業において、羽根つき鋼管杭を施行しようとしたところ、造成地の岩が大きくオーガーによる先行掘削が必要になったこと。また、杭長についても、ボーリングデータに基づき想定していた支持地盤が存在せず、杭長を延長しなければならなかった。		営繕の単価を、以前のように無料配布してほしい。		0		0		30和歌山県		30424		3103		1,552		186,916		2		5		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県広川町		303623		和歌山県		広川町		産業建設課		寺井　南波		０７３７－６３－１１２２		kensetsu11@town.hirogawa.wakayama.jp				0		0		0		0		186		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30362		7714		0		24,112		3		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		30		和歌山県上富田町		304042		和歌山県		上富田町		総務政策課		浅山晃宏		0739-47-0550		asayama@town.kamitonda.lg.jp				1		1		0		0		130		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30404		14807		14,807		8,780		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県新宮市		302074		和歌山県		新宮市		建設農林部管理課建築係		柳本　和範		0735-23-3333		tosiken-kanri@city.shingu.lg.jp<tosiken-kanri@city.shingu.lg.jp				3		3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		設計及び監理業務における評価方法		0		0		30和歌山県		30207		31498		10,499		0		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		※他の問いに対して○で答えていたため、件数を入力していると判断していると判断し、そのまま○へ読み替え

		0		30		和歌山県田辺市		302066		和歌山県		田辺市		建設部 都市計画課 建築係		増井　節朗		0739-26-9937		masui.s@city.tanabe.lg.jp				5		5		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30206		79119		15,824		0		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		30		和歌山県湯浅町		303615		和歌山県		湯浅町		建設課		横出　和樹		0737-64-1124		kensetu@town.yuasa.lg.jp				2		2		0		0		20		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30361		13210		6,605		1,514		5		4		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県那智勝浦町		304212		和歌山県		那智勝浦町		建設課		山本　寛和		0735-52-0560		kensetu13@town.nachikatsuura.lg.jp				3		3		0		0		500		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30421		17080		5,693		29,274		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		30		和歌山県日高町		303828		和歌山県		日高町		産業建設課		岡本　匡史		0738-63-3804		okamoto.m@town.wakayama-hidaka.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30382		7432		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		30		和歌山県白浜町		304018		和歌山県		白浜町		建設課都市計画係		古谷　誠		0739-43-6589		m.furuya@town.shirahama.wakayama.jp				2		2		0		0		1637		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		30和歌山県		30401		22696		11,348		72,127		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県美浜町		303810		和歌山県		美浜町		産業建設課		小林　巧		0738-23-4952		t-kobayashi@town.wakayama-mihama.lg.jp				1		1		0		0		87		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30381		8077		8,077		10,771		1		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		30		和歌山県北山村		304271		和歌山県		北山村		事業課		北岡　功		０７３５－４９－２３３１		k-130@vill.kitayama.wakayama.jp				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特に無し		特に無し		0		0		30和歌山県		30427		486		0		2,058		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県和歌山市		302015		和歌山県		和歌山市		財政局財政部工事検査課		荒駒　卓司		０７３－４３５－１０７１		kensa@city.wakayama.lg.jp				70		28		23		19		2720		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		　単価作成において、歩掛等の単価根拠が年々少なくなり見積に頼る単価が多く、同一工事でも単価に差が出る可能性がある		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		技術的な研修や他都市と技術を共有する機会を作ってほしい。		0		0		30和歌山県		30201		370364		5,291		7,344		7		8		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県串本町		304280		和歌山県		串本町		建設課		清水健太		0735－72－0628		kenta.shimizu@town.kushimoto.wakayama.jp				4		4		0		0		1000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		設計において類似製品が無い場合、特許製品等は公共工事では、発注しない方が好ましいのでしょうか？また類似製品とは何を基準に類似と判断したら宜しいでしょうか？性能・価格・設計意図等あると思うのですが、設計者及び発注者が認めれば可能ですか？または金額に合わせ設計変更しないといけないでしょうか？		0		0		30和歌山県		30428		18249		4,562		54,798		10		8		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		30		和歌山県紀の川市		302082		和歌山県		紀の川市		建設部		窪原		0736-77-0852		k090300-001@city.kinokawa.lg.jp				2		2		0		0		600		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		設計監理者、施工者の能力不足		1		1		0		1		1		1		1		0		0		十分な予算がなく、専門技術者も少ない市町村レベルの自治体でも採用・更新可能な安価で使いやすい積算システムおよび積算基準の構築。		1		0		1		0		1		0		1		0		0		・解体工事における廃棄物の設計数量と実施数量の過大な差異の発生
・アスベスト含有建材の処理に係る増額および工期延長
・PCB含有機器の保管場所の確保		・プラント等の特殊部分を検査するための検査員派遣等の補助について		0		0		30和歌山県		30208		65840		32,920		9,113		4		6		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県高野町		303445		和歌山県		高野町		建設課		崎山浩文		0736-56-3000（内線211）		h-sakiyama@town.koya.wakayama.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		建築、設備関係専門の技術者がいないため専門的なことが分かりづらく、対応にコンサルの技術者に頼り切りになってしまう。		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		特になし		0		0		0		30和歌山県		30344		3975		0		1,258		5		3		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		30		和歌山県日高川町		303925		和歌山県		日高川町		総務課		谷本　展也		0738-22-1700		soumu@town.hidakagawa.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30392		10509		0		0		2		3		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		30		和歌山県有田川町		303666		和歌山県		有田川町		教育部		鳥井　義知		0737-52-2111		torii@town.aridagawa.lg.jp				2		2		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		設計変更ガイドライン等が整備されていない。

適切な保全費用の予算の算定。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30366		27162		13,581		1,841		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		30		和歌山県由良町		303836		和歌山県		由良町		産業建設課		原　秀幸		0738-65-1203		hara@town.yura.lg.jp				4		0		0		0		182		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		30和歌山県		30383		6508		1,627		27,966		2		1		0		1		0		1		1		0		1		0

		0		30		和歌山県紀美野町		303046		和歌山県		紀美野町		企画管財課		中屋　泰典		073-489-5913		kikaku@town.kimino.lg.jp				0		0		0		0		1.8		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30304		10391		0		173		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		30		和歌山県御坊市		302058		和歌山県		御坊市		産業建設部　都市建設課		栗林 寛彰		0738-23-5512		h-26454@city.gobo.lg.jp				3		3		0		0		384		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30205		26111		8,704		14,706		0		0		3		0		0		0		0		1		0		0

		0		30		和歌山県太地町		304221		和歌山県		太地町		産業建設課		夏田　栄		０７３５－５９－２３３５		sanken@town.taiji.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		30和歌山県		30422		3250		0		0		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県境港市		312045		鳥取県		境港市		建設部都市整備課		園山　勝		0859-47-1062		toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp				5		5		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31204		35259		7,052		0		2		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		31		鳥取県琴浦町		313718		鳥取県		琴浦町		建設課		岩本		0858-557-7805		0				0		0		0		0		10		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31371		18531		0		540		6		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県江府町		314030		鳥取県		江府町		建設課		原田　浩司		０８５９－７５－３３０６		k.harada@town-hofu.jp				0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31403		3379		0		2,959		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		31		鳥取県三朝町		313645		鳥取県		三朝町		財務課		鈴木　大輔		0858－43－3516		d-suzuki@town.misasa.tottori.jp				0		0		0		0		90		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31364		7015		0		12,830		2		4		4		3		0		1		1		1		1		0

		0		31		鳥取県倉吉市		312037		鳥取県		倉吉市		建設部建築住宅課		藤井貴男		（0858）22-8175		fujiita@city.kurayoshi.lg.jp				4		4		0		0		1000		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		適切な見積単価（掛率）の採用
建築設計・工事監理業務における適切な業務委託料の算定（対象外業務率の算定方法）		1		1		1		0		1		0		0		0		1		上記３　11）における根拠の蓄積		1		0		0		0		0		0		0		1		0		上記４　9）の資料の提供		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31203		50720		12,680		19,716		3		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県鳥取市		312011		鳥取県		鳥取市		都市整備部建築住宅課		山崎　修		0857－20－3294		yamasaki.osamu@city.tottori.lg.jp				17		17		0		0		2924		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		公営住宅改修工事発注時に、入居者が移転しない事態が発生し、入札中止となった		0		0		0		31鳥取県		31201		197449		11,615		14,809		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県南部町		313891		鳥取県		南部町		総務課		岩田　典弘		0859-66-3112		soumu@town.nanbu.tottori.jp				1		1		0		0		70		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31389		11536		11,536		6,068		6		7		7		2		2		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県日吉津村		313840		鳥取県		日吉津村		建設産業課		梅林　佑基		0859-27-5953		umebayashi@hiezu.jp				0		0		0		0		30		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31384		3339		0		8,985		2		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		31		鳥取県日野町		314021		鳥取県		日野町		産業振興課		田貝奈保美		0859-72-2101		sangyou@town.hino.tottori.jp				0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		31鳥取県		31402		3745		0		10,681		2		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		31		鳥取県伯耆町		313904		鳥取県		伯耆町		総務課、地域整備課		（地域整備課）本庄直哉		0859-68-5539		honjyoun@houki-town.jp				0		0		0		0		13		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31390		11621		0		1,119		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県米子市		312029		鳥取県		米子市		建設部建築住宅課		前田真二		0859-23-5261		shinji1762@city.yonago.lg.jp				13		7		2		4		4000		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31202		148271		11,405		26,978		7		2		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		31		鳥取県北栄町		313726		鳥取県		北栄町		総務課		小林周平		０８５８－３７－３１１１		kobayashi@e-hokuei.net				5		2		3		0		410		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31鳥取県		31372		15442		3,088		26,551		9		5		7		2		0		1		1		1		1		0

		0		32		島根県安来市		322067		島根県		安来市		基盤整備部　建築住宅課		山根　常郎		0854-23-3235		tsuneo.yamane@city.yasugi.shimane.jp				8		8		0		0		4500		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32206		41836		5,230		107,563		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県隠岐の島町		325287		島根県		隠岐の島町		建設課		石田　傑		　08512-2-8564		ishida-s0130@town.okinoshima.shimane.jp				1		1		0		0		500		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32528		15521		15,521		32,214		7		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県雲南市		322091		島根県		雲南市		建設部都市建築課		神庭和幸		0854-40-1064		toshikenchiku@city.unnan.shimane.jp				7		7		0		0		1150		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		設計業務等の受注者の実績情報不足		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		適正な見積もり金額の設定		0		0		32島根県		32209		41917		5,988		27,435		4		3		5		2		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県益田市		322041		島根県		益田市		建設部		宮川考徳		0856-31-0668		kenchiku@city.masuda.lg.jp				4		4		0		0		300		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32204		50015		12,504		5,998		4		3		2		2		3		1		1		1		1		1

		0		32		島根県奥出雲町		323438		島根県		奥出雲町		財産管理室		岸本　義弘		0854-54-2530		y-kisimoto@town.okuizumo.shimane.jp				1		1		0		0		594		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32343		14456		14,456		41,090		3		2		1		1		3		1		1		1		1		1

		0		32		島根県海士町		325252		島根県		海士町		環境整備課		宇野伸二		08514-2-1827		uno-shinji@town.ama.shimane.jp				0		0		0		0		200		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		当初予算見積時期（１月）から実施設計時期（６月～８月）の違いによる適切な予算確保の困難性		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		建築箇所の地盤改良の規模と費用		0		0		0		32島根県		32525		2374		0		84,246		3		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県吉賀町		325058		島根県		吉賀町		建設水道課		斎藤慎吾		0856-79-2212		kensetsu@town.yoshika.lg.jp				1		1		0		0		100		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小さい町で建築専門の職員がいないため、全ての面において対応が難しい。（業務積算や設計図書の内容確認等）		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		1		全体的に支援・指導をして頂きたいが、その際発生する費用等により検討する必要があると考えます。		1		0		0		0		1		0		0		0		0		私が担当している期間では特にありません。		設計業務の積算方法、公共建築工事の標準仕様書の解説等		0		0		32島根県		32505		6810		6,810		14,684		11		2		7		1		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県江津市		322075		島根県		江津市		都市計画課　建築指導係		佐々木　克		0855-52-2501		toshikeikaku@city.gotsu.lg.jp				4		4		0		0		56		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32207		25697		6,424		2,179		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		32		島根県出雲市		322032		島根県		出雲市		都市建設部建築住宅課		古川　　薫		０８５３－２１－６１５６		furukawa-kaoru@city.izumo.shimane.jp				23		20		3		0		4000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32203		143796		6,252		27,817		0		0		3		1		1		0		0		1		1		1

		0		32		島根県松江市		322016		島根県		松江市		都市整備部　建築課		大内　司		0852-55-5345		kentiku@city.matsue.lg.jp				9		5		2		2		1161		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		交付金等の増額配分		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32201		194258		21,584		5,977		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		32		島根県西ノ島町		325261		島根県		西ノ島町		総務課		鈴木　健太郎		08514-6-0101		suzuki-kentarou@town.nishinoshima.shimane.jp				0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32526		3136		0		0		4		4		4		1		3		1		1		1		1		1

		0		32		島根県川本町		324418		島根県		川本町		地域整備課		今岡雄二		0855-72-0631		yuji-imaoka@town.shimane-kawamoto.lg.jp				0		0		0		0		70		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32441		3900		0		17,949		4		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		32		島根県大田市		322059		島根県		大田市		建設部都市計画課		尾原　智貴		0854-83-8105		o-kentiku@iwamigin.jp				6		6		0		0		2169		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32205		37996		6,333		57,085		4		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		32		島根県知夫村		325279		島根県		知夫村		建設課		田上　俊		08514-8-2211		s-tagami@chibu.jp				0		0		0		0		5		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		小規模自治体で営繕技術職員がいなく、工事も小規模なものが多いので入札自体も少ない。		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32527		657		0		7,610		4		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		32		島根県津和野町		325015		島根県		津和野町		建設課		中田　伸司		0856-74-0081		shinji-nakata@town.tsuwano.lg.jp				0		0		0		0		62		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32501		8427		0		7,357		2		1		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		32		島根県飯南町		323861		島根県		飯南町		企画財政課		三島　啓太		0854-76-2864		mishima-keita@re.iinan.jp				0		0		0		0		507		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		32島根県		32386		5534		0		91,615		3		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		32		島根県美郷町		324485		島根県		美郷町		総務課		尾原　太		0855-75-1211		obara-futoshi@town.shimane-misato.lg.jp				0		0		0		0		100		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		当町では技術職員がおらず、設計事務所へ委託しています。近年は高額な発注案件があり対応に苦慮しています。内容がこれでいいのか、検査が適正なのか不安が残ります。		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		町内業者を排除しないよう調整をしながらも、余裕を持った参加要件にしたつもりが不調となったこと。		必要に応じて相談させていただいております。		0		0		32島根県		32448		5351		0		18,688		8		3		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		32		島根県浜田市		322024		島根県		浜田市		都市建設部建築住宅課		佐古道明		0855-25-9631		sako-michiaki@city.hamada.shimane.jp				4		4		0		0		250		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32202		61713		15,428		4,051		2		1		0		0		1		1		1		0		0		1

		0		32		島根県邑南町		324493		島根県		邑南町		建設課		湯浅孝史		0855-95-1120		yuasa-takashi@town.ohnan.lg.jp				5		5		0		0		100		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		32島根県		32449		11959		2,392		8,362		5		3		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		33		岡山県赤磐市		332135		岡山県		赤磐市		財務部管財課		中永　哲彦		０８６－９５５－１５３９		kanzai@city.akaiwa.lg.jp				0		0		0		0		1.4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33213		43458		0		32		10		8		8		0		3		1		1		1		0		1

		0		33		岡山県吉備中央町		336815		岡山県		吉備中央町		建設課		三高昌之		0866-54-1319		masayuki_mitaka@town.kibichuo.lg.jp				0		0		0		0		700		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		民間の建築士（事務所）に設計監理を委託し、建築を建築業者へ発注するが、建築工事中設計書と施工方法等変更の申し出があった場合、些細な変更についても監理者と協議するが、それが本当に基準（補助基準）に合致するものなのか、工費の削減になるものなのか、知識が無く判断に苦慮する。		0		0		0		33岡山県		33681		13033		0		53,710		5		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県早島町		334235		岡山県		早島町		建設農林課		渡辺　博		086-482-0614		hiroshi_watanabe@town.hayashima.lg.jp				2		2		0		0		150		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33423		12214		6,107		12,281		4		3		6		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県和気町		333468		岡山県		和気町		産業建設部　都市建設課		菅崎大生		0869-93-1127		daisei_kanzaki@town.wake.lg.jp				1		1		0		0		5		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33346		15362		15,362		325		4		2		2		0		0		1		1		1		0		0		※入力方法間違い ニュウリョクホウホウマチガ

		0		33		岡山県新見市		332101		岡山県		新見市		建設部都市整備課		金道　順二		0867-72-6118		jyunji-kondou@city.niimi.okayama.jp				3		2		1		0		287		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33210		33870		11,290		8,474		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県笠岡市		332054		岡山県		笠岡市		建設産業部　都市計画課		福本　彰弘		0865-69-2103		fukumoto–akihiro@city.kasaoka.okayama.jp				6		4		1		1		1319		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33205		54225		9,038		24,325		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県玉野市		332046		岡山県		玉野市		建設部都市計画課		猪熊　隆行		0863-32-5538		INOKUMA-TAKAYUKI@city.tamano.okayama.jp				6		6		0		0		1200		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33204		64588		10,765		18,579		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県高梁市		332097		岡山県		高梁市		総務部監理課		飛田　眞澄　（ひだ　ますみ）		0866-21-0235		masumi_hida@city.takahashi.lg.jp				3		3		0		0		300		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		　中学校の施設工事において、契約した業者の工程・品質等の管理能力が著しく低く、苦慮した。		0		0		0		33岡山県		33209		34963		11,654		8,580		6		4		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		33		岡山県瀬戸内市		332127		岡山県		瀬戸内市		総務部 契約管財課		灰佐　勇祐		0869-22-3906		y-haisa@city.setouchi.lg.jp				0		0		0		0		1500		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		技術職員がいない		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33212		37852		0		39,628		4		4		8		2		2		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県倉敷市		332020		岡山県		倉敷市		建設局建築部公共建築課・公共設備課		竹内　英樹		086-426-3535		pbld@city.kurashiki.okayama.jp				49		22		14		13		6000		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		予定していた下請業者が受注を急に断ることで，元請業者が工期内に完成させることができなくなる例があった。		「建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準（平成27年国土交通省告示670号）」により，これまでの算定方法と変わるところがあるか。又，具体的な算定基準や計算シート等があれば御教示頂きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：当市では岡山県建築士事務所協会・日事連中四国ブロック協議会から発行されている「建築物耐震診断及び耐震補強策定業務委託料算定基準」を使用している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		0		33岡山県		33202		475513		9,704		12,618		6		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県津山市		332038		岡山県		津山市		都市建設部　建築住宅課		下山　英雄		0868-32-2098		simoyama_hideo@city.tsuyama.lg.jp				12		9		3		0		5130		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33203		106788		8,899		48,039		5		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県備前市		332119		岡山県		備前市		まちづくり部まち整備課		祇園　進太郎		0869-64-1834		bzmachiseibi@city.bizen.lg.jp				3		3		0		0		1000		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		適正な工期を設定するための算定基準についてご教授願いたい。		0		0		33岡山県		33211		37839		12,613		26,428		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県井原市		332071		岡山県		井原市		建設経済部　都市建設課		昼田、桒田		0866-62-9527		kensetsu@city.ibara.okayama.jp				2		2		0		0		992		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33207		43927		21,964		22,583		1		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		33		岡山県久米南町		336637		岡山県		久米南町		産業建設課		稲岡　健二		086－728－4413		kenji.inaoka@town.kumenan.lg.jp				0		0		0		0		291		0		1		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33663		5296		0		54,947		7		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県鏡野町		336068		岡山県		鏡野町		建設課		金島　尚輝		0868-54-2989		naoki.kaneshima@town.kagamino.lg.jp				2		2		0		0		500		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33606		13580		6,790		36,819		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県勝央町		336220		岡山県		勝央町		産業建設部		佐々木　正宏		0868-38-3113		kensetsu@town.shoo.lg.jp				4		0		0		0		15		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33622		11195		2,799		1,340		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県新庄村		335860		岡山県		新庄村		産業建設課		池田洋文		0867-56-2628		sangyoukensetsu@vill.shinjo.lg.jp				0		0		0		0		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33586		957		0		2,090		6		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		33		岡山県真庭市		332143		岡山県		真庭市		建設部　都市住宅課		桐山　博行		0867-42-7781		hiroyuki_kiriyama@city.maniwa.lg.jp				2		2		0		0		1746		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		業務量に対して、技術職員の人数が少ない。
施設ごとに計上した当初予算額以内での発注を基本としており、予算積算が難しい。		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		特筆すべき事項なし		0		0		0		33岡山県		33214		48964		24,482		35,659		2		3		5		2		3		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県西粟倉村		336432		岡山県		西粟倉村		建設課		向原大充		0868-79-2111		h-mukaibara@vill.nishiawakura.lg.jp				0		0		0		0		1.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33643		1520		0		987		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		33		岡山県浅口市		332160		岡山県		浅口市		産業建設部建設課		逸見昌伸		0865-44-9036		masanobu_henmi@city.asakuchi.lg.jp				2		2		0		0		767		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特になし		各工種における実勢価格の把握に苦慮している。		0		0		33岡山県		33216		36114		18,057		21,238		3		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		33		岡山県総社市		332089		岡山県		総社市		建設部		林　琢也		0866-92-8287		kenjyu@city.soja.okayama.jp				3		3		0		0		10000		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33208		66201		22,067		151,055		4		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		33		岡山県奈義町		336238		岡山県		奈義町		建設上下水道課		佐藤義郎		0868-36-4113		kensetu@town.nagi.okayama.jp				3		0		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		33岡山県		33623		6085		2,028		4,930		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県美咲町		336661		岡山県		美咲町		建設課		谷　淳史		0868-66-2874		a-tani@town.okayama-misaki.lg.jp				4		4		0		0		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33666		15642		3,911		192		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		33		岡山県美作市		332151		岡山県		美作市		都市住宅課		溝曽路　雅俊		0868-72-6697		masatoshi_mizoro@city.mimasaka.lg.jp				4		4		0		0		32		1		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33岡山県		33215		30498		7,625		1,049		5		2		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		33		岡山県矢掛町		334618		岡山県		矢掛町		建設課		丸尾　真弘		0866-82-1014		m-maruo@town.yakage.lg.jp				0		0		0		0		47.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		33岡山県		33461		15092		0		3,174		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		33		岡山県里庄町		334456		岡山県		里庄町		里庄町教育委員会事務局		淡路尚久		0865-64-7212		n-awaji@town.satosho.okayama.jp				0		0		0		0		113		1		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		当町には、Ｑ１のとおり、専門技師がいないため、各工事（本工事・業務）の設計書作成までの事務が困難である。		0		1		1		1		0		1		0		0		0		「専門技師がいない」に尽きる。		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		２）？
活用出来ればと思う。		工事の設計及び積算を専門業者へ委託し、この完成図書を基に、入札を実施したが、高止まりの不落。		0		0		0		33岡山県		33445		10916		0		10,352		5		4		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		34		広島県安芸高田市		342149		広島県		安芸高田市		総務部　財産管理課		竹　添　正　弘		0826-42-5613		zaisankanri@city.akitakata.lg.jp				0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		34広島県		34214		31487		0		3,176		4		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		34		広島県安芸太田町		343684		広島県		安芸太田町		建設課		大方伸之介		0826-28-1962		s.ohkata183@akiota.jp				1		1		1		1		2000		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		建築に関する知識を持つ職員がいない。育成もできない状況		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		設計業務、監理業務について、数年前に積算方法が変わり、委託費が例年の2倍程度になったにも関わらず、落札額が予定価格の50%程度で落札されることが多い。ダンピング等の懸念がある。		東日本大震災で被災した地域等、公共建築物等の建築が多いと聞いている。
限られた職員数で、どのように事務を回しているか情報提供してほしい。		0		0		34広島県		34368		7255		7,255		275,672		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		34		広島県海田町		343048		広島県		海田町		建設部建設課		建築営繕係　矢熊　健治		082-823-9209		kensetu@town.kaita.lg.jp				2		2		0		0		1000		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		工事着手後の内容変更に伴う変更契約の必要性の是非と，これに係る会計検査への対応。		0		0		34広島県		34304		28475		14,238		35,119		4		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		34		広島県熊野町		343072		広島県		熊野町		建設部開発指導課		登里　俊郎		082-820-5638		kaihatsu@town.kumano.hiroshima.jp				3		3		0		0		465		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		34広島県		34307		24533		8,178		18,954		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		34		広島県呉市		342025		広島県		呉市		土木部営繕課		前田　康彦		0823-25-3361		eizen@city.kure.lg.jp				29		16		6		7		9513		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		特に事例はありません。		0		0		0		34広島県		34202		239973		8,275		39,642		3		3		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県江田島市		342157		広島県		江田島市		土木建築部　都市整備課		川野上　拓也		0823-40-2773		toshi@city.hiroshima.lg.jp				4		4		0		0		965		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特になし。		特になし。		0		0		34広島県		34215		27031		6,758		35,700		9		6		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		34		広島県坂町		343099		広島県		坂町		建設部　産業建設課		山下　秀雄		(082)820-1512		sanken@town.saka.lg.jp				1		1		0		0		4.7		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34309		13262		13,262		354		3		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		34		広島県三原市		342041		広島県		三原市		都市部建築課		山本裕章		0848-67-6121		kenchiku@city.mihara.hiroshima.jp				9		6		3		0		2600		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34204		100509		11,168		25,868		8		7		7		1		1		1		1		1		1		1

		0		34		広島県三次市		342092		広島県		三次市		都市建築課		山野内孝宏		0824-62-6343		toshikenchiku@city.miyoshi.hiroshima.jp				7		7		0		0		1300		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		県より営繕関係職員の派遣		0		0		0		0		34広島県		34209		56605		8,086		22,966		5		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県庄原市		342106		広島県		庄原市		都市整備課		天野　武美		0824-73-1151		toshi-kenchiku@city.shobara.lg.jp				5		5		0		0		1065		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		34広島県		34210		40244		8,049		26,464		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		34		広島県神石高原町		345458		広島県		神石高原町		建設課		立原耕一		０８４７－８９－３３３８		jk-kensetu@town.jinsekikogen.hiroshima.jp				0		0		0		0		80		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34545		10350		0		7,729		5		4		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県大竹市		342114		広島県		大竹市		建設部都市計画課		田頭　和人		0827-59-2168		toshikei@city.otake.hiroshima.jp				4		4		0		0		1802		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		受注側の担当者の質が低い。担当者（現場代理人等）の要件を発注時に盛り込みたい。		0		0		0		34広島県		34211		28836		7,209		62,491		6		5		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		34		広島県竹原市		342033		広島県		竹原市		建設産業部都市整備課		中川　純一		0846-22-7749		toshi@city.takehara.lg.jp				3		3		0		0		650		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		34広島県		34203		28644		9,548		22,692		3		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		34		広島県東広島市		342122		広島県		東広島市		都市部　営繕課		荒谷　尚輝		082-420-0951		hgh200951@city.higashihiroshima.lg.jp				16		11		3		2		10399		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34212		190135		11,883		54,693		4		3		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県廿日市市		342131		広島県		廿日市市		建設部都市建築局　住宅営繕課		高下勝治		０８２９－２０－０００１		jutakueizen@city.hatsukaichi.lg.jp				22		22		0		0		3200		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0				　営繕は各自治体での判断事項が多く苦慮することが多い。（積算基準、工事仕様書など基準等に定めのない事項）　　土木系においては、様々な実務的基準を国が定め、県、市町村の順に考え方の統制が取れている。官庁営繕も準じた方法を考えて頂きたい。		0		0		34広島県		34213		114038		5,184		28,061		5		3		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		34		広島県尾道市		342050		広島県		尾道市		都市部建築課		細谷一彦		0848-38-9242		kｰkenchiku@city.onomichi.hiroshima.jp				10		10		0		0		2950		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		工事量の少ない耐震改修工事で入札辞退が多く、中止となる場合が多い		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34205		145202		14,520		20,317		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県府中町		343021		広島県		府中町		建設部建築課営繕係		中岡 大実		082-286-3175		kenchiku@town.fuchu.hiroshima.jp				7		7		0		0		500		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34広島県		34302		50442		7,206		9,912		4		5		1		2		0		1		1		1		1		0

		0		34		広島県福山市		342076		広島県		福山市		建設局建築部営繕課		河村　亮		084-928-1097		eizen@city.fukuyama.hiroshima.jp				39		25		6		8		5143		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		適切な入札・契約方式の選定について市の問題点や課題等を
踏まえて相談したい		0		0		34広島県		34207		461357		11,830		11,148		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		※県に要望 ケンヨウボウ

		0		35		山口県阿武町		355020		山口県		阿武町		施設課		高橋仁志		08388-2-3112		sisetu@town.abu.lg.jp				2		2		0		0		70		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		35山口県		35502		3743		1,872		18,702		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		※兼任 ケンニン

		0		35		山口県宇部市		352021		山口県		宇部市		土木建築部営繕課		松野　貴志		0836-34-8810		eizenka@city.ube.yamaguchi.jp				17		17		0		0		2284		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		改修工事において、発注図面と現地隠ぺい部の形状に相違や躯体の状態が良くなかったことにより、施工方法の変更及び変更契約をせざるを得なかった。		0		0		0		35山口県		35202		173772		10,222		13,144		10		6		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		35		山口県下関市		352012		山口県		下関市		建設部建築住宅課		池田		083-231-1224（直通）		ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp				42		19		12		11				1		1		1		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		特になし		●内訳書の取り扱いについて
内訳書の内容に誤謬や脱漏があった場合の設計変更の対応方法や完成検査時に内訳書の数量比較を行っているか等内訳明書の位置づけや運用方法など。		0		0		35山口県		35201		280947		6,689		0		8		5		4		2		2		1		1		1		1		1		※予算規模が「-」 ヨサンキボ

		0		35		山口県下松市		352071		山口県		下松市		建設部		野村嘉彦		0833-45-1853		nomura.yoshihiko@city.kudamatsu.lg.jp				6		5		0		1		3500		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません。		デザインビルド発注の事例、解説、根拠法令、様式の資料を提供していただきたい。		0		0		35山口県		35207		55012		9,169		63,622		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		35		山口県岩国市		352080		山口県		岩国市		都市建設部　建築住宅課		坂上　政行		0827-29-5140		kenchiku@city.iwakuni.lg.jp				23		12		4		7		6600		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35208		143857		6,255		45,879		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		35		山口県光市		352101		山口県		光市		建設部建築住宅課		福田　達弘		0833-72-1400		kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp				5		5		0		0		550		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		35山口県		35210		53004		10,601		10,377		7		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		35		山口県山口市		352039		山口県		山口市		都市整備部　建築課		藤原　茂		083-934-2844		kenchiku@city.yamaguchi.lg.jp				12		12		0		0		4000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35203		196628		16,386		20,343		10		7		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		35		山口県山陽小野田市		352161		山口県		山陽小野田市		建設部　建築住宅課		森重　豊浩		0836-82-1167		kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.jp				8		8		0		0		700		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		経験豊富な建築職の不足
合併特例債による事業の増大
労務不足による工程管理
労務、資材単価の上昇が読めない		0		1		1		1		1		0		0		0		1		標準工期の算定基準の作成		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		山口県技術センターに建築職を置いてほしい		0		0		0		0		35山口県		35216		64550		8,069		10,844		4		5		2		0		2		1		1		1		0		1

		0		35		山口県周南市		352152		山口県		周南市		建設部・建築課		井上　哲雄		0834-22-8392		kenchiku@city.shunan.lg.jp				20		12		4		4		5080		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		35山口県		35215		149487		7,474		33,983		2		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		35		山口県周防大島町		353051		山口県		周防大島町		産業建設部　建設課		村田　直樹		0820－79－1005		kensetsu@town.suo-oshima.lg.jp				0		0		0		0		361		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35305		19084		0		18,916		3		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		35		山口県上関町		353418		山口県		上関町		土木建築課		田中　宏明		0820-62-0315		ｋｅｎｃｈｉｋｕ@ｔｏｗｎ.ｋａｍｉｎｏｓｅｋｉ.ｌｇ.ｊｐ				2		2		0		0		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		35山口県		35341		3332		1,666		27,011		1		1		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		35		山口県長門市		352110		山口県		長門市		建設部都市建設課		中野　浩史		0837-23-1292		kenchiku＠city.nagato.lg.jp				5		5		0		0		150		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		　営繕業務が集中しており、ほとんどの工事が年度内の完成を求められている
　設計の違算によるトラブルに苦慮している		0		1		1		0		1		0		0		0		1		　営繕と行政の業務を職員が兼務して行っている
　営繕部局において設備及び構造部門の職員がいない
　違算があった場合の責任の取らせ方がわからない		1		1		0		1		0		1		0		0		1		　可能であれば、市に出向していただき、技術指導等の支援をお願いしたい		1		0		1		0		1		0		1		0		0		　設計委託業務において、違算があったこと
　工事を変更する場合、業者との折衝のトラブルがあったこと		　設計、工事内容、現場の進め方、折衝に関することなど疑問点があった場合に県に相談したいと考えている		0		0		35山口県		35211		38349		7,670		3,911		3		4		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		35		山口県田布施町		353434		山口県		田布施町		建設課		高橋　弘樹		0820-52-5807		kensetsu@town.tabuse.lg.jp				1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		山口県内での研修を行なってほしい。東京等での
研修となると予算・時間の確保が難しいため。		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35343		15986		15,986		0		3		3		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		35		山口県萩市		352047		山口県		萩市		土木建築部建築課		鬼村　直仁		0835-25-3673		kentiku@city.hagi.lg.jp				5		5		0		0		2500		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		設備設計事務所が少なく、設備設計監理の委託先が限られている。また、市内の建築業者の数も少なく、工期延伸や、入札不調の原因の一つになっている。		0		0		0		35山口県		35204		53747		10,749		46,514		6		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		35		山口県美祢市		352136		山口県		美祢市		建設経済部建設課		白井宏生		0837-52-5221		kensetsu@city.mine.lg.jp				3		3		0		0		400		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特に無し。		設計変更をする際は国土交通省官庁営繕部作成の設計変更ガイドライン（平成27年5月）を県も採用しているのでしょうか？		0		0		35山口県		35213		28630		9,543		13,971		3		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		35		山口県平生町		353442		山口県		平生町		土木建築班		田中　裕		0820-56-7118		tanaka-yutaka@town.hirao.lg.jp				3		3		0		0		12		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35344		13491		4,497		889		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		35		山口県防府市		352063		山口県		防府市		土木都市建設部建築課		鴻野嘉和		0835-25-2395		kenchiku@city.hofu.yamaguchi.jp				17		11		6		0		2400		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		35山口県		35206		116611		6,859		20,581		7		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		35		山口県柳井市		352128		山口県		柳井市		建設部土木建築課		松村　亮		0820-22-2111		matsumura.ryo@city.yanai.lg.jp				3		3		0		0		635		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35山口県		35212		34730		11,577		18,284		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		35		山口県和木町		353213		山口県		和木町		都市建設課		所　　　　宏		0827-52-2197		kensetu@town.waki.lg.jp				3		3		0		0		5		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事の不落札		不落札した場合の対応を知りたい。		0		0		35山口県		35321		6378		2,126		784		4		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		36		徳島県徳島市		362018		徳島県		徳島市		都市整備部公共建築課		武知　良和		０８８－６２１－５３４４		kokyo_kenchiku@city.tokushima.lg.jp				20		11		4		5		2500		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36201		264548		13,227		9,450		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県小松島市		362034		徳島県		小松島市		産業建設部　住宅課		美馬　聡		0885-32-2120		juutaku@city.komatsushima.tokushima.jp				5		5		0		0		400		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36203		40614		8,123		9,849		5		7		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		36		徳島県阿南市		362042		徳島県		阿南市		建設部　住宅･建築課		林　雅広		0884-22-3431		kenchiku@city.anan.tokushima.jp				12		9		2		1		1006		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		　杭工事等の土工事で、建設発生土が想定以上に発生し、残土処分に困った。		0		0		0		36徳島県		36204		76063		6,339		13,226		6		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		36		徳島県吉野川市		362051		徳島県		吉野川市		建設部　都市計画住宅課　建築営繕室		安原徳行		0883-22-2224		eizen@city.yoshinogawa.lg.jp				4		4		0		0		1406		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36205		44020		11,005		31,940		4		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県勝浦町		363014		徳島県		勝浦町		建設課		福野　将希		0885-42-1506		kensetsu@town.katsuura.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36301		5765		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1

		0		36		徳島県上勝町		363022		徳島県		上勝町		建設課		笹尾　高七		０８８５－４６－０１１１		sasao_t@kamikatsu.jp				0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36302		1783		0		1,683		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		36		徳島県佐那河内村		363219		徳島県		佐那河内村		建設課		瀧倉　裕介		088-679-2970		takikura@vill.sanagochi.lgjp				0		0		0		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		建築物の技術職員がおらず、管理も各担当課が実施しているために、大規模修繕や耐震化事業は非常に混乱する。また、設計委託にしても、積算ができずに苦労する。		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36321		2588		0		1,159		10		5		5		3		3		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県石井町		363413		徳島県		石井町		建設課		樋口　克己		(０８８)６７４－１１１７		kensetsu@town.ishii.lg.jp				0		0		0		0		223		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36341		25954		0		8,592		4		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県那賀町		363685		徳島県		那賀町		建設課　検査室		吉田　勢		0884-62-1167		sei-yoshida@town.tokushima-naka.lg.jp				0		0		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36368		9318		0		32,196		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県美波町		363871		徳島県		美波町		総務企画課		勘場瀬　貴志		０８８４－７７－３６１１		kanbase.takashi@town.minami.lg.jp				1		1		0		0		1500		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		変更時の議会の理解・対応が厳しい		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36387		7765		7,765		193,175		3		2		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		36		徳島県松茂町		364011		徳島県		松茂町		建設課		櫛木陽平		088-699-8718		kensetsumatsushige@isis.ocn.ne.jp				0		0		0		0		219		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36401		15070		0		14,532		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県北島町		364029		徳島県		北島町		　総務課		　中川　紗希		　088-698-9801		　nakagawa-saki@town.kitajima.ig.jp				0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36402		21658		0		0		3		1		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県藍住町		364037		徳島県		藍住町		建設課		上崎　雅史		088-637-3122		kensetu@town.aizumi.tokushima.jp				0		0		0		0		100		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36403		33338		0		3,000		10		5		7		0		0		1		1		1		0		0

		0		36		徳島県板野町		364045		徳島県		板野町		建設課		松浦　賢治		０８８－６７２－５９９６		kensetsu@town.itano.tokushima.jp				1		1		0		0		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36404		14241		14,241		1,194		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県上板町		364053		徳島県		上板町		建設課		尾澤勝		088-694-6812		ke@townkamiita,jp				0		0		0		0		40		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36405		12727		0		3,143		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県つるぎ町		364681		徳島県		つるぎ町		管財課		近藤　正史		０８８３－６２－３１１１		kanzai@town.tokushima-tsurugi.lg.jp				0		0		0		0		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36468		10490		0		3,908		1		1		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		36		徳島県阿波市		362069		徳島県		阿波市		住宅課		佐藤　信行		０８８３－３６－８７３１		0				0		0		0		0		700		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36206		39247		0		17,836		7		5		4		2		3		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県三好市		362085		徳島県		三好市		建設部管理課		桐川　裕成		0883-72-7681		h-kirikawa_01@city.tokushima-miyoshi.lg.jp				0		0		0		0				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36208		29951		0		0		1		4		1		0		0		1		1		1		0		0		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		36		徳島県神山町		363421		徳島県		神山町		総務課		北山　敬典		088-676-1111		keisuke-kitayama@town.kamiyama.lg.jp				0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36342		6038		0		166		1		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		36		徳島県東みよし町		364894		徳島県		東みよし町		建設課		田岡　雅啓		0883-79-5342		kensetsu01@town.higashimiyoshi.lg.jp				0		0		0		0		15		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36489		15044		0		997		5		5		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県美馬市		362077		徳島県		美馬市		経済建設部　建設課		伊内公一		0883-52-5612		0				6		6		0		0		1317		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36207		32484		5,414		40,543		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		36		徳島県牟岐町		363839		徳島県		牟岐町		建設課		後山みどり		0884-72-3418		m-ushiroyama@town.tokushima-mugi.lg.jp				0		0		0		0		20		1		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36383		4826		0		4,144		6		2		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		36		徳島県鳴門市		362026		徳島県		鳴門市		経済建設部まちづくり課		切東　俊也		０８８－６８４－１１６４		machizukuri@city.naruto.lg.jp				5		5		0		0		1533		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		36徳島県		36202		61513		12,303		24,922		10		7		8		0		3		1		1		1		0		1

		0		37		香川県さぬき市		372064		香川県		さぬき市		建設経済部都市計画課		田太貴純		087-894-1113		toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp				2		2		0		0		600		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		37香川県		37206		53000		26,500		11,321		4		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		37		香川県まんのう町		374067		香川県		まんのう町		建設土地改良課		三井　克文		0877-73-0107		k-mii@town.manno.lg.jp				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37406		19087		0		0		2		4		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		37		香川県綾川町		373877		香川県		綾川町		総務課		土居　健太		087-876-1906		somu@town.ayagawa.lg.jp				1		1		0		0		1048		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37387		24625		24,625		42,558		2		3		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		37		香川県宇多津町		373869		香川県		宇多津町		地域整備課		森　一栄		0877-49-8012		chiiki@town.utazu.kagawa.jp				1		1		0		0		300		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特にありません。		特にありません。		0		0		37香川県		37386		18434		18,434		16,274		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		37		香川県観音寺市		372056		香川県		観音寺市		建設部		大井健司		0875-23-3942		kensetsu@city.kanonji.lg.jp				5		5		0		0		5600		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に有りません。		特に有りません。		0		0		37香川県		37205		62690		12,538		89,328		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		37		香川県丸亀市		372021		香川県		丸亀市		建設水道部建築課		中西		0877-24-8942		nakanishi-h@city.marugame.lg.jp				10		10		0		0		3500		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37202		110473		11,047		31,682		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		37		香川県琴平町		374032		香川県		琴平町		農政土木課		宮武　次郎		（０８７７）７５－６７０８		nouseidoboku@town.kotohira.lg.jp				1		1		0		0		56		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		町の財政事情が厳しいので、国庫・県費補助率のひきあげを希望します。		0		0		37香川県		37403		9967		9,967		5,619		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		37		香川県高松市		372013		香川県		高松市		都市整備局建築課		茶本 一仁		０８７－８３９－２５３３		kazuhito_6233@city.takamatsu.lg.jp				31		21		7		3		14262		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		設計図書の、公開請求への対応。（特に設計書）		0		1		1		1		1		1		1		0		1		・金入り設計書の公開請求時に、公開範囲について苦慮している。
・昨今の建設費上昇に対応する予算計上・発注設計書作成に苦慮している。		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		・設計業務委託における、業務成績評定について。
・設計業務委託における、最低制限価格の設定について。
・１案件の発注形態における、分離発注の方法。		0		0		37香川県		37201		419429		13,530		34,003		11		7		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		37		香川県坂出市		372030		香川県		坂出市		建設経済部建設課(営繕課ではない-設計工事監理等の依頼を受ける)		三好健太		0877-44-5011		k-miyoshi@city.sakaide.lg.jp				6		4		1		1		482		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37203		55621		9,270		8,666		4		2		3		1		0		1		1		1		1		0		※電気職、機械職の分けなく設備職で２名。予算規模は依頼文を取り出したもの。 デンキキカイショクワセツビショクメイヨサンキボイライブントダ

		0		37		香川県三豊市		372081		香川県		三豊市		建設経済部　建築課		千秋浩幸		0875-73-3044		c01595@city.mitoyo.lg.jp				2		2		0		0		2300		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37208		68512		34,256		33,571		5		3		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		37		香川県三木町		373419		香川県		三木町		総務課　文書管財係		美馬一生		087-891-3301		somu@town.miki.lg.jp				0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		技術職員の不足		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37341		28464		0		246		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		37		香川県小豆島町		373249		香川県		小豆島町		総務部　人権対策課		多田洋志		0879-82-7011		olive0485@town.shodoshima.lg.jp				1		1		0		0		330		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37324		16152		16,152		20,431		5		5		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		37		香川県善通寺市		372048		香川県		善通寺市		都市整備部建築住宅課		渡辺　雄一		０８７７－６３－６３３７		watanabey@city.zentsuji.kagawa.jp				4		4		0		0		250		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		設計図面チェックの際や積算チェックにおいて、チェックリストなどがあれば、参考にしたい。		0		0		37香川県		37204		33817		8,454		7,393		1		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		37		香川県多度津町		374041		香川県		多度津町		建設課		喜田 浩希		0877－33－1112		kensetsu@town.tadotsu.lg.jp				1		1		0		0		60		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37404		23498		23,498		2,553		5		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		37		香川県直島町		373648		香川県		直島町		建設経済課		手塚　常義		087-892-2224		xye7716@town.naoshima.lg.jp				0		0		0		0		371		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		　入札の不調など。		　入札や契約に関する事務手続きなど。		0		0		37香川県		37364		3325		0		111,579		3		1		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		37		香川県土庄町		373222		香川県		土庄町		建設課		岡本　高志		0879-62-7006		ｔ0511@town.tonosho.ｌｇ.ｊｐ				3		3		0		0		29		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		37香川県		37322		15123		5,041		1,918		2		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		37		香川県東かがわ市		372072		香川県		東かがわ市		総務部総務課		定好　陽三		0879-26-1214		ml00378@city.higashikagawa.kagawa.jp				0		0		0		0		1517		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37香川県		37207		33625		0		45,115		8		4		6		1		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県愛南町		385069		愛媛県		愛南町		建設課		尾崎　誠		0895-72-7313		ozaki-mxb@town.ainan.ehime.jp				0		0		0		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		38愛媛県		38506		24061		0		582		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		38		愛媛県伊方町		384429		愛媛県		伊方町		建設課　建築住宅室		山藤　一也		0894-38-2656		k.yamafuji@town.ikata.ehime.jp				0		0		0		0		80		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		別になし		別になし		0		0		38愛媛県		38442		10882		0		7,352		4		3		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		38		愛媛県伊予市		382108		愛媛県		伊予市		産業建設部都市住宅課		高内　克彦		089-982-1111		toshijyutaku@city.iyo.lg.jp				3		3		0		0		25		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		兼務する業務が多い。		0		1		0		0		0		1		0		1		0		電気設備や機械設備を専門とする者が不在。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38210		38017		12,672		658		4		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県宇和島市		382035		愛媛県		宇和島市		建設部建築住宅課		高野信三		０８９５－４９－７０２８		kenchiku@city.uwajima.lg.jp				5		3		1		1		1500		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38203		84210		16,842		17,813		4		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県鬼北町		384887		愛媛県		鬼北町		建設課		松浦 雅人		0895-45-1111		ma.matsuura@town.kihoku.ehime.jp				0		0		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38488		11633		0		172		2		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		38		愛媛県久万高原町		383864		愛媛県 ケン		久万高原町		総務課　財政管財班		大政 公昭		0892-21-1111		oomasa-kimiaki@kumakogen.jp				0		0		0		0		46		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		専門知識が無いため、設計・積算内容を審査できない。コンサルタントさんの成果品・意見を信じるしかない。		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38386		9644		0		4,770		11		5		5		2		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県今治市		382027		愛媛県		今治市		都市建設部建築営繕課		楠本侑子		0898-36-1635		eizen@imabari-city.jp				13		7		3		3		3058		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		改修工事において、原設計図と現場施工が異なっていた事。		0		0		0		38愛媛県		38202		166532		12,810		18,363		3		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県四国中央市		382132		愛媛県		四国中央市		建設部　建築住宅課		渡辺　英雄		0896-28-6183		hide-watanabe@city.shikokuchuo.ehime.jp				8		8		0		0		5405		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		公共建築工事共通費積算基準(平成25年度基準)に基づく共通費の算定（データ様式）について、参考資料として提示していただきたい。		0		0		38愛媛県		38213		90187		11,273		59,931		8		5		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県松山市		382019		愛媛県		松山市		総務部　技術管理課		芳之内　健城		０８９－９４８－６９３９		KY@city.matsuyama.ehime.jp				140		58		47		35		9831		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38201		517231		3,695		19,007		8		5		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		38		愛媛県松前町		384011		愛媛県		松前町		産業建設部まちづくり課		河上　裕貴		089-985-4124		233kenchiku@town.masaki.ehime.jp				2		2		0		0		188		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38401		30359		15,180		6,193		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県松野町		384844		愛媛県		松野町		建設環境課		石田　和弘		（0895）42-1111		k-ishida@town.matsuno.ehime.jp				0		0		0		0		5		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		38愛媛県		38484		4377		0		1,142		4		3		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県上島町		383562		愛媛県		上島町		産業建設部　建設課		窪田　駿介		０８９７－７７－２５００		kubota-shunsuke@town.kamijima.ehime.jp				0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38356		7648		0		0		3		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県新居浜市		382051		愛媛県		新居浜市		建設部建築住宅課		桑山　善樹		0897-65-1277		kenju@city.niihama.ehime.jp				12		7		5		0		2367		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38205		121735		10,145		19,444		8		6		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		38		愛媛県西条市		382060		愛媛県		西条市		施設管理部　施設管理課		松木　淳		0897-52-1592		matsugi963@saijo-city.jp				7		5		1		1		450		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		38愛媛県		38206		112091		16,013		4,015		2		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県西予市		382141		愛媛県		西予市		産業建設部建設課		村上征士郎		0894-62-6410		seishiro.murakami@city.seiyo.ehime.jp				5		5		0		0		1500		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		近年の入札不調に対し、適切な予定価格の設定をどのようにすべきか。また、地元建設業者への受注機会を確保するため、これまでに施工実績のない業者を指名（または一般競争入札において参加できる条件に）するなど、現場担当者としては工事の品質確保に一抹の不安を感じる業者選定が多くなってきている。		1		0		1		1		1		0		0		0		0		学校建設や、国体施設整備事業などの大規模事業において、工事発注までの設計期間が非常に厳しく、設計委託先から納品された成果物を精査する時間が少ない。小規模自治体や設計事務所でも使用可能なRIBIC等の積算システムが全国的に普及すると良いかと思う。		1		0		0		0		0		0		0		1		0		本県の南予地域においては、４年ほど前に市町の建築営繕担当者会を本市主催で開催し、それぞれの市町が抱える問題点等を話し合い、非常に有意義な場となりました。県が主体で県下全域で開催されると有り難いのですが、自治体が増えるとそれなりに大変なこともあると思うので・・・。来年あたりまた南予地区での開催を考えており、その際には是非、県からも参加頂きたいと考えています。		1		0		0		0		0		0		0		0		新庁舎建設における設計プロポーザル業務（平成19年）において、外部有識者（審査員）として四国地方局営繕部より営繕調査官に審査をお願いした実績があります。本市で初めてのプロポーザル業務でしたが、適切なご支援により内容の濃いプロポーザルが実施できたと思います。		近年の建築工事価格の上昇により、発注段階になり前年度に見込んでいた予算を超える物件が多くなってきた。今のところは議会で補正予算が承認されてはいるが、今後はどのようになるのか読めない状況がある。また、本当に適正な予定価格がどのラインなのか、入札不調を恐れてこれまでのような設計が常識でなくなってきていると感じます。		少子高齢化が加速し、過疎地域においては学校の統廃合が行われ、廃校となった学校施設や老朽化した公民館などの公共施設を今後どのように利用・維持管理していくかが本市において直面する課題となっている。同様の問題を抱える先進地における公共施設の利活用方法などの情報を共有できるような研修の場があれば、建築営繕担当者としても是非参加したいと思います。		0		0		38愛媛県		38214		42080		8,416		35,646		4		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県大洲市		382078		愛媛県		大洲市		建設部		袖岡		0893-24-1719		toshihiro.sodeoka@city.ozu.ehime.jp				2		2		0		0		620		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38207		47157		23,579		13,148		6		4		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		38		愛媛県砥部町		384020		愛媛県		砥部町		建設課		亀田　高志		089-962-6010		kamedatakashi@town.tobe.ehime.jp				0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		建築に関する知識や経験がないため、施工業者に適切な指示が出来ない。		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		役場に営繕部局のような部署はなく、建築系の職員もいないため、設計は全て民間のコンサルタント等に委託している。		なし		小規模な町村には建築を担当する部署がない場合や、建築系の職員がいない場合もあり、知識や経験が十分でない職員が国庫補助事業の建築工事を担当することもあるため、初心者講習みたいな研修会があれば非常に助かります。		0		0		38愛媛県		38402		21981		0		1,183		4		2		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		38		愛媛県東温市		382159		愛媛県		東温市		産業建設部		平井一史		０８９－９６４－４４１２		hirai@city.toon.ehime.jp				0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		該当無し。		特に有りません。		0		0		38愛媛県		38215		35253		0		851		3		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県内子町		384224		愛媛県		内子町		建設デザイン課　建築営繕係		毛利政友		0893-44-2111		m-mouri@town.uchiko.ehime.jp				3		3		0		0		1000		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		予算確保は他部局、設計・発注・監理は営繕部局となり、連絡調整に難しさを感じる場合がある。		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38愛媛県		38422		18045		6,015		55,417		2		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		38		愛媛県八幡浜市		382043		愛媛県		八幡浜市		建設課都市デザイン室建築係		安藤　嘉晃		0984-22-3111		andou-yosiaki@city.yawatahama.ehime.jp				3		3		0		0		1000		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		少ない数量の項目において、または離島など特別な条件において、設計価格と実勢価格の隔たりがある。		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		・特許工法について、工法を1工法に限定せず、2工法を提示し、落札業者がどちらかの工法を選定するという入札方法を取り、契約変更、確認申請、工期等に苦慮した。		0		0		0		38愛媛県		38204		38370		12,790		26,062		2		5		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		39		高知県いの町		393860		高知県		いの町		　管財契約課		　伊東　早咲		　０８８－８９３－１１１４		　sa-ito@town.ino.lg.jp				0		0		0		0		24		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39386		25062		0		958		10		4		7		1		1		1		1		1		1		1

		0		39		高知県安芸市		392031		高知県		安芸市		財産管理課		小松　仁		０８８７－３５－１０１３		zaisan@city.aki.kochi.jp				3		3		0		0		766		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		基準、要領を整備し、建築技術職員の知識・経験を
高めて内部での連携をとらなければならないと
考えている。		1		1		0		0		0		1		1		0		0		企画～発注～検査までの一連の流れ、基準等に技術
力不足な点があると思われるので、研修会や相談窓
口を設置していただき、技術力を高めたい。		0		0		0		0		1		0		0		0		0		工事段階確認の写真がに少なく施工業者の品質管理体制に困った。
できるだけ現場へ出向き、品質管理についても細かくチェックできる
体制をとりたい。		近年、改修工事や解体工事が増加傾向にあるため工事のノウハウ、
積算基準等について勉強会を開いてほしい。		0		0		39高知県		39203		19547		6,516		39,188		5		4		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		39		高知県越知町		394033		高知県		越知町		総務課		橋詰涼子		0889-26-1111		soumu@town.ochi.kochi.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39403		6374		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		39		高知県高知市		392014		高知県		高知市		都市建設部公共建築課		松木　宏樹		088-823-9464		kc-171692@city.kochi.lg.jp				35		22		6		7		6605		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		設計受注者の能力低下		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39201		343393		9,811		19,235		5		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		39		高知県佐川町		394025		高知県		佐川町		産業建設課		片岡　正也		0889-22-7712		masaya.kataoka@town.sakawa.lg.jp				1		1		0		0		30		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39402		13951		13,951		2,150		5		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		39		高知県四万十市		392103		高知県		四万十市		財政課		森　清隆		0880-34-6120		kanzai@city.shimanto.lg.jp				3		3		0		0		2356		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		39高知県		39210		35933		11,978		65,566		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		39		高知県四万十町		394122		高知県		四万十町		建設課		吉岡　孝祐		0880-22-3120		kousuke-yoshioka@town.shimanto.lg.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		39高知県		39412		18733		9,367		534		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		39		高知県室戸市		392022		高知県		室戸市		財産管理課		吉本　八枝		0887-22-5148		mr-011600@city.muroto.lg.jp				0		0		0		0		200		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		単価をスライドして変更した。		建築工事の諸経費の統一。		0		0		39高知県		39202		15210		0		13,149		4		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		39		高知県宿毛市		392081		高知県		宿毛市		都市建設課		矢野　祐生		0880-63-1120		kensetu@city.sukumo.kochi.jp				3		3		0		0		200		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39208		22610		7,537		8,846		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		39		高知県仁淀川町		393878		高知県		仁淀川町		町民課		片岡　良孝		０８８９－３５－１０８８		yt-kataoka@town.niyodogawa.lg.jp				0		0		0		0		6		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		39高知県		39387		6500		0		923		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		39		高知県須崎市		392065		高知県		須崎市		住宅建築課		堅田　智也		0889-42-5692		katata_tomoya@city.susaki.lg.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39206		24698		12,349		405		1		4		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		39		高知県大月町		394246		高知県		大月町		総務政策課　財政係		坂本　有志		0880-73-1111		0880-73-1380				0		0		0		0		16		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39424		5783		0		2,767		2		1		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		39		高知県大川村		393649		高知県		大川村		総務課		矢野　浩之		0887-84-2211		h-yano@vill.okawa.lg.jp				0		0		0		0		100		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		39高知県		39364		411		0		243,309		10		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		39		高知県中土佐町		394017		高知県		中土佐町		総務課		窪田　広明		0889-52-2211		hiroaki_kubota@town.nakatosa.lg.jp				1		1		0		0		20		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39401		7584		7,584		2,637		4		1		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		39		高知県津野町		394114		高知県		津野町		総務課		谷脇　和久		0889-55-2311		0				0		0		0		0		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39411		6407		0		26,533		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		39		高知県土佐市		392057		高知県		土佐市		都市環境課住宅班		柴田　真希		088-852-7689		tosikan@city.tosa.lg.jp				0		0		0		0		22		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		39高知県		39205		28686		0		767		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		39		高知県土佐清水市		392090		高知県		土佐清水市		まちづくり対策課		仮谷　博之		0880-82-1157		kariya_hiroyuki@city.tosashimizu.kochi.jp				2		2		0		0		200		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39209		16029		8,015		12,477		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		39		高知県梼原町		394050		高知県		梼原町		環境整備課		上田　真悟		0889-65-1251		s-ueta@town.yusuhara.kochi.jp				0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39405		3984		0		17,570		1		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		39		高知県奈半利町		393029		高知県		奈半利町		地域振興課		利岡　篤史		0887-38-8182		toshioka_atsushi@town.nahari.kochi.jp				0		0		0		0		7.5		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		39高知県		39302		3542		0		2,117		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		39		高知県南国市		392049		高知県		南国市		都市整備課		野口正晃		０８８－８８－６５５８		m-noguchi.83@city.nankoku.lg.jp				3		3		0		0		30		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39204		49472		16,491		606		3		3		0		0		0		1		1		0		0		0		※入力方法間違い ニュウリョクホウホウマチガ

		0		39		高知県馬路村		393061		高知県		馬路村		総務課		德廣　将也		０８８７－４４－２１１１		soumu@vill.umaji.kochi.jp				0		0		0		0		1.5		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39高知県		39306		1013		0		1,481		4		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県大牟田市		402028		福岡県		大牟田市		都市整備部		畑田　泰広		0944-41-2787		y-hatada@city.omuta.lg.jp				17		11		3		3		233		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40202		123638		7,273		1,885		4		3		2		3		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県久留米市		402036		福岡県		久留米市		都市建設部　建築課		野口　由佳		0942-30-9088		kentiku@city.kurume.fukuoka.jp				23		12		4		5		5862		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		県内単価統一のため、県単価データの提供		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40203		302402		13,148		19,385		3		5		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県直方市		402044		福岡県		直方市		総合政策部財政課契約係		梅田　賢一		0949-25-2233		n-keiyaku@city.nogata.fukuoka.jp				10		7		2		1		236		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40204		57686		5,769		4,091		1		2		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県飯塚市		402052		福岡県		飯塚市		都市建設部建築課		樋口　嘉文		0948-22-5514		y-higuchi21@city.iizukalg.jp				12		7		2		3		7100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		施工体制台帳についてはすべての工事が対象になっています。市町村では、130万円未満の工事も発注しています。このような工事も対象になるのでしょうか？提出させるのに苦慮しています。		0		0		40福岡県		40205		131492		10,958		53,996		1		4		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県田川市		402061		福岡県		田川市		都市整備部建築住宅課		谷口　智美		0947-44-2000(内線218、219)		kentiku@city.tagawa.fukuoka.jp				4		4		0		0		31		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40206		50605		12,651		613		4		3		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県柳川市		402079		福岡県		柳川市		建設部建設課建築係		白谷秀樹		0944-77-8544		kensetsu@city.yanagawa.lg.jp				1		1		0		0		792		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		40福岡県		40207		71375		71,375		11,096		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		0		40		福岡県八女市		402109		福岡県		八女市		建設経済部		川島　健史		０９４３－２３－２５７７（直通）		toshikeikaku@city.yame.lg.jp				4		4		0		0		133		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40210		69057		17,264		1,926		5		5		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県筑後市		402117		福岡県		筑後市		建設経済部　都市対策課		坂本一興		0942-53-4111		totai@city.chikugo.lg.jp				3		3		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40211		48512		16,171		6,184		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県大川市		402125		福岡県		大川市		都市計画課		石橋　登		0944-85-5604		okwkentiku_k@city.okawa.lg.jp				5		5		0		0		100		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40212		37448		7,490		2,670		4		4		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		40		福岡県行橋市		402133		福岡県		行橋市		都市整備部　建築政策課　建築係		森山　早紀		0930-25-1111　内線1323		moriyama-s@city.yukuhashi.lg.jp				6		6		0		0				0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		電気や機械に関する知識が不十分なため、コンサルより提出された設計書が適当であるかの判断がつかない。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特記仕様書および見積の掛率を公開してほしい		0		0		40福岡県		40213		70468		11,745		0		3		3		2		0		0		1		1		1		0		0		※予算規模が「不明」 ヨサンキボフメイ

		0		40		福岡県豊前市		402141		福岡県		豊前市		建設課		松尾　彰		0979-82-1111		jyutaku@city.buzen.lg.jp				2		2		0		0		45.4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		工事業者で現場代理人と主任技術者の関係が理解できていないので、兼務していたことが、不適切とわかり、社長が代わりの対応した。		工事の諸経費や設計委託費算定に係る算出根拠についての相談や工事の設計で、見積価格の掛率（特にエレベーターや大型機械設備）相場の相談、２次製品の経費と取扱いに困り相談した。		0		0		40福岡県		40214		27031		13,516		1,680		10		5		6		2		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県中間市		402150		福岡県		中間市		総務部契約課		志賀由浩		０９２－２４６－６２５５		keiyaku@city.nakama.lg.jp				4		4		0		0		538		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		40福岡県		40215		44210		11,053		12,169		6		3		7		1		1		1		1		1		1		1		※エラーを修正 シュウセイ

		0		40		福岡県小郡市		402168		福岡県		小郡市		教育部　教務課　施設係		牟田　朋子		0942-72-2111内線513		shisetsu@city.ogori.lg.jp				7		7		0		0		1006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40216		58499		8,357		17,197		0		0		2		0		0		0		0		1		0		0

		0		40		福岡県筑紫野市		402176		福岡県		筑紫野市		建築課		鶴岡　靖生		092-923-1111		kenchiku@city.chikushino.fukuoka.jp				6		6		0		0		1047		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40217		100172		16,695		10,452		3		3		0		1		0		1		1		0		1		0

		0		40		福岡県春日市		402184		福岡県		春日市		総務部管財課		鬼鞍　義弘		092-584-1111		kanzai@city.kasuga.fukuoka.jp				13		13		0		0		2000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40218		106780		8,214		18,730		10		7		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県大野城市		402192		福岡県		大野城市		総務部管財課		山口桜子		092-580-1825		soumubu@city.onojo.fukuoka.jp				9		9		0		0		1261		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		新築(展示施設を含む多目的施設)の委託業務を発注する際、展示施設の建設が初めてだったため、発注形態の選定が困難だった。		現在工事費の上昇が著しく、適正な予算の確保のため福岡県内の工事費の上昇見込み等の情報が欲しい。		0		0		40福岡県		40219		95087		10,565		13,262		7		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県宗像市		402206		福岡県		宗像市		建築係		竹之内　博規		0940-36-5203		take0667@tw.city.munakata.fukuoka.jp				6		6		0		0		2659		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		工事において、建設需要が逼迫し受注者や下請け等が決まらず、工程に影響があった		設計・監理委託料算定、工事特記仕様書、監理委託仕様書等のデータ恵与		0		0		40福岡県		40220		95501		15,917		27,843		5		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県太宰府市		402214		福岡県		太宰府市		総務部管財課		伊藤　裕貴		092-921-2121		itou-h@city.dazaifu.lg.jp				4		4		0		0		200		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40221		70482		17,621		2,838		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県古賀市		402231		福岡県		古賀市		総務部　管財課　契約係		宮嵜		092-942-1114		keiyaku@city.koga.fukuoka.jp				1		1		0		0		39		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40223		57920		57,920		673		6		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県福津市		402249		福岡県		福津市		総合政策部　財政課　契約検査係		竜口　大策		0940-43-8114		zaisei@city.fukutsu.lg.jp				0		0		0		0		380		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40224		55431		0		6,855		10		6		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県うきは市		402257		福岡県		うきは市		総務課		大石 恵二		０９４３－７５－４９８０		UC000302@city.ukiha.lg.jp				0		0		0		0		54		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40225		31640		0		1,707		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		40		福岡県宮若市		402265		福岡県		宮若市		産業建設部　建築都市課		篠﨑　正志		0949-32-0955		kentiku@city.miyawaka.lg.jp				4		4		0		0		72		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		・RC造新築工事における瑕疵の範囲について（雨漏り・クラック等）。		・予定価格内訳書作成時における特殊工事・見積価格等の適正価格（実勢価格）の把握。		0		0		40福岡県		40226		30081		7,520		2,394		3		3		2		3		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県嘉麻市		402273		福岡県		嘉麻市		財政課		倉智卓茂		0948-62-5674		kanzai@city.kama.lg.jp				17		4		0		0		3090		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40227		42589		2,505		72,554		8		5		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県朝倉市		402281		福岡県		朝倉市		総務財政課契約・管財係		緒方　昌義		0946-22-1111（内線313）		soumu@city.asakura.lg.jp				7		6		1		0		644		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40228		56355		8,051		11,428		2		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県みやま市		402290		福岡県		みやま市		総務部契約検査課		内田　京介		0944-64-1506		keiyakukensa@city.miyama.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		40福岡県		40229		40732		0		0		4		2		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県糸島市		402303		福岡県		糸島市		総務部　管財契約課　契約検査係		大賀　信之介		092-332-2103		kanzaikeiyaku@city.itoshima.lg.jp				0		0		0		0		3797		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40230		98435		0		38,574		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県那珂川町		403059		福岡県		那珂川町		総務部　財政課		松下　亮二		092-953-2211		zaisei@town.nakagawa.fukuoka.jp				1		1		0		0		565		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		特にございません。		特にございません。		0		0		40福岡県		40305		49780		49,780		11,350		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0

		0		40		福岡県宇美町		403415		福岡県		宇美町		財産活用課		矢野　量久、和田　鉄平		092-934-2268（直通）		kanzai@town.umi.lg.jp				1		1		0		0		216		1		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		公益財団法人への随意契約について、交付金との整合性について		0		1		1		0		0		1		1		0		（公財）福岡県建設技術情報センターを活用している。		工事内容変更が生じた際の積算及び手続き		・専門技術者の派遣又は交流
・短期の一時雇用		0		0		40福岡県		40341		38592		38,592		5,597		7		6		7		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県篠栗町		403423		福岡県		篠栗町		財政課		世利　康祐		092-947-1111		keiyaku@town.sasaguri.lg.jp				0		0		0		0		30		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40342		31318		0		958		3		7		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県志免町		403431		福岡県		志免町		経営企画課		竹吉　栄道		092-935-1204		zaisei@town.shime.lg.jp				0		0		0		0		1064		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40343		43564		0		24,424		6		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県須恵町		403440		福岡県		須恵町		まちづくり課		羽原 才鑑		092-932-1151		kanzai@town.sue.fukuoka.jp				1		1		0		0		57		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40344		26044		26,044		2,189		3		6		6		1		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県新宮町		403458		福岡県		新宮町		総務課		落石　貴博		092-963-1730		shinsoumu@town.shingu.fukuoka.jp				0		0		0		0		1404		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40345		24679		0		56,890		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県久山町		403482		福岡県		久山町		総務課		阿部　桂介		０９２－９７６－１１１１		soumu@town.hisayama.fukuoka.jp				0		0		0		0		3		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40348		8373		0		358		7		4		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		40		福岡県粕屋町		403491		福岡県		粕屋町		総務部総務課契約管財係		北脇　厚男		092-938-2311		kanzai@town.kasuya.fukuoka.jp				0		0		0		0		350		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		営繕関係担当部署が未設置のため、各部署施設管理担当で対応。専門技術職員が皆無の状態であるため。		1		1		1		0		1		0		1		1		1		営繕関係担当部署が未設置のため、各部署施設管理担当で対応。専門技術職員が皆無の状態であるため。		1		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40349		41997		0		8,334		4		7		6		2		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県芦屋町		403814		福岡県		芦屋町		財政課　契約管財係		篠崎　建志		093-223-3576		zaisei@town.ashiya.lg.jp				4		4		0		0		570		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40381		15369		3,842		37,088		3		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県水巻町		403822		福岡県		水巻町		管財課		靏林		093-201-4321		kenchiku@town.mizumaki.lg.jp				3		3		0		0		572		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		早急に実施する必要のある事業が山積しているが、予算が確保できず先送りの状態となっている。		0		1		0		0		1		0		0		0		0		建築の技術職は3名だが、電気・機械の専門職が不在のため、設計や検査が十分に実施できていない。		1		0		0		1		1		1		0		0		0		国や県の設計や工事の監督・検査の体制を知りたい。		0		0		0		0		0		1		0		0		大型工事の工事監理等を公益的な発注者支援機関に委託すれば、職員の負担の軽減となるため、できれば実施したい。		学校敷地内の建設工事であったため、近隣家屋の事前調査を行わず着工したところ、一部の近隣住民から工事の振動で家屋に被害が出たとのクレ－ムがあった。		建築改修工事の単価や共通費、見積の掛け率等の基準について、国や県に相談したい。		0		0		40福岡県		40382		30021		10,007		19,053		2		2		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		40		福岡県岡垣町		403831		福岡県		岡垣町		0		實松宏一		093-282-1211		kensetsu@town.okagaki.lg.jp				2		2		0		0		100		0		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40383		32119		16,060		3,113		5		5		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県遠賀町		403849		福岡県		遠賀町		建設課		本田　貴弘		093-293-1234		kensetsu@town.onga.lg.jp				2		2		0		0		50		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40384		19160		9,580		2,610		10		8		4		3		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県小竹町		404012		福岡県		小竹町		管財課		鶴瀬啓太		09496-2-1215		kanzai@town.kotake.lg.jp				2		2		0		0		337		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40401		8602		4,301		39,177		1		1		4		3		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県鞍手町		404021		福岡県		鞍手町		総務課　庶務管財係		福間		0949‐42‐2111		soumu-s@town.kurate.lg.jp				0		0		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40402		17088		0		2,926		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		40		福岡県桂川町		404217		福岡県		桂川町		建設事業課		坂田　幸司		0948-65-3330		k-kanri@town.keisen.lg.jp				1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		住宅・土木管理業務主体の係に配属されているので、
建築営繕業務に専念して業務が出来ないことが難しいです。		0		1		0		0		0		0		0		0		1		町長に建築技術専門の「建築係」を創設してもらう様に懇願したが、受け入れてもらえなかったので。		1		0		0		0		0		1		1		1		1		国及び県の方からも、町長に建築職の重要性を訴えて頂き、桂川町にも「建築係」を創設するように呼び掛けて頂きたいです。		0		0		1		0		1		0		1		0		0		ありません。		私は今、一級建築士の資格を持っているのですが、業務内容が①道路の補修、②草刈、③鉱害事務、④町営住宅管理、⑤家賃の徴収、⑥滞納整理など、建築職ではなくて土木職、事務職が主体の係で業務を行っています。この様な業務を行いながらでは、建築工事の詳細なチェックが出来ず、工事金額が業者の言いなりとなり、数千万～数億の損失になります。
　この様な税金の無駄使いを防ぐために、町長に建築職の重要性を訴えて
頂き、桂川町にも「建築係」を創設するように呼び掛けて頂きたいです。		0		0		40福岡県		40421		13863		13,863		0		1		2		5		1		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県筑前町		404471		福岡県		筑前町		財政課		川上洋輝		0946-42-6602		zaisei@town.chikuzen.fukuoka.jp				0		0		0		0		185		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40447		29155		0		6,345		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県東峰村		404489		福岡県		東峰村		総務課		岩下　玲礼		０９４６－７２－２３１１		somu@vill.toho.fukuoka.jp				0		0		0		0		13		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40448		2432		0		5,345		4		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県大刀洗町		405035		福岡県		大刀洗町		総務課		早川　正一		0942-77-0171		zaisei@town.tachiarai.lg.jp				1		0		0		0		8		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40503		15284		15,284		523		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県大木町		405221		福岡県		大木町		総務課		岡山　晃		0944-32-1013		somu@town.ooki.lg.jp				1		1		0		0		140		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40522		14350		14,350		9,756		4		3		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		40		福岡県広川町		405442		福岡県		広川町		総務課		大久保　慶一		0943-32-1255		zaisei@town.hirokawa.lg.jp				0		0		0		0		2		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		0		40福岡県		40544		20253		0		99		6		4		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県香春町		406015		福岡県		香春町		住宅水道課		松本　健次郎		0947-32-8403		matsumoto-kjr@town.kawara.lg.jp				2		2		0		0		215		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40601		11685		5,843		18,400		5		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県添田町		406023		福岡県		添田町		住環境整備課　契約係		佐々木・島津		0947-82-1235		jyukankyo@town.soeda.fukuoka.jp				4		4		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40602		10909		2,727		0		5		3		3		0		2		1		1		1		0		1

		0		40		福岡県糸田町		406040		福岡県		糸田町		総務課		福田　寿		0947-26-1231		kizai@town.itoda.lg.jp				0		0		0		0		9		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		技術職員がいないため、上記項目の殆どが該当すると思います。		1		1		1		1		1		1		1		1		1		この設問についてもすべて該当しますが、特に感じることは、職員数が十分でない上、知識や経験も少ないと考えます。		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40604		9617		0		936		10		9		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県川崎町		406058		福岡県		川崎町		住宅課建築係		住宅課課長　田島　修司		0947-72-3000 (代表)　内線 216		juutaku-kentiku@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp				5		5		0		0		290		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40605		18264		3,653		15,878		2		1		1		2		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県大任町		406082		福岡県		大任町		事業課　土木係		小田　健二		０９４７－６３－３００１		kensetu@town.oto.fukuoka.jp				0		0		0		0		1.5		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40608		5503		0		273		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県赤村		406091		福岡県		赤村		産業建設課		上條　義樹		0947-62-3000		aka-s.sanken@mb.fcom.ne.jp				0		0		0		0		444		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40609		3251		0		136,573		4		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県福智町		406104		福岡県		福智町		財政課		原田　秀和		0947-22-7771		fg0400@town.fukuchi.lg.jp				0		0		0		0		8		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40610		24714		0		324		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		40		福岡県苅田町		406210		福岡県		苅田町		苅田町教育委員会　教育総務課		西川　竜広		093-434-1111（内線302）		nishikawa-t@town.kanda.lg.jp				4		4		0		0		260		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		1		設備設計・工事への対応
小規模工事における対応（積算・施工体制台帳等書類）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		　設備に対し専門職員がいないため、業者任せになっている部分がある		1		1		1		1		1		1		1		1		1		　定期的に改正される図面に添付する特記仕様書の公開など情報の共有
　見積金額に対する掛け率の基準値の設定		1		1		1		1		1		0		1		0		　地元大学の活用		　主に土木工事を主体とした業者の場合　施工図を書かずに施工をするため変更時にもめる
　建築の場合数量計算書は参考でしかないが上記の業者が受注したときにもめることが多々ある		　改正公共工事品確法で全公共工事に対し施工体制台帳の作成・提出が拡大され、金額の枠が無くなったように記載されている。小規模自治体では数万円の修繕工事が多く、内容によっては下請を使う場合もあるが必要になるのか
　受注業者への書類作成業務量が増えるばかりで、小規模工事への優遇措置が無いか教えて欲しい。		0		0		40福岡県		40621		36005		9,001		7,221		9		9		9		4		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県みやこ町		406252		福岡県		みやこ町		建設課		住吉　康孝		0930-42-0151		jyutaku@town.miyako.lg.jp				2		2		0		0		30		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40625		21572		10,786		1,391		8		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		40		福岡県吉富町		406422		福岡県		吉富町		産業建設課		奥家　志穂		0979-24-4073		sanken@town.yoshitomi.lg.jp				0		0		0		0		135		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40642		6792		0		19,876		4		4		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県上毛町		406465		福岡県		上毛町		教務課　学務係		野添雄二		0979-72-2111（内177）		kyomu@town.koge.lg.jp				0		0		0		0		29		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		特になし。		建築技術専門職員がいないため、専門的知識に乏しいので技術的な相談を行いたいと思う。		0		0		40福岡県		40646		7852		0		3,693		2		1		3		2		3		1		1		1		1		1

		0		40		福岡県築上町		406473		福岡県		築上町		財政課管財係		樽本　知也		0930-56-0300		kanzai@town.chikujo.lg.jp				0		0		0		0		147		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40福岡県		40647		19544		0		7,521		7		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		41		佐賀県みやき町		413461		佐賀県		みやき町		建設課		北原　裕昭		0942-96-5531		h-kitahara@town.miyaki.lg.jp				0		0		0		0		361		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41346		26175		0		13,792		3		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		41		佐賀県伊万里市		412058		佐賀県		伊万里市		教育委員会		牧瀬史子		０９５５－２３－２１２５		kyouikusoumu@city.imari.lg.jp　				3		3		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41205		57161		19,054		525		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		41		佐賀県嬉野市		412091		佐賀県		嬉野市		産業建設部　建設・新幹線課		東　賢太朗		0954-42-3311		higashi-kentarou@city.ureshino.lg.jp				2		2		0		0		300		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41209		28984		14,492		10,351		3		2		3		1		0		1		1		1		1		0		※他の問いに対して○で答えていたため、件数を入力していると判断していると判断し、そのまま○へ読み替え ホカトタイコタケンスウニュウリョクハンダンハンダンヨカ

		0		41		佐賀県江北町		414247		佐賀県		江北町		建設課		小林真由美		0952-86-5616		mayumi-kobayashi@town.kouhoku.saga.jp				0		0		0		0		500		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　		0		0		0		41佐賀県		41424		9515		0		52,549		10		8		7		0		0		1		1		1		0		0

		0		41		佐賀県佐賀市		412015		佐賀県		佐賀市		建設部　建築住宅課		中島　英麿		0952-40-7167		kenchikujutaku@city.saga.lg.jp				17		12		2		3		820		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		設計業務請負者不足に伴う設計精度の低さ、成果品納期の遅延。
当該成果品に伴う現場での変更業務の増加		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		本課では主に市営住宅の維持管理に伴う営繕業務を行っています。
老朽化した市営住宅の外壁改修を行う際、当初設計で想定していた以上に老朽化が進んでいて、予想以上に工事費が膨らんだ事があります。		特にありません		0		0		41佐賀県		41201		237506		13,971		3,453		3		1		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		41		佐賀県鹿島市		412074		佐賀県		鹿島市		建設環境部		早田　久美子		0954-63-3415		kumiko-soda@city.saga-kashima.lg.jp				7		7		0		0		132		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41207		30720		4,389		4,297		9		6		7		0		0		1		1		1		0		0

		0		41		佐賀県小城市		412082		佐賀県		小城市		建設部　建設課		田中　雅久		0952-37-6120		kensetsu@city.ogi.lg.jp				0		0		0		0		100		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41208		45133		0		2,216		9		6		8		1		2		1		1		1		1		1

		0		41		佐賀県上峰町		413453		佐賀県		上峰町		財政課財政係		川原　俊史		0952-52-7416		zaisei@town.kamimine.lg.jp				0		0		0		0		200		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41345		9224		0		21,683		4		4		0		0		2		1		1		0		0		1

		0		41		佐賀県多久市		412040		佐賀県		多久市		建設課		庄島涼介		0952-75-4826		shoujima-ryousuke@city.taku.lg.jp				2		2		0		0		783		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		刊行物で変更設計書を作成し施工業者に変更額を提示した際、金額が折り合わず苦慮することが多くなった。施工業者から刊行物に記載されている価格が実情に合わないと指摘されることが多くなった。		建築工事における適切な工期の設定について、土木工事のように工事日数の算定要領ができないでしょうか。		0		0		41佐賀県		41204		21404		10,702		36,582		7		6		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		41		佐賀県太良町		414417		佐賀県		太良町		建設課		浦川　豊喜		0954-67-0313		kensetsu@town.tara.lg.jp				1		1		1		1		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		なし		なし		0		0		41佐賀県		41441		9842		9,842		305		1		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		41		佐賀県大町町		414239		佐賀県		大町町		建設課		田島　亘		０９５２－８２－３１５２		tajima-wataru@town.omachi.saga.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		技術職員がいない		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41423		7369		0		679		3		2		2		0		2		1		1		1		0		1

		0		41		佐賀県鳥栖市		412031		佐賀県		鳥栖市		産業経済部　建設課		山口和馬		0942-85-3600		kensetu@city.tosu.lg.jp				4		4		0		0		1000		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41203		69074		17,269		14,477		4		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		41		佐賀県唐津市		412023		佐賀県		唐津市		都市整備部　建築住宅課		荒久田　幸広		0955-72-9198		arakuta-yukihiro@city.karatsu.lg.jp				11		5		2		2		7000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		法改正の概要や、新技術に対する情報の整理、所管省庁ごとに異なる基準の精査整理		1		1		1		1		1		1		1		0		1		設計期間、工期決定の基準が無いため、事業の実施計画を立てにくい		1		1		1		1		1		1		1		1		1		土木工事のような、統一的基準の精査		0		0		1		0		0		0		1		0		0		設計段階で検討していた工程が、人材不足、資機材高騰で予定期間、予定金額では完了しない場合など、国県市町との情報共有が無されていないため		設計基準の統一的考え方の提示。行政機関によって考え方がまちまちで発注しているように見受けられるため、どのような基準をどのような運用方針で行っているのか研修を定期的に行ってほしい。		実際の工事現場における工事監理の方法などの研修を定期的に行ってほしい。		0		41佐賀県		41202		126926		11,539		55,150		11		8		9		1		1		1		1		1		1		1		※◎を○へ読み替え ヨカ

		0		41		佐賀県武雄市		412066		佐賀県		武雄市		まちづくり部		山本　浩二		0954-36-2503		k-yamamoto@city.takeo.lg.jp				4		4		0		0		3000		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41206		50699		12,675		59,173		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		41		佐賀県有田町		414018		佐賀県		有田町		建設課		森永幹彦		0955-46-5615		morinaga-mikihiko@town.arita.lg.jp				1		1		0		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		41佐賀県		41401		20929		20,929		4,778		1		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県長崎市		422011		長崎県		長崎市		建設局建築部建築課、設備課		田邉　猛		095-829-1186		kenchiku@city.nagasaki.lg.jp				48		29		10		9		6483		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42201		443766		9,245		14,609		4		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県佐世保市		422029		長崎県		佐世保市		都市整備部営繕課		松本　秀信		0956-25-9630（直通）		eizenk@city.sasebo.lg.jp				27		18		5		4		5000		1		1		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		ネット社会となったことから情報が輻輳、複雑多岐となりそこから答えを導くことが非常に困難と感じる。		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42202		261101		9,670		19,150		7		5		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県島原市		422037		長崎県		島原市		建設部		吉岡　学		0957-63-1111		kenchiku-shido@city.shimabara.lg.jp				9		9		0		0		2007		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		設備専門の職員がいない。		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		設計委託に関して、設計事務所より県市の取扱いが異なると指摘を受けたことがある。		0		0		42長崎県		42203		47455		5,273		42,293		4		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県諫早市		422045		長崎県		諫早市		建設部		田川　宏城		0957-22-1500		kenchiku@city.isahaya.lg.jp				9		9		0		0		1761		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42204		140752		15,639		12,511		4		5		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県大村市		422053		長崎県		大村市		都市整備部建築住宅課		内田　博康		0957-53-4111（内線440）		uchida-h@city.omura.lg.jp				9		6		2		1		1738		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42205		90517		10,057		19,201		5		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県松浦市		422088		長崎県		松浦市		都市計画課　建築係		中尾　彰博		0956-72-1111（内線207）		nakao.a@city.matsuura.lg.jp				4		4		0		0		500		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42208		25145		6,286		19,885		10		6		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県対馬市		422096		長崎県		対馬市		建設部		阿比留　克成		0920－53－6111		abi22@city-tsushima.jp				5		5		0		0		2000		1		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42209		34407		6,881		58,128		6		6		3		0		0		1		1		1		0		0		※エラーを修正 シュウセイ

		0		42		長崎県壱岐市		422100		長崎県		壱岐市		建設部建設課		草場昭生		0920-42-1111		kentiku@city.iki.lg.jp				3		3		0		0		1000		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		設計業務を委託したが、納品が大幅に遅れ工事発注に支障が出た。また、工事発注後に積算ミスが判明し、予算不足に陥り工期が遅れ（繰越し）た。		0		0		0		42長崎県		42210		29377		9,792		34,040		4		3		4		2		0		1		1		1		1		0

		0		42		長崎県五島市		422118		長崎県		五島市		建設課		山下　勇		0959-72-6118		yamashita-i@city.goto.lg.jp				3		2		1		0		1543		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42211		40622		13,541		37,984		2		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県西海市		422126		長崎県		西海市		建設部　住宅建築課		川口　松彦		0959-37-0021		ju-ken@city.saikai.lg.jp				4		4		0		0		469		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		42長崎県		42212		31176		7,794		15,044		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県雲仙市		422134		長崎県		雲仙市		建設整備部　建築課		前田　達郎		0957-38-3111		kenchiku@city.unzen.nagasaki.jp				3		3		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42213		47245		15,748		0		5		3		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県南島原市		422142		長崎県		南島原市		建設部　都市計画課　都市計画班		川田　万希男		０５０－３３８１－５０６７		toshikeikaku@city.minamishimabara.lg.jp				2		2		0		0		100		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42214		50363		25,182		1,986		4		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県東彼杵町		423211		長崎県		東彼杵町		建設課		前田　篤史		0957-46-1111		kanri@town.higashisonogi.lg.jp				0		0		0		0		35		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42321		8903		0		3,931		5		2		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		42		長崎県川棚町		423220		長崎県		川棚町		建設課		琴岡　美昭		０９５６-82-3131(内線253)		kensetsu@town.kawatana.lg.jp				4		1		0		0		2		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		特になし		0		0		42長崎県		42322		14651		3,663		137		2		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県小値賀町		423831		長崎県		小値賀町		建設課		橋本　満		0959-56-3111		hashimoto-mitsuru@town.ojika.lg.jp				1		1		0		0		50		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42383		2849		2,849		17,550		10		8		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県佐々町		423912		長崎県		佐々町		建設課		松田　貴継		0956-62-2101		kensetsu@saza.nagasaki.jp				1		1		0		0		132		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42391		13599		13,599		9,707		2		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		42		長崎県新上五島町		424111		長崎県		新上五島町		建設課		山本　拓哉		0959-53-1111		kensetsu@town.shinkamigoto.lg.jp				3		2		1		0		400		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42長崎県		42411		22074		7,358		18,121		2		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		43		熊本県あさぎり町		435147		熊本県		あさぎり町		建設課		平田　太志		0966-45-7221		t-hirata@town.asagiri.lg.jp				0		0		0		0		150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		改修工事における設計委託料、監理委託料の積算方法		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43514		16638		0		9,016		1		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		43		熊本県阿蘇市		432148		熊本県		阿蘇市		土木部　建設課		村山大輔		0967-22-3187		daisuke-my@city.aso.lg.jp				3		3		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		工事に関する発注者・監理者・施工者の一連の書類の流れ、確認方法、受領方法、回答方法等のルールが明確に分からないため確認したい。		0		0		43熊本県		43214		28444		9,481		0		6		4		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県宇城市		432130		熊本県		宇城市		土木部　都市整備課　建築住宅係		西浦　望		0964-32-1111（内線1267）		nishiura-nozomu@city.uki.lg.jp				2		2		0		0		6300		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		①工事における複合単価の採用方法（業者参考見積の場合）：見積徴収の業者数や採用値（最低値or平均値）		②改修工事における基本設計業務の必要性（委託料の算定方法）：改修工事を行うにあたり、改修範囲や改修工法等の検討の基本設計が必要であると思われるが、この部分の業務を上位機関では、どのような方法で実施しているのか。特に国告第15号において、この部分の記述がないのは、どのような想定をしているか。		0		43熊本県		43213		61878		30,939		101,813		9		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県益城町		434434		熊本県		益城町		都市計画課		江島智子		096-286-3340		kentiku@town.mashiki.lg.jp				2		0.7		0.7		0.7		630		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43443		32676		16,338		19,280		6		5		4		1		1		1		1		1		1		1		※区分なしのため按分 クブンアンブン

		0		43		熊本県嘉島町		434426		熊本県		嘉島町		総務課管財係		吉永　征弘		096-237-1112		soumu@town.kashima.kumamoto.jp				0		0		0		0		50		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43442		8676		0		5,763		5		3		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		43		熊本県菊池市		432105		熊本県		菊池市		建設部　都市整備課		西口　三恵		0968-25-7242		m-nishiguchi@city.kikuchi.lg.jp				2		2		0		0		500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		○元‐下請関係の契約の指導について
　地元企業・資材の採用について、発注部署としてどのような指導ができるのでしょうか		0		0		43熊本県		43210		50194		25,097		9,961		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県球磨村		435139		熊本県		球磨村		建設課		上蔀　宏		0966-32-1116		h-uwashitomi@vill.kuma.lg.jp				0		0		0		0		195		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43513		4249		0		45,893		10		7		6		2		3		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県玉名市		432067		熊本県		玉名市		住宅課		吉田　遼介		0968-75-1311		jutaku@city.tamana.lg.jp				2		1		1		0		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43206		69541		34,771		1,438		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県五木村		435112		熊本県		五木村		建設課		吉松　法政		0966‐37‐2017		h-yoshimatsu@vill.itsuki.lg.jp				1		1		0		0		0.7		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43511		1205		1,205		581		4		7		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県御船町		434418		熊本県		御船町		建設課		德永義和		096-282-1312		ytokunaga@town.mifune.lg.jp				0		0		0		0		4		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43441		17888		0		224		5		3		3		0		2		1		1		1		0		1

		0		43		熊本県甲佐町		434442		熊本県		甲佐町		建設課		久米　修永		096-234-1183		klg209@town.kosa.lg.jp				0		0		0		0		200		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43444		11181		0		17,887		4		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県荒尾市		432041		熊本県		荒尾市		建設経済部　建築住宅課		境　香織		0968-63-1498		kenju@city.arao.lg.jp				5		3		1		1		398		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		業務において、作成能力が著しく低下していることが多々判明している。
また、代表者及び直下の技術者が公的資格保有を満していないことも多い。		0		0		0		0		43熊本県		43204		55321		11,064		7,194		7		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県合志市		432164		熊本県		合志市		事業部		平田　政臣		096-242-1104		toshikeikaku@city.koshi.lg.jp				4		4		0		0		60		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43216		55002		13,751		1,091		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県山鹿市		432083		熊本県		山鹿市		建設部　都市計画課		阿蘇品　雄貴		0968-43-1591		toshikei@city.yamaga.lg.jp				2		2		0		0		4300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43208		55391		27,696		77,630		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		43		熊本県山都町		434477		熊本県		山都町		建設課		春木寿俊		0967-72-1145（直通）		haruki.hisatoshi@town.kumamoto-yamato.lg.jp				0		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		建築の技師がいないため技術的なことがわからない		0		1		0		0		0		0		0		0		0		建築の技師がいない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43447		16981		0		530		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		43		熊本県小国町		434248		熊本県		小国町		建設課		秋吉　康成		0967-46-2114		a_yasunari@town.kumamoto-oguni.lg.jp				0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43424		7877		0		0		2		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県人吉市		432032		熊本県		人吉市		建設部都市計画課建築係		穂積　信吾		0966-22-.2111		toshikeikaku@city.hitoyoshi.lg.jp				3		3		0		0		350		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43203		35611		11,870		9,828		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		43		熊本県相良村		435104		熊本県		相良村		建設課		和田　耕		0966-35-1035		wada-o@vill.sagara.lg.jp				0		0		0		0		69		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		技術職員がいない、人事異動により建築工事の経験者がいない、建設担当係の全員が経験年数２年以下、工事がない年度もありこれまでの知識が伝えられない、状況です。		各市町村の実態に対応した支援策があれば助かります。		0		43熊本県		43510		4934		0		13,985		6		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県長洲町		433683		熊本県		長洲町		建設課		山本　修		0968-78-3241		kanri@town.nagasu.lg.jp				0		0		0		0		3		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43368		16594		0		181		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県津奈木町		434841		熊本県		津奈木町		振興課		諌山　吉光		0966-78-3112		isayama@town.tsunagi.lg.jp				1		1		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		なし		なし		0		0		43熊本県		43484		5062		5,062		16,397		1		2		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		43		熊本県天草市		432156		熊本県		天草市		建設部		正村　謙一		0969-32-6797		masamura-ke@city.amakusa.lg.jp				6		6		0		0		2908		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43215		89065		14,844		32,650		3		1		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県湯前町		435066		熊本県		湯前町		建設水道課		伊藤　賢一郎		0966-43-4111		itou@town.yunomae.lg.jp				0		0		0		0		25		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		なし		なし		0		0		43熊本県		43506		4375		0		5,714		3		1		2		2		3		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県南阿蘇村		434337		熊本県		南阿蘇村		建設課		松本　龍一		０９６７－６７－３１７８		m-ryuichi@vill.minamiaso.lg.jp				0		0		0		0		15		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		43熊本県		43433		11972		0		1,253		4		2		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		43		熊本県南関町		433675		熊本県		南関町		建設課		内場一月		0968-57-8592		i.utiba@town.nankan.lg.jp				1		1		0		0		20		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		営繕工事関連の単価について、市町村での標準単価作成には限界があるため、都道府県や国の単価を参考にさせていただく等対応策について相談をさせていただきたい。		0		0		43熊本県		43367		10564		10,564		1,893		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		43		熊本県南小国町		434230		熊本県		南小国町		建設課　水道住宅係		下城達彦		0967-42-1114		0967-42-1122				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43423		4429		0		0		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		43		熊本県八代市		432024		熊本県		八代市		建設部　建築住宅課		井本　了介		0965-33-4122		kenchiku@city.yatsushiro.lg.jp				20		12		6		2		433		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43202		132266		6,613		3,274		2		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		43		熊本県氷川町		434680		熊本県		氷川町		建設下水道課		奥田 一博		0965-52-5856		k-okuda@town.kumamoto-hikawa.lg.jp				0		0		0		0		5		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		43熊本県		43468		12715		0		393		3		2		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		44		大分県宇佐市		442119		大分県		宇佐市		建設水道部　建築住宅課		兒島　公洋		（0978）32－1111（内線253）		kentiku06@city.usa.oita.jp				2		2		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		44大分県		44211		59008		29,504		5,084		1		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		44		大分県臼杵市		442062		大分県		臼杵市		都市デザイン課		板井　優也		0972-63-1111		yu-itai@city.usuki.oita.jp				3		3		0		0		1972		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		平成27年度から、県単「建築・設備工事標準単価の運用」における数値の取り扱い方法が改訂されておりますが。
複雑な計算方法を採用をするのであれば、誰が積算を行っても差異が起きないように、計算式の入ったエクセルシート等を配布して頂きたいと考えております。		0		0		44大分県		44206		41469		13,823		47,554		1		4		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県杵築市		442101		大分県		杵築市		建設課		興田　昌英		0978-62-1811		kensetu@city.kitsuki.lg.jp				6		6		0		0		200		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		建築の規模及び種類別の最良の発注方法		0		0		44大分県		44210		32083		5,347		6,234		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		44		大分県九重町		444618		大分県		九重町		建設課　建築水道グループ		帆足一洋		0973-76-3811		kensetu@town.kokonoe.lg.jp				3		3		0		0		7		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		総合評価落札方式の時、4月入札時の県の取りまとめ等が終わっていない時（技術評価点）		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		44大分県		44461		10421		3,474		672		4		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		44		大分県玖珠町		444626		大分県		玖珠町		建設水道課		衞藤　政春		0973-72-7163		kensetsu@town.kusu.oita.jp				2		2		0		0		350		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		特にお伝えできる事項はありません。		現段階においては特にありません。		0		0		44大分県		44462		17054		8,527		20,523		1		1		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		44		大分県国東市		442143		大分県		国東市		財政課		川嶋　拡志		0978-72-1111		kawashima.hiroshi@city.kunisaki.lg.jp				1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		44大分県		44214		32002		32,002		0		10		6		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県佐伯市		442054		大分県		佐伯市		建設部建築住宅課		小野　晃央		0972-22-3551（直通）		seibi1@city.saiki.lg.jp				8		8		0		0		1200		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		工事監理業務を委託とする場合、工事監理者の選定を設計者とするか、第3者とするか。		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		44大分県		44205		76951		9,619		15,594		9		4		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県大分市		442011		大分県		大分市		総務部契約監理課工事検査室		藤　恭暢		097-534-6111（内）1169		koujikensa@city.oita.oita.jp				85		26		28		31		4481		1		0		1		1		0		1		1		1		0		1		1		　法や基準が改正されるたびに書類の作成処理が多くなる。		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		庁舎の耐震改修工事の入札において工事時間の制限等があることを懸念し、応札業者が無く入札不調となった。		0		0		0		44大分県		44201		474094		5,578		9,452		8		6		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		44		大分県竹田市		442089		大分県		竹田市		建設課		竹下　邦光		0974-63-1111（２５４）		kensetu@city.taketa.lg.jp				3		3		0		0		500		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		44大分県		44208		24423		8,141		20,473		4		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県中津市		442038		大分県		中津市		建設部建築課		前田　篤史		0979-22-1111(内線342)		maeda.tokufumi@city.nakatsu.lg.jp				7		7		0		0		228		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		PPP、PFI等の事業発注事務手続きについてご指導頂きたい。		0		0		44大分県		44203		84312		12,045		2,704		6		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		44		大分県津久見市		442071		大分県		津久見市		都市建設課		後藤真琴		0972-82-4111（内線358）		gotou-makoto@city.tsukumi.lg.jp				3		3		0		0		800		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		特になし		0		0		44大分県		44207		19917		6,639		40,167		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		44		大分県日出町		443417		大分県		日出町		都市建設課		豊田　博		0977-73-3172		toyoda.hiroshi@town.hiji.oita.jp				3		3		0		0		30		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		特になし。		財政難のおり、町単独営繕工事において修繕等を行なう場合の経費率設定は町独自の経費率を採用したいのですが、ご教授ください。		0		0		44大分県		44341		28221		9,407		1,063		2		2		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		44		大分県日田市		442046		大分県		日田市		土木建築部　建築住宅課		貞清　智司		0973-22-8218		jutaku@city.hita.oita.jp				6		6		0		0		1630		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		44大分県		44204		70940		11,823		22,977		3		4		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		44		大分県姫島村		443221		大分県		姫島村		建設課		奥　俊二		0978-87-2283		kensetsu2@vill.himeshima.oita.jp				1		1		0		0		11		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		公営住宅の設計業務において、住宅性能評価が必要であることを知らずに発注したため、設計内容の変更が必要になった。		0		0		0		44大分県		44322		2189		2,189		5,025		6		2		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		44		大分県別府市		442020		大分県		別府市		建築住宅課		若杉　圭介		0977-21-1478		arh-co@city.beppu.oita.jp				4		2		1		1		79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		公営住宅の建替えについて
今後、近い将来に膨大な建替えが始まるが、予算の問題でどう対処したらよいか、建物に求められるレベルもどんどん上がっていっていることも予算上大問題。		0		0		44大分県		44202		125385		31,346		630		0		0		2		0		0		0		0		1		0		0

		0		44		大分県豊後高田市		442097		大分県		豊後高田市		都市建築課		成重 憲一		0978-22-3100（内347）		kn-narishige@city.bungotakada.oita.jp				1		1		0		0		400		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		技術職員が不足しているため、工事すべてに目が
行き届かない。		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		44大分県		44209		23906		23,906		16,732		5		5		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県豊後大野市		442127		大分県		豊後大野市		建設課		菅　陽一		0974-22-1001		kentiku@bungo-ohno.jp				4		4		0		0		300		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		44大分県		44212		39452		9,863		7,604		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		44		大分県由布市		442135		大分県		由布市		総務部　契約管理課		秦野　一成		(097)582-1111		hatano_kazunari@city.yufu.oita.jp				4		4		0		0		27		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		44大分県		44213		34702		8,676		778		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県宮崎市		452017		宮崎県		宮崎市		建設部　建築課		課長補佐　佐土　勝美		0985-21-1803（直通）		25kenchiku@city.miyazaki.miyazaki.jp				32		20		6		6		4692		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45201		400583		12,518		11,713		1		2		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		45		宮崎県都城市		452025		宮崎県		都城市		土木部建築課		巣山　和信		0986-23-2566		ken@city.miyakonojo.miyazaki.jp				13		8		2		3		4300		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		建築積算基準の統一（見積り価格採用の取り扱い等）について		0		0		45宮崎県		45202		169602		13,046		25,353		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県延岡市		452033		宮崎県		延岡市		都市建設部建築住宅課工務係		後藤　龍彦		0982-22-7067		kentiku-j@city.nobeoka.miyazaki.jp				14		9		5		0		2900		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		特になし		積算システムの導入		0		0		45宮崎県		45203		131182		9,370		22,107		6		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県日南市		452041		宮崎県		日南市		建築住宅課		鈴木俊輔		0987-31-1189		s-suzuki_ni@city-nichinan.jp				5		5		0		0		614		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		地方向けの社会資本整備予算の積極的な配分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45204		57689		11,538		10,643		1		1		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		45		宮崎県小林市		452050		宮崎県		小林市		総務部　管財課		坂元		0984-23-0222		k_kanzai@city.kobayashi.lg.jp				6		6		0		0		25		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		民間から購入した土地に地下埋設構造物があり、その撤去に時間を要し（撤去費用は民間負担）、またその後の転圧にも時間を要したため工期延長を余儀なくされた。		0		0		0		45宮崎県		45205		48270		8,045		518		3		4		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県日向市		452068		宮崎県		日向市		建設部　建築住宅課		黒木武利		0982-52-2111（内線2345）		taketoshi-kuroki@hyugacity.jp				3		3		0		0		191		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45206		63223		21,074		3,021		3		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県串間市		452076		宮崎県		串間市		都市建設課		巢立　幸二		0987-72-1111		k-sudate@city.kushima.lg.jp				4		4		0		0		100		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45207		20453		5,113		4,889		4		3		1		0		1		1		1		1		0		1

		0		45		宮崎県西都市		452084		宮崎県		西都市		財政課契約管財係		外山　慎一朗		0983-43-0377		kanzai@saito-city.jp				8		8		0		0		1000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		45宮崎県		45208		32614		4,077		30,662		0		0		1		1		1		0		0		1		1		1

		0		45		宮崎県えびの市		452092		宮崎県		えびの市		財産管理課		湯田　正樹		0984-35-1111		zaisan@city.ebino.lg.jp				3		3		0		0		193		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45209		21606		7,202		8,933		3		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		45		宮崎県三股町		453412		宮崎県		三股町		総務課		綿田　賢介		0986－52－1112		ｇｙｏｕｓｅ-ｋ＠ｔｏｗｎ.ｍｉｍａｔａ.ｍｉｙａｚａｋｉ.ｊｐ				3		3		0		0		198		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		なし		0		0		45宮崎県		45341		24800		8,267		7,984		4		4		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県高原町		453617		宮崎県		高原町		農村建設課		金丸　隆		０９８４－４２－２１１１		nouken@town.takaharu.lg.jp				1		1		0		0		20		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45361		10000		10,000		2,000		1		3		3		2		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県国富町		453820		宮崎県		国富町		都市建設課		河野　哲夫		0985-75-9406		kensetu@town.kunitomi.miyazaki.jp				1		1		0		0		500		1		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0		・県にて定期的に担当者会議を開催して欲しい（他市町村との情報交換の場がないため）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・県に届く国からの通知と県で定めた要領等を、町にも参考通知して欲しい（技術企画課では、建築は別扱いと言われるので）		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		土木では、契約書に単価抜設計書と図面を袋とじしないこととした通知が届いていますが、建築における取扱を教えていただきたい。		0		0		45宮崎県		45382		20909		20,909		23,913		7		2		7		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県綾町		453838		宮崎県		綾町		企画財政課		井上　博人		0985-77-2948		h.inoue@town.aya.lg.jp				0		0		0		0		20		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		計画段階で想定していなかった工事（条件）が発生し、それにかかる経費が国庫補助金等の対象外となったことに伴い、想定外の自治体負担を強いられることがあった。		0		0		0		45宮崎県		45383		7224		0		2,769		6		3		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県高鍋町		454010		宮崎県		高鍋町		建設管理課		阪本　隆一		0983-26-2016		r-sakamoto@town.takanabe.miyazaki.jp				2		2		0		0		100		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		会計検査への対応		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		・大幅な設計変更への対応
・参考数量の食い違いがあった場合の対応		0		0		0		45宮崎県		45401		21733		10,867		4,601		11		8		8		1		2		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県新富町		454028		宮崎県		新富町		都市建設課		技師　　長友　孝宏		0983-33-6017		kenchikutoshi_g@town.shintomi.lg.jp				5		5		0		0		1000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		　詳細な積算基準等（設計、監理、工事）の相談をしたい。		0		0		45宮崎県		45402		18092		3,618		55,273		0		0		3		1		1		0		0		1		1		1

		0		45		宮崎県西米良村		454036		宮崎県		西米良村		建設課		満留　正浩		０９８３－３６－１１１１		ma-mitsudome@vill.nishimera.lg.jp				1		1		0		0		159		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		特に御座いません。		0		0		0		45宮崎県		45403		1241		1,241		128,122		4		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県木城町		454044		宮崎県		木城町		環境整備課		立山英二		０９８３－３２－４７２９		e-tateyama_kt@town.kijo.miyazaki.jp				1		1		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		なし		0		0		0		0		0		0		0		0		1		なし		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		なし		その都度県に相談をしているため、今はありません。		0		0		45宮崎県		45404		5177		5,177		1,932		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県川南町		454052		宮崎県		川南町		建設課		黒木　誠一		0983-27-8013		kurogi-s_km@town.kawaminami.miyazaki.jp				2		2		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45405		17009		8,505		2,940		1		1		0		1		1		1		1		0		1		1

		0		45		宮崎県都農町		454061		宮崎県		都農町		建設課		黒木裕人		０９８３－２５－５７１７		kensetu@town.tsuno.miyazaki.jp				4		4		0		0		80		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		瑕疵担保保険等の加入（現説時での明確な説明なし）		0		0		0		45宮崎県		45406		11137		2,784		7,183		3		3		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県門川町		454214		宮崎県		門川町		建設課　建築住宅係		鈴木　和浩		0982-63-1140（内線247）		suzuki-kazuhiro@town.kadogawa.lg.jp				2		2		0		0		140		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45421		18854		9,427		7,425		4		1		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		45		宮崎県諸塚村		454290		宮崎県		諸塚村		建設課		八坂浩一		0982-65-1129		k.yasaka@morotsuka.jp				0		0		0		0		13		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		　特にありません。		0		0		0		0		0		0		0		0		　特にありません。		　特にありません。		　特にありません。		0		0		45宮崎県		45429		1882		0		6,908		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		45		宮崎県椎葉村		454303		宮崎県		椎葉村		総務課財務グループ		椎葉竜也		0982-67-3201		shiiba-tatsuya@vill.shiiba.miyazaki.jp				0		0		0		0		5		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		専門の技術職員がいない		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45430		3092		0		1,617		4		3		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県美郷町		454311		宮崎県		美郷町		総務課		田中幸生		０９８２－６６－３６０１		y-tanaka@town.miyazaki-misato.lg.jp				0		0		0		0		600		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		１．各課の担当者が業者見積等により予算措置を行っているが見積金額・内容等に不備が多く実施の際に予算不足が生じる。
２．技術職員数の不足		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		45宮崎県		45431		6248		0		96,031		5		4		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		45		宮崎県高千穂町		454419		宮崎県		高千穂町		建設課		廣本旭悦		0982-73-1210		0982-73-1226				1		1		0		0		70		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		新規業者を施工を行った際に、工事が雑になったことがあった。		0		0		0		45宮崎県		45441		13723		13,723		5,101		3		2		1		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県日之影町		454427		宮崎県		日之影町		地域振興課		佐藤金蔵		0982-87-3910		kinzo-s@town.hinokage.lg.jp				1		1		0		0		200		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		大震災による住宅設備機器の調達の遅延、また、消費税の増税に伴い、民間住宅駆け込みのプレカットが急増し、補助金交付決定後の発注では現場に遅延が生じた。		0		0		0		45宮崎県		45442		4463		4,463		44,813		3		4		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		45		宮崎県五ヶ瀬町		454435		宮崎県		五ヶ瀬町		建設課		松本　尚紘		0982-82-1713		naohiro-matumoto@town.gokaselg.jp				0		0		0		0		12		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		特になし		特になし		0		0		45宮崎県		45443		4427		0		2,711		4		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県鹿児島市		462012		鹿児島県		鹿児島市		建設局建築部建築課、住宅課、設備課、教育委員会施設課		小松　直広		０９９－２１６－１４１８		kenchiku@city.kagoshima.lg.jp				65		38		13		14		10461.5		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特になし		0		0		0		46鹿児島県		46201		605846		9,321		17,268		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県鹿屋市		462039		鹿児島県		鹿屋市		建設部建築住宅課		東郷　竜太郎		0994-43-2111（3470）		r.tougou@e-kanoya.net				14		14		0		0		1830		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46203		105070		7,505		17,417		2		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県枕崎市		462047		鹿児島県		枕崎市		建設課		吉留　謙二		0993-72-1111		kenchiku-k@city.makurazaki.lg.jp				3		3		0		0		4		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		営繕事業量が予想できないため予算不足を生じる。		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46204		23638		7,879		169		3		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県阿久根市		462063		鹿児島県		阿久根市		都市建設課建築係		迫口　竜一		0996(73)1198		kenchiku@city.akune.kagoshima.jp				5		5		0		0		500		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		小規模工事などでは採用した単価（公共単価や見積等）では割に合わないと業者から指摘を受ける。		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46206		23154		4,631		21,595		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		46		鹿児島県出水市		462080		鹿児島県		出水市		都市計画課		今村　卓朗		0996-63-4065		tokei_c@city.izumi.kagoshima.jp				6		5		1		0		500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46208		55621		9,270		8,989		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0

		0		46		鹿児島県指宿市		462101		鹿児島県		指宿市		建設部　建築課		山田　昭浩		0993-22-2111		kensetsu-kenchiku@city.ibusuki.lg.jp				4		4		0		0		450		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46210		44396		11,099		10,136		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県西之表市		462136		鹿児島県		西之表市		建設課		石原　理恵		0997-22-1118		kenchiku@city.nishinoomote.lg.jp				2		2		0		0		20		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46213		16951		8,476		1,180		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県垂水市		462144		鹿児島県		垂水市		土木課　建築係		横峯　吏		0994-32-1111(内線340)		tyokomine@city.tarumizu.lg.jp				3		3		0		0		50		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46214		17248		5,749		2,899		2		2		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		46		鹿児島県薩摩川内市		462152		鹿児島県		薩摩川内市		建設部　建築住宅課		藤井　孝彦		0996-23-5111（3631）		t.fujii@city.satsumasendai.lg.jp				8		4		4		0		1500		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46215		99589		12,449		15,062		2		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県日置市		462161		鹿児島県		日置市		産業建設部建設課		堀　英則		099-273-8871		kenchiku@city.hioki.lg.jp				5		5		0		0		980		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46216		50822		10,164		19,283		5		2		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県曽於市		462179		鹿児島県		曽於市		建設課		櫻木　光次		0986-76-1111		kouji-sakuragi@city.soo.lg.jp				6		6		0		0		1209		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46217		39221		6,537		30,825		5		4		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県霧島市		462187		鹿児島県		霧島市		建設部建築住宅課		森藤　秀太		0995-45-5111（内線2833）		jyutaku@city.kirishima.lg.jp				9		9		0		0		293		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46218		127487		14,165		2,298		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		46		鹿児島県いちき串木野市		462195		鹿児島県		いちき串木野市		都市計画課		栫　好輝		0996-21-5154		tokei3@city.ichikikushikino.lg.jp				5		5		0		0		300		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46219		31144		6,229		9,633		1		2		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県南さつま市		462209		鹿児島県		南さつま市		建設部　建築住宅課		霜出　直崇		0993-53-2111		kenchi3@city.minamisatsuma.lg.jp				7		7		0		0		200		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		見積りを採用する場合の適切な金額の判断
積算システムの利用（県等で統一したものが出来ないか）		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		積算システムの統一化
設計・積算講習会の実施		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46220		38704		5,529		5,167		3		2		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県志布志市		462217		鹿児島県		志布志市		建設課　都市政策推進室　建築係		奥吉　修也		（０９９）４７４－１１１１（内線４５４）		kentiku@city.shibushi.lg.jp				7		7		0		0		9		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46221		33034		4,719		272		8		7		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県奄美市		462225		鹿児島県		奄美市		建設部建築住宅課		荒垣　重仁		0997－52－1111		saragaki@city.amami.lg.jp				7		5		2		0		1180		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46222		46121		6,589		25,585		3		5		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県南九州市		462233		鹿児島県		南九州市		建築住宅課建築係		村田　拓之		0993-83-2511		kentiku07@city.minamikyushu.lg.jp				5		5		0		0		1114		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		　積算基準・工事監理基準等の講習会実施		0		0		46鹿児島県		46223		39065		7,813		28,517		3		3		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		46		鹿児島県伊佐市		462241		鹿児島県		伊佐市		建設課		徳永　寿夫		0995-26-1376		kenchiku@city.isa.lg.jp				5		5		0		0		563		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46224		29304		5,861		19,212		10		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県姶良市		462250		鹿児島県		姶良市		建設部　建築住宅課		有江・萩原		0995-66-3111（内線191、193）		kenchiku@city.aira.lg.jp				7		7		0		0		1270		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46225		74809		10,687		16,977		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県三島村		463035		鹿児島県		三島村		経済課		立山　剛		099－222－3141		tateyama@vill.mishima.lg.jp				2		2		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46303		418		209		2,392		3		4		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県十島村		463043		鹿児島県		十島村		土木交通課		國生　康弘		099-222-2101		toshima-k@tokara.jp				1		1		0		0		12		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46304		657		657		18,265		2		2		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県さつま町		463922		鹿児島県		さつま町		建設課		髙嶺　礼行		0996-53-1111		kense-kenchi@satsuma-net.jp				2		2		0		0		596		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		人事担当に業務内容が理解されていない		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46392		24109		12,055		24,721		4		4		4		2		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県長島町		464040		鹿児島県		長島町		景観推進課		濵﨑知明		0996-86-1136		keikan07@town.nagashima.lg.jp				2		2		0		0		110		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46404		11105		5,553		9,905		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県湧水町		464520		鹿児島県		湧水町		総務課		水窪 幸樹		0995-74-3111		somu@town.yusui.lg.jp				2		2		0		0		10		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46452		11595		5,798		862		2		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県大崎町		464686		鹿児島県		大崎町		建設課		穂園　洋幸		099-476-1111		kensetsu@town.kagoshima-osaki.lg.jp				2		2		0		0		209		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46468		14215		7,108		14,703		4		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県東串良町		464821		鹿児島県		東串良町		建設課		永峯　弘章		0994-63-3126		kensetsu7@town.higashikushira.lg.jp				0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46482		6802		0		294		1		3		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県錦江町		464902		鹿児島県		錦江町		建設課		笹貫　新一郎		0994-22-3033（直通）		kensetsu-j@town.kinko.lg.jp				0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46490		8987		0		7,789		3		2		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		46		鹿児島県南大隅町		464911		鹿児島県		南大隅町		建設課		堂地		0994-24-3129		dochi@town.minamiosumi.lg.jp				1		1		0		0		50		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46491		8815		8,815		5,672		6		4		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県肝付町		464929		鹿児島県		肝付町		建設課		新地和浩		0994-65-8424		kenchiku@town.kimotsuki.lg.jp				2		2		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46492		17160		8,580		5,828		0		1		0		1		1		0		1		0		1		1

		0		46		鹿児島県中種子町		465011		鹿児島県		中種子町		建設課		古市　幸優		0997-27-1111		naka-kentiku@town.nakatane.lg.jp				1		1		0		0		200		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46501		8696		8,696		22,999		10		5		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県南種子町		465020		鹿児島県		南種子町		建設課		寺田 茂実		0997-26-1111(内線236)		kenchiku1@town.minamitane.lg.jp				2		2		0		0		63		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		・特になし		・特になし		0		0		46鹿児島県		46502		6218		3,109		10,132		5		3		0		0		0		1		1		0		0		0

		0		46		鹿児島県屋久島町		465054		鹿児島県		屋久島町		建設課		課長補佐　松田純治		0997-43-5900		m-doboku02@town.yakushima.lg.jp				1		1		0		0		120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46505		13589		13,589		8,831		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県大和村		465232		鹿児島県		大和村		建設課		伊村　勇治		0997-57-2111		kensetsu@vill.yamato.lg.jp				3		0		0		0		30		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46523		1765		588		16,997		5		2		5		2		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県宇検村		465241		鹿児島県		宇検村		建設課		峯　宏治		０９９７－６７－２２１１		kensetsu@vill.uken.lg.jp				1		1		1		1		50		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46524		1932		1,932		25,880		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県瀬戸内町		465259		鹿児島県		瀬戸内町		建設課　住宅係		静島　秀樹		０９９７－７２－１１１１		kensetsu1@town.setouchi.lg.jp				1		1		0		0		80		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46525		9874		9,874		8,102		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県龍郷町		465275		鹿児島県		龍郷町		地域整備課		元多　美香里		0997-62-3111		chikiseib@town.tatsugo.lg.jp				1		1		0		0		200		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46527		6078		6,078		32,906		3		1		1		2		2		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県喜界町		465291		鹿児島県		喜界町		建設課		今井		0997-65-3691		kensetsu-g1@town.kikai.lg.jp				1		1		1		1		100		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46529		8169		8,169		12,241		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		0		46		鹿児島県徳之島町		465305		鹿児島県		徳之島町		建設課		作城なおみ		0997-82-1111		naomi.sakujyo@tokunoshima-town.org				1		1		0		0		18		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46530		12090		12,090		1,489		4		3		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県天城町		465313		鹿児島県		天城町		建設課		宮山　浩		0997-85-5375		kensetu05@yui-amagi.com				1		1		1		1		200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		0		0		0		0		0		0		0		0		特にありません		特にありません		特にありません		0		0		46鹿児島県		46531		6653		6,653		30,062		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		46		鹿児島県伊仙町		465321		鹿児島県		伊仙町		建設課		伊藤　雄矢		0997-86-3111（内線48）		iken_ju@po5.synapse.ne.jp				1		1		0		0		10		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46532		6844		6,844		1,461		10		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		46		鹿児島県和泊町		465330		鹿児島県		和泊町		土木課		栄　雄紀		0997-84-3520		ysakae@town.wadomari.lg.jp				0		0		0		0		150		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		特にありません。		0		0		0		46鹿児島県		46533		7114		0		21,085		2		1		2		2		0		1		1		1		1		0

		0		46		鹿児島県知名町		465348		鹿児島県		知名町		建設課		英　敬一		０９９７－８４－３１６１		kensetsu2@town.china.lg.jp				0		0		0		0		53		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46534		6806		0		7,787		4		3		2		1		1		1		1		1		1		1

		0		46		鹿児島県与論町		465356		鹿児島県		与論町		建設課		山下　哲博		0997-97-3111		kensetu@town.yoron.lg.jp				0		0		0		0		913		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		46鹿児島県		46535		5327		0		171,391		6		3		2		2		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県うるま市		472131		沖縄県		うるま市		都市計画部　検査課		國場　操		098-965-5605		kensa-ka@city.uruma.lg.jp				9		6		0		1		3948		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		設計委託時に、学校施設整備に精通した有識者による監修業務を委託。		現場条件の相違から、請負者より重機リース料金に係る協議の申し出があり、率計上分の判断に苦慮している。		0		0		0		47沖縄県		47213		116979		12,998		33,750		6		5		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県粟国村		473553		沖縄県		粟国村		経済課		上原　敏靖		098-988-2033		toshi.u@vill.aguni.okinawa.jp				0		0		0		0		817		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		本村は離島で、工事を発注しても辞退等により不調・不落が続き繰越事業となった。		営繕工事を発注しても辞退により応札者がおらず、不調に至ることが多い。また、H26年度繰越を行い、H27年度でも不調が続き工期的に間に合わず、事故繰越は出来ないとの事ですが、今後どの様な対応を行なえば良いのでしょうか。		標準積算と現場の施工実態の乖離により、見積り活用方式の具体的な例及び実績内容等の情報がほしい。		0		47沖縄県		47355		863		0		946,698		5		2		3		1		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県浦添市		472085		沖縄県		浦添市		都市建設部　建築営繕課		山川　義史		098-876-1234（内線4622）		k-eizen@city.urasoe.lg.jp				8		5		2		1		2600		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47208		110351		13,794		23,561		3		4		3		0		1		1		1		1		0		1

		0		47		沖縄県沖縄市		472115		沖縄県		沖縄市		建設部 都市整備室 企画調整担当		平良　伸		０９８－９３９－１２１２　（内線２５１３）		a61plan@city.okinawa.okinawa.jp				29		25		2		2		5000		1		0		1		0		1		1		1		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1		1		適正工期算定基準の策定・公表		1		0		1		0		1		0		1		0		0		急激な建設費高騰で予算超過となり、発注の遅れ等が生じました。		0		0		0		47沖縄県		47211		130249		4,491		38,388		6		7		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県恩納村		473111		沖縄県		恩納村		建設課		平田　学		０９８－９６６－１２０３		h-manabu@vill.onna.okinawa.jp				2		2		0		0		300		0		1		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		設計積算のとき徴収した見積もり金額と、工事の入札のとき業者が徴収した見積もり金額に乖離があった。（メーカー等は自社の資材・工法を採用してもらうために設計のときは安く見積もりを提示し、工事業者には標準価格を提示していた。）		0		0		0		47沖縄県		47311		10144		5,072		29,574		3		4		4		1		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県嘉手納町		473251		沖縄県		嘉手納町		都市建設課		町田　幸枝		098-956-1111（内332）		toshiken@town.kadena.lg.jp				4		4		0		0		450		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		発注担当課で契約事務手続きまで行っている事に疑問を感じている。		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47325		13827		3,457		32,545		7		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県宜野座村		473138		沖縄県		宜野座村		建設課		平田		098-968-8564		daigo-h@vill.ginoza.okinawa.jp				1		1		0		0		39		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47313		5331		5,331		7,316		1		1		2		1		0		1		1		1		1		0

		0		47		沖縄県宜野湾市		472051		沖縄県		宜野湾市		総務部契約検査課		宮城　竜次		098-893-4425		Soumu03@city.ginowan.okinawa.jp				12		10		0		0		2528		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更請求。		0		0		0		47沖縄県		47205		91928		7,661		27,500		5		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県宮古島市		472140		沖縄県		宮古島市		総務部　契約検査課		砂川優昭		０９８０－７６－３１９７		s-masaaki@city.miyakojima.lg.jp				2		2		0		0		1610		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		営繕工事を担当する部署が、建築課以外に各所設置しているので、刊行書や技術資料の他、過去物件の保管も各課で管理しているため、参考にしたい時に統一した対応に難しさを感じる。		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47214		52039		26,020		30,938		4		7		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県国頭村		473014		沖縄県		国頭村		企画商工観光課		嘉味田　朝一		0980-41-2101		kamidatom@vill.kunigami.okinawa.jp				0		0		0		0		420		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47301		5188		0		80,956		5		1		4		1		0		1		1		1		1		0

		0		47		沖縄県今帰仁村		473065		沖縄県		今帰仁村		建設課		平良　成健		０９８０－５６－２２５５		doken3@nakijin.jp				2		2		0		0		173		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		職員の知識や経験が十分ではないことから、基準、要領のノウハウ、書類の作成、確認等いつでも相談可能な窓口の設置を望みます。		0		0		47沖縄県		47306		9257		4,629		18,689		5		1		6		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県座間味村		473545		沖縄県		座間味村		産業振興課		糸嶺　直生		098-987-2312		nao-ii@vill.zamami.okinawa.jp				0		0		0		0		11		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47354		865		0		12,717		4		4		6		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県糸満市		472107		沖縄県		糸満市		建設部建設課		當銘リサ		098-840-8138		tome947@city.itoman.okinawa.jp				0		0		0		0		9		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47210		57320		0		157		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県西原町		473294		沖縄県		西原町		建設部　都市整備課		中谷直人		098-945-5029		nakaya@town.nishihara.okinawa.jp				2		2		0		0		582		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47329		34766		17,383		16,740		5		5		2		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県石垣市		472077		沖縄県		石垣市		建設部　都市建設課		鹿川　栄伸		0980-87-9007		eishin@city.ishigaki.okinawa.jp				4		4		0		0		738		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		鉄骨造の施設を建築したが、同時期に県内において急激に鉄骨資材の需要が高まったため、その確保に苦慮し、工期にも影響した。		国及び県補助金を頂き、事業を実施した場合には、７．で回答したような、予想しえない状況が起こったとき、事業完了時期等については柔軟に対応いただけたらと存じます。		0		0		47沖縄県		47207		46922		11,731		15,728		5		4		3		2		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県多良間村		473758		沖縄県		多良間村		土木建設課		亀川　一成		0980-79-2127		kawanari@vill.tarama.lg.jp				0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47375		1231		0		16,247		1		3		1		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県大宜味村		473022		沖縄県		大宜味村		建設環境課		宮城　福太朗		０９８０－４４－３００８		hukutarou@vill.ogimi.okinawa.jp				3		3		0		0		2000		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47302		3221		1,074		620,925		3		4		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県中城村		473286		沖縄県		中城村		都市建設課		呉屋　克行		098-895-2131		goyakatu@vill.nakagusuku.lg.jp				2		2		0		0		550		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		特に無し		特に無し		0		0		47沖縄県		47328		17680		8,840		31,109		9		6		4		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県渡嘉敷村		473537		沖縄県		渡嘉敷村		経済建設課		新里武広		098-987-2323		doboku@vill.tokashiki.okinawa.jp				0		0		0		0		525		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		0		入札不調　（離島の為、条件悪）		0		0		0		47沖縄県		47353		760		0		690,789		10		2		3		1		3		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県渡名喜村		473561		沖縄県		渡名喜村		経済課		徳元　康志		098-989-2066		keizai@vill.tonaki.okinawa.jp				0		0		0		0		100		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特にありません		特にありません		0		0		47沖縄県		47356		452		0		221,239		8		3		5		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県東村		473031		沖縄県		東村		建設環境課		金城　美鈴		0980-43-2205		misuzu.k@vill.higashi.okinawa.jp				0		0		0		0		80		0		0		1		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47303		1794		0		44,593		4		1		2		0		1		1		1		1		0		1

		0		47		沖縄県読谷村		473243		沖縄県		読谷村		建設経済部土木建設課		知花　辰也		098-982-9200		0				2		1		0		0		200		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1		0		1		1		　他市町村担当者への相談		0		0		0		0		47沖縄県		47324		38200		19,100		5,236		3		3		4		3		3		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県那覇市		472018		沖縄県		那覇市		都市計画部契約検査課		田原　格		098-951-3253（直通）		t-kensa001@neo.city.naha.okinawa.jp				140		100		20		20		9386		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		特になし		特になし		0		0		47沖縄県		47201		315954		2,257		29,707		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県南城市		472158		沖縄県		南城市		土木建築部　都市建設課		當山　和季		098-948-2141		touyama00436@city.nanjo.okinawa.jp				6		6		0		0		99		1		0		1		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		営繕工事を発注するにあたり、当市において設備職がいない事と、営繕工事の件数が少ない為、サポート体制を検討してほしい。		0		0		47沖縄県		47215		39758		6,626		2,490		5		4		5		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県南風原町		473502		沖縄県		南風原町		経済建設部　まちづくり振興課		野原　義幸		098-889-4412		yoshiyuki_n@town.haebaru.okinawa.jp				4		4		0		0		630		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47350		35244		8,811		17,875		3		3		3		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県豊見城市		472123		沖縄県		豊見城市		都市計画部　都市計画課		主任主事　瀬長　健		098-850-5332		toshikeikaku@city.tomigusuku.okinawa.jp				14		5		0		9		2200		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		　市場単価と営繕単価（県単及び物価版等）の開きがあり、入札辞退や不調が発生する。		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		インフレスライドの対応		　営繕工事（積算方法は営繕基準）と土木工事（積算方法は土木基準）を一つの工事で発注する場合の諸経費の計上方法（考え方）。		0		0		47沖縄県		47212		57261		4,090		38,421		6		5		4		0		1		1		1		1		0		1

		0		47		沖縄県北大東村		473588		沖縄県		北大東村		建設課		大城　勇太		０９８－０２３－４４６３		yuuta.o@vill.kitadaito.okinawa.jp				0		0		0		0		2		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47358		665		0		3,008		8		4		8		1		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県北谷町		473260		沖縄県		北谷町		建設経済部		仲地 政人		098-982-7703		nakachi.masato@chatan.jp				6		6		0		0		1098		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47326		27264		4,544		40,273		10		7		8		0		0		1		1		1		0		0

		0		47		沖縄県北中城村		473278		沖縄県		北中城村		建設係		仲宗根　敦		098-935-2233		atsusi-n@vill.kitanakagusuku.lg.jp				2		2		0		0		100		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47327		15951		7,976		6,269		10		4		6		2		2		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県本部町		473081		沖縄県		本部町		建設課		天久　勝紀		０９８０－４７－２１１１		kensetuka@town.motobu.okinawa.jp				2		2		0		0		660		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47308		13870		6,935		47,585		2		2		3		1		0		1		1		1		1		0

		0		47		沖縄県名護市		472093		沖縄県		名護市		建設部　建築住宅課		比嘉　拓馬		0980-53-1212		takuma-h@city.nago.okinawa.jp				15		15		0		0		4550		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		不落の原因に作業員や技術者の確保が困難として、入札を辞退することが多い。		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		下請け業者不足による工程の遅れ等		0		0		0		47沖縄県		47209		60231		4,015		75,542		9		7		4		1		1		1		1		1		1		1

		0		47		沖縄県与那原町		473481		沖縄県		与那原町		まちづくり課		惣慶　朝博		０９８－９４５－７２４４		sokei.t@town.yonabaru.okinawa.jp				1		1		0		0		328		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		47沖縄県		47348		16318		16,318		20,101		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

																																		→合計 ゴウケイ

																						平均 ヘイキン		5		4		1		1		13,461		864		231		508		286		357		610		469		550		549		693		91		該当あり ガイトウ		522		806		862		290		671		236		323		259		91		該当あり ガイトウ		997		344		98		358		282		602		485		208		54		該当あり ガイトウ		269		169		650		24		316		176		521		16		該当あり ガイトウ												平均 ヘイキン		62,804		8,810		54,448

																						最大 サイダイ		140		100		47		35		10,712,324		561		1194		917		1139		1068		815		956		875		876		732		1334		該当なし ガイトウ		903		619		563		1135		754		1189		1102		1166		1334		該当なし ガイトウ		428		1081		1327		1067		1143		823		940		1217		1371		該当なし ガイトウ		1156		1256		775		1401		1109		1249		904		1409		該当なし ガイトウ												最大 サイダイ		877,138		109,651		27,513,989

																						最小 サイショウ		0		0		0		0		0		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		総数 ソウスウ		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		総数 ソウスウ		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		総数 ソウスウ		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		1425		総数 ソウスウ												最小 サイショウ		348		0		0

																						0の個数 コスウ		398		410		1132		1211		78																																																																																														0の個数 コスウ		0		398		93

																						1以下の個数 イカコスウ		564		580		1221		1278



人

野々市町時代のデータ

白岡町時代のデータ

大綱白里町時代のデータ



				団体コード ダンタイ		都道府県名
（漢字） トドウフケンメイカンジ		市区町村名
（漢字） シクチョウソンメイカンジ		都道府県名
（カナ） トドウフケンメイ		市区町村名
（カナ） シクチョウソンメイ

		北海道		010006		北海道				ﾎｯｶｲﾄﾞｳ

		北海道札幌市		011002		北海道		札幌市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｻｯﾎﾟﾛｼ

		北海道函館市		012025		北海道		函館市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾊｺﾀﾞﾃｼ

		北海道小樽市		012033		北海道		小樽市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾀﾙｼ

		北海道旭川市		012041		北海道		旭川市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｻﾋｶﾜｼ

		北海道室蘭市		012050		北海道		室蘭市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾑﾛﾗﾝｼ

		北海道釧路市		012068		北海道		釧路市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸｼﾛｼ

		北海道帯広市		012076		北海道		帯広市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾋﾞﾋﾛｼ

		北海道北見市		012084		北海道		北見市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷﾀﾐｼ

		北海道夕張市		012092		北海道		夕張市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾕｳﾊﾞﾘｼ

		北海道岩見沢市		012106		北海道		岩見沢市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｲﾜﾐｻﾞﾜｼ

		北海道網走市		012114		北海道		網走市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱﾊﾞｼﾘｼ

		北海道留萌市		012122		北海道		留萌市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾙﾓｲｼ

		北海道苫小牧市		012131		北海道		苫小牧市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾏｺﾏｲｼ

		北海道稚内市		012149		北海道		稚内市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾜｯｶﾅｲｼ

		北海道美唄市		012157		北海道		美唄市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾞﾊﾞｲｼ

		北海道芦別市		012165		北海道		芦別市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｼﾍﾞﾂｼ

		北海道江別市		012173		北海道		江別市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴﾍﾞﾂｼ

		北海道赤平市		012181		北海道		赤平市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｶﾋﾞﾗｼ

		北海道紋別市		012190		北海道		紋別市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾓﾝﾍﾞﾂｼ

		北海道士別市		012203		北海道		士別市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾍﾞﾂｼ

		北海道名寄市		012211		北海道		名寄市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅﾖﾛｼ

		北海道三笠市		012220		北海道		三笠市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾐｶｻｼ

		北海道根室市		012238		北海道		根室市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾈﾑﾛｼ

		北海道千歳市		012246		北海道		千歳市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾁﾄｾｼ

		北海道滝川市		012254		北海道		滝川市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾀｷｶﾜｼ

		北海道砂川市		012262		北海道		砂川市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｽﾅｶﾞﾜｼ

		北海道歌志内市		012271		北海道		歌志内市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｳﾀｼﾅｲｼ

		北海道深川市		012289		北海道		深川市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾌｶｶﾞﾜｼ

		北海道富良野市		012297		北海道		富良野市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾌﾗﾉｼ

		北海道登別市		012301		北海道		登別市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂｼ

		北海道恵庭市		012319		北海道		恵庭市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴﾆﾜｼ

		北海道伊達市		012335		北海道		伊達市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾀﾞﾃｼ

		北海道北広島市		012343		北海道		北広島市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷﾀﾋﾛｼﾏｼ

		北海道石狩市		012351		北海道		石狩市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｲｼｶﾘｼ

		北海道北斗市		012360		北海道		北斗市		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾎｸﾄｼ

		北海道当別町		013030		北海道		当別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄｳﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道新篠津村		013048		北海道		新篠津村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾝｼﾉﾂﾑﾗ

		北海道松前町		013315		北海道		松前町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾏﾂﾏｴﾁｮｳ

		北海道福島町		013323		北海道		福島町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾌｸｼﾏﾁｮｳ

		北海道知内町		013331		北海道		知内町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾘｳﾁﾁｮｳ

		北海道木古内町		013340		北海道		木古内町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷｺﾅｲﾁｮｳ

		北海道七飯町		013374		北海道		七飯町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅﾅｴﾁｮｳ

		北海道鹿部町		013439		北海道		鹿部町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼｶﾍﾞﾁｮｳ

		北海道森町		013455		北海道		森町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾓﾘﾏﾁ

		北海道八雲町		013463		北海道		八雲町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾔｸﾓﾁｮｳ

		北海道長万部町		013471		北海道		長万部町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｼｬﾏﾝﾍﾞﾁｮｳ

		北海道江差町		013617		北海道		江差町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴｻｼﾁｮｳ

		北海道上ノ国町		013625		北海道		上ノ国町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾐﾉｸﾆﾁｮｳ

		北海道厚沢部町		013633		北海道		厚沢部町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｯｻﾌﾞﾁｮｳ

		北海道乙部町		013641		北海道		乙部町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾄﾍﾞﾁｮｳ

		北海道奥尻町		013676		北海道		奥尻町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｸｼﾘﾁｮｳ

		北海道今金町		013706		北海道		今金町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｲﾏｶﾈﾁｮｳ

		北海道せたな町		013714		北海道		せたな町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｾﾀﾅﾁｮｳ

		北海道島牧村		013919		北海道		島牧村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾏﾏｷﾑﾗ

		北海道寿都町		013927		北海道		寿都町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｽｯﾂﾁｮｳ

		北海道黒松内町		013935		北海道		黒松内町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸﾛﾏﾂﾅｲﾁｮｳ

		北海道蘭越町		013943		北海道		蘭越町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾗﾝｺｼﾁｮｳ

		北海道ニセコ町		013951		北海道		ニセコ町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾆｾｺﾁｮｳ

		北海道真狩村		013960		北海道		真狩村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾏｯｶﾘﾑﾗ

		北海道留寿都村		013978		北海道		留寿都村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾙｽﾂﾑﾗ

		北海道喜茂別町		013986		北海道		喜茂別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷﾓﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道京極町		013994		北海道		京極町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷｮｳｺﾞｸﾁｮｳ

		北海道倶知安町		014001		北海道		倶知安町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸｯﾁｬﾝﾁｮｳ

		北海道共和町		014010		北海道		共和町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷｮｳﾜﾁｮｳ

		北海道岩内町		014028		北海道		岩内町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｲﾜﾅｲﾁｮｳ

		北海道泊村		014036		北海道		泊村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾏﾘﾑﾗ

		北海道神恵内村		014044		北海道		神恵内村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾓｴﾅｲﾑﾗ

		北海道積丹町		014052		北海道		積丹町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼｬｺﾀﾝﾁｮｳ

		北海道古平町		014061		北海道		古平町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾌﾙﾋﾞﾗﾁｮｳ

		北海道仁木町		014079		北海道		仁木町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾆｷﾁｮｳ

		北海道余市町		014087		北海道		余市町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾖｲﾁﾁｮｳ

		北海道赤井川村		014095		北海道		赤井川村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｶｲｶﾞﾜﾑﾗ

		北海道南幌町		014231		北海道		南幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅﾝﾎﾟﾛﾁｮｳ

		北海道奈井江町		014249		北海道		奈井江町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｲｴﾁｮｳ

		北海道上砂川町		014257		北海道		上砂川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾐｽﾅｶﾞﾜﾁｮｳ

		北海道由仁町		014273		北海道		由仁町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾕﾆﾁｮｳ

		北海道長沼町		014281		北海道		長沼町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶﾞﾇﾏﾁｮｳ

		北海道栗山町		014290		北海道		栗山町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸﾘﾔﾏﾁｮｳ

		北海道月形町		014303		北海道		月形町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾂｷｶﾞﾀﾁｮｳ

		北海道浦臼町		014311		北海道		浦臼町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｳﾗｳｽﾁｮｳ

		北海道新十津川町		014320		北海道		新十津川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾝﾄﾂｶﾜﾁｮｳ

		北海道妹背牛町		014338		北海道		妹背牛町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾓｾｳｼﾁｮｳ

		北海道秩父別町		014346		北海道		秩父別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾁｯﾌﾟﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道雨竜町		014362		北海道		雨竜町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｳﾘｭｳﾁｮｳ

		北海道北竜町		014371		北海道		北竜町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾎｸﾘｭｳﾁｮｳ

		北海道沼田町		014389		北海道		沼田町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾇﾏﾀﾁｮｳ

		北海道鷹栖町		014524		北海道		鷹栖町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾀｶｽﾁｮｳ

		北海道東神楽町		014532		北海道		東神楽町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋｶﾞｼｶｸﾞﾗﾁｮｳ

		北海道当麻町		014541		北海道		当麻町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄｳﾏﾁｮｳ

		北海道比布町		014559		北海道		比布町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾟｯﾌﾟﾁｮｳ

		北海道愛別町		014567		北海道		愛別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｲﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道上川町		014575		北海道		上川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾐｶﾜﾁｮｳ

		北海道東川町		014583		北海道		東川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋｶﾞｼｶﾜﾁｮｳ

		北海道美瑛町		014591		北海道		美瑛町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾞｴｲﾁｮｳ

		北海道上富良野町		014605		北海道		上富良野町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾐﾌﾗﾉﾁｮｳ

		北海道中富良野町		014613		北海道		中富良野町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶﾌﾗﾉﾁｮｳ

		北海道南富良野町		014621		北海道		南富良野町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾐﾅﾐﾌﾗﾉﾁｮｳ

		北海道占冠村		014630		北海道		占冠村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾑｶｯﾌﾟﾑﾗ

		北海道和寒町		014648		北海道		和寒町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾜｯｻﾑﾁｮｳ

		北海道剣淵町		014656		北海道		剣淵町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｹﾝﾌﾞﾁﾁｮｳ

		北海道下川町		014681		北海道		下川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾓｶﾜﾁｮｳ

		北海道美深町		014699		北海道		美深町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾞﾌｶﾁｮｳ

		北海道音威子府村		014702		北海道		音威子府村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾄｲﾈｯﾌﾟﾑﾗ

		北海道中川町		014711		北海道		中川町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶｶﾞﾜﾁｮｳ

		北海道幌加内町		014729		北海道		幌加内町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾎﾛｶﾅｲﾁｮｳ

		北海道増毛町		014818		北海道		増毛町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾏｼｹﾁｮｳ

		北海道小平町		014826		北海道		小平町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾋﾞﾗﾁｮｳ

		北海道苫前町		014834		北海道		苫前町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾏﾏｴﾁｮｳ

		北海道羽幌町		014842		北海道		羽幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾊﾎﾞﾛﾁｮｳ

		北海道初山別村		014851		北海道		初山別村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼｮｻﾝﾍﾞﾂﾑﾗ

		北海道遠別町		014869		北海道		遠別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴﾝﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道天塩町		014877		北海道		天塩町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾃｼｵﾁｮｳ

		北海道猿払村		015113		北海道		猿払村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｻﾙﾌﾂﾑﾗ

		北海道浜頓別町		015121		北海道		浜頓別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾊﾏﾄﾝﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道中頓別町		015130		北海道		中頓別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶﾄﾝﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道枝幸町		015148		北海道		枝幸町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴｻｼﾁｮｳ

		北海道豊富町		015164		北海道		豊富町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾖﾄﾐﾁｮｳ

		北海道礼文町		015172		北海道		礼文町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾚﾌﾞﾝﾁｮｳ

		北海道利尻町		015181		北海道		利尻町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾘｼﾘﾁｮｳ

		北海道利尻富士町		015199		北海道		利尻富士町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾘｼﾘﾌｼﾞﾁｮｳ

		北海道幌延町		015202		北海道		幌延町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾎﾛﾉﾍﾞﾁｮｳ

		北海道美幌町		015431		北海道		美幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾞﾎﾛﾁｮｳ

		北海道津別町		015440		北海道		津別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾂﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道斜里町		015458		北海道		斜里町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼｬﾘﾁｮｳ

		北海道清里町		015466		北海道		清里町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｷﾖｻﾄﾁｮｳ

		北海道小清水町		015474		北海道		小清水町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｺｼﾐｽﾞﾁｮｳ

		北海道訓子府町		015491		北海道		訓子府町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸﾝﾈｯﾌﾟﾁｮｳ

		北海道置戸町		015504		北海道		置戸町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｹﾄﾁｮｳ

		北海道佐呂間町		015521		北海道		佐呂間町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｻﾛﾏﾁｮｳ

		北海道遠軽町		015555		北海道		遠軽町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴﾝｶﾞﾙﾁｮｳ

		北海道湧別町		015598		北海道		湧別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾕｳﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道滝上町		015601		北海道		滝上町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾀｷﾉｳｴﾁｮｳ

		北海道興部町		015610		北海道		興部町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｺｯﾍﾟﾁｮｳ

		北海道西興部村		015628		北海道		西興部村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾆｼｵｺｯﾍﾟﾑﾗ

		北海道雄武町		015636		北海道		雄武町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｳﾑﾁｮｳ

		北海道大空町		015644		北海道		大空町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵｵｿﾞﾗﾁｮｳ

		北海道豊浦町		015717		北海道		豊浦町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾖｳﾗﾁｮｳ

		北海道壮瞥町		015750		北海道		壮瞥町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｿｳﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道白老町		015784		北海道		白老町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾗｵｲﾁｮｳ

		北海道厚真町		015814		北海道		厚真町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱﾂﾏﾁｮｳ

		北海道洞爺湖町		015849		北海道		洞爺湖町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄｳﾔｺﾁｮｳ

		北海道安平町		015857		北海道		安平町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱﾋﾞﾗﾁｮｳ

		北海道むかわ町		015865		北海道		むかわ町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾑｶﾜﾁｮｳ

		北海道日高町		016012		北海道		日高町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾀﾞｶﾁｮｳ

		北海道平取町		016021		北海道		平取町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾞﾗﾄﾘﾁｮｳ

		北海道新冠町		016047		北海道		新冠町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾆｲｶｯﾌﾟﾁｮｳ

		北海道浦河町		016071		北海道		浦河町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｳﾗｶﾜﾁｮｳ

		北海道様似町		016080		北海道		様似町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｻﾏﾆﾁｮｳ

		北海道えりも町		016098		北海道		えりも町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｴﾘﾓﾁｮｳ

		北海道新ひだか町		016101		北海道		新ひだか町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾝﾋﾀﾞｶﾁｮｳ

		北海道音更町		016314		北海道		音更町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｵﾄﾌｹﾁｮｳ

		北海道士幌町		016322		北海道		士幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾎﾛﾁｮｳ

		北海道上士幌町		016331		北海道		上士幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｶﾐｼﾎﾛﾁｮｳ

		北海道鹿追町		016349		北海道		鹿追町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼｶｵｲﾁｮｳ

		北海道新得町		016357		北海道		新得町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾝﾄｸﾁｮｳ

		北海道清水町		016365		北海道		清水町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾐｽﾞﾁｮｳ

		北海道芽室町		016373		北海道		芽室町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾒﾑﾛﾁｮｳ

		北海道中札内村		016381		北海道		中札内村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶｻﾂﾅｲﾑﾗ

		北海道更別村		016390		北海道		更別村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｻﾗﾍﾞﾂﾑﾗ

		北海道大樹町		016411		北海道		大樹町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾀｲｷﾁｮｳ

		北海道広尾町		016420		北海道		広尾町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾋﾛｵﾁｮｳ

		北海道幕別町		016438		北海道		幕別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾏｸﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道池田町		016446		北海道		池田町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｲｹﾀﾞﾁｮｳ

		北海道豊頃町		016454		北海道		豊頃町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾄﾖｺﾛﾁｮｳ

		北海道本別町		016462		北海道		本別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾎﾝﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道足寄町		016471		北海道		足寄町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｼｮﾛﾁｮｳ

		北海道陸別町		016489		北海道		陸別町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾘｸﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道浦幌町		016497		北海道		浦幌町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｳﾗﾎﾛﾁｮｳ

		北海道釧路町		016616		北海道		釧路町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｸｼﾛﾁｮｳ

		北海道厚岸町		016624		北海道		厚岸町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｱｯｹｼﾁｮｳ

		北海道浜中町		016632		北海道		浜中町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾊﾏﾅｶﾁｮｳ

		北海道標茶町		016641		北海道		標茶町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾍﾞﾁｬﾁｮｳ

		北海道弟子屈町		016659		北海道		弟子屈町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾃｼｶｶﾞﾁｮｳ

		北海道鶴居村		016675		北海道		鶴居村		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾂﾙｲﾑﾗ

		北海道白糠町		016683		北海道		白糠町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾗﾇｶﾁｮｳ

		北海道別海町		016918		北海道		別海町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾍﾞﾂｶｲﾁｮｳ

		北海道中標津町		016926		北海道		中標津町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾅｶｼﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道標津町		016934		北海道		標津町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ｼﾍﾞﾂﾁｮｳ

		北海道羅臼町		016942		北海道		羅臼町		ﾎｯｶｲﾄﾞｳ		ﾗｳｽﾁｮｳ

		青森県		020001		青森県				ｱｵﾓﾘｹﾝ

		青森県青森市		022012		青森県		青森市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｱｵﾓﾘｼ

		青森県弘前市		022021		青森県		弘前市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾋﾛｻｷｼ

		青森県八戸市		022039		青森県		八戸市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾊﾁﾉﾍｼ

		青森県黒石市		022047		青森県		黒石市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｸﾛｲｼｼ

		青森県五所川原市		022055		青森県		五所川原市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗｼ

		青森県十和田市		022063		青森県		十和田市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾄﾜﾀﾞｼ

		青森県三沢市		022071		青森県		三沢市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾐｻﾜｼ

		青森県むつ市		022080		青森県		むつ市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾑﾂｼ

		青森県つがる市		022098		青森県		つがる市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾂｶﾞﾙｼ

		青森県平川市		022101		青森県		平川市		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾋﾗｶﾜｼ

		青森県平内町		023019		青森県		平内町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾋﾗﾅｲﾏﾁ

		青森県今別町		023035		青森県		今別町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｲﾏﾍﾞﾂﾏﾁ

		青森県蓬田村		023043		青森県		蓬田村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾖﾓｷﾞﾀﾑﾗ

		青森県外ヶ浜町		023078		青森県		外ヶ浜町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｿﾄｶﾞﾊﾏﾏﾁ

		青森県鰺ヶ沢町		023213		青森県		鰺ヶ沢町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾏﾁ

		青森県深浦町		023230		青森県		深浦町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾌｶｳﾗﾏﾁ

		青森県西目屋村		023434		青森県		西目屋村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾆｼﾒﾔﾑﾗ

		青森県藤崎町		023612		青森県		藤崎町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾌｼﾞｻｷﾏﾁ

		青森県大鰐町		023621		青森県		大鰐町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｵｵﾜﾆﾏﾁ

		青森県田舎館村		023671		青森県		田舎館村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｲﾅｶﾀﾞﾃﾑﾗ

		青森県板柳町		023817		青森県		板柳町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｲﾀﾔﾅｷﾞﾏﾁ

		青森県鶴田町		023841		青森県		鶴田町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾂﾙﾀﾏﾁ

		青森県中泊町		023876		青森県		中泊町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾅｶﾄﾞﾏﾘﾏﾁ

		青森県野辺地町		024015		青森県		野辺地町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾉﾍｼﾞﾏﾁ

		青森県七戸町		024023		青森県		七戸町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｼﾁﾉﾍﾏﾁ

		青森県六戸町		024058		青森県		六戸町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾛｸﾉﾍﾏﾁ

		青森県横浜町		024066		青森県		横浜町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾖｺﾊﾏﾏﾁ

		青森県東北町		024082		青森県		東北町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾄｳﾎｸﾏﾁ

		青森県六ヶ所村		024112		青森県		六ヶ所村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾛｯｶｼｮﾑﾗ

		青森県おいらせ町		024121		青森県		おいらせ町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｵｲﾗｾﾁｮｳ

		青森県大間町		024236		青森県		大間町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｵｵﾏﾏﾁ

		青森県東通村		024244		青森県		東通村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘﾑﾗ

		青森県風間浦村		024252		青森県		風間浦村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｶｻﾞﾏｳﾗﾑﾗ

		青森県佐井村		024261		青森県		佐井村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｻｲﾑﾗ

		青森県三戸町		024414		青森県		三戸町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｻﾝﾉﾍﾏﾁ

		青森県五戸町		024422		青森県		五戸町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｺﾞﾉﾍﾏﾁ

		青森県田子町		024431		青森県		田子町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾀｯｺﾏﾁ

		青森県南部町		024457		青森県		南部町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳ

		青森県階上町		024465		青森県		階上町		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ﾊｼｶﾐﾁｮｳ

		青森県新郷村		024503		青森県		新郷村		ｱｵﾓﾘｹﾝ		ｼﾝｺﾞｳﾑﾗ

		岩手県		030007		岩手県				ｲﾜﾃｹﾝ

		岩手県盛岡市		032018		岩手県		盛岡市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾓﾘｵｶｼ

		岩手県宮古市		032026		岩手県		宮古市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾐﾔｺｼ

		岩手県大船渡市		032034		岩手県		大船渡市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｵｵﾌﾅﾄｼ

		岩手県花巻市		032051		岩手県		花巻市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾊﾅﾏｷｼ

		岩手県北上市		032069		岩手県		北上市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｷﾀｶﾐｼ

		岩手県久慈市		032077		岩手県		久慈市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｸｼﾞｼ

		岩手県遠野市		032085		岩手県		遠野市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾄｵﾉｼ

		岩手県一関市		032093		岩手県		一関市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｲﾁﾉｾｷｼ

		岩手県陸前高田市		032107		岩手県		陸前高田市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀｼ

		岩手県釜石市		032115		岩手県		釜石市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｶﾏｲｼｼ

		岩手県二戸市		032131		岩手県		二戸市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾆﾉﾍｼ

		岩手県八幡平市		032140		岩手県		八幡平市		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼ

		岩手県奥州市		032158		岩手県		奥州市		ｲﾜﾃｹﾝ		ｵｳｼｭｳｼ

		岩手県滝沢市		032166		岩手県		滝沢市 シ		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾀｷｻﾞﾜｼ

		岩手県雫石町		033014		岩手県		雫石町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｼｽﾞｸｲｼﾁｮｳ

		岩手県葛巻町		033022		岩手県		葛巻町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｸｽﾞﾏｷﾏﾁ

		岩手県岩手町		033031		岩手県		岩手町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｲﾜﾃﾏﾁ

		岩手県紫波町		033219		岩手県		紫波町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｼﾜﾁｮｳ

		岩手県矢巾町		033227		岩手県		矢巾町		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾔﾊﾊﾞﾁｮｳ

		岩手県西和賀町		033669		岩手県		西和賀町		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁ

		岩手県金ケ崎町		033812		岩手県		金ケ崎町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｶﾈｶﾞｻｷﾁｮｳ

		岩手県平泉町		034029		岩手県		平泉町		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾋﾗｲｽﾞﾐﾁｮｳ

		岩手県住田町		034410		岩手県		住田町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｽﾐﾀﾁｮｳ

		岩手県大槌町		034614		岩手県		大槌町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｵｵﾂﾁﾁｮｳ

		岩手県山田町		034827		岩手県		山田町		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾔﾏﾀﾞﾏﾁ

		岩手県岩泉町		034835		岩手県		岩泉町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳ

		岩手県田野畑村		034843		岩手県		田野畑村		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾀﾉﾊﾀﾑﾗ

		岩手県普代村		034851		岩手県		普代村		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾌﾀﾞｲﾑﾗ

		岩手県軽米町		035017		岩手県		軽米町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｶﾙﾏｲﾏﾁ

		岩手県野田村		035033		岩手県		野田村		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾉﾀﾞﾑﾗ

		岩手県九戸村		035068		岩手県		九戸村		ｲﾜﾃｹﾝ		ｸﾉﾍﾑﾗ

		岩手県洋野町		035076		岩手県		洋野町		ｲﾜﾃｹﾝ		ﾋﾛﾉﾁｮｳ

		岩手県一戸町		035246		岩手県		一戸町		ｲﾜﾃｹﾝ		ｲﾁﾉﾍﾏﾁ

		宮城県		040002		宮城県				ﾐﾔｷﾞｹﾝ

		宮城県仙台市		041009		宮城県		仙台市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｾﾝﾀﾞｲｼ

		宮城県石巻市		042021		宮城県		石巻市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｲｼﾉﾏｷｼ

		宮城県塩竈市		042030		宮城県		塩竈市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼｵｶﾞﾏｼ

		宮城県気仙沼市		042056		宮城県		気仙沼市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｹｾﾝﾇﾏｼ

		宮城県白石市		042064		宮城県		白石市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼﾛｲｼｼ

		宮城県名取市		042072		宮城県		名取市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾅﾄﾘｼ

		宮城県角田市		042081		宮城県		角田市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｶｸﾀﾞｼ

		宮城県多賀城市		042099		宮城県		多賀城市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾀｶﾞｼﾞｮｳｼ

		宮城県岩沼市		042111		宮城県		岩沼市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｲﾜﾇﾏｼ

		宮城県登米市		042129		宮城県		登米市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾄﾒｼ

		宮城県栗原市		042137		宮城県		栗原市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｸﾘﾊﾗｼ

		宮城県東松島市		042145		宮城県		東松島市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｼ

		宮城県大崎市		042153		宮城県		大崎市		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｵｵｻｷｼ

		宮城県蔵王町		043010		宮城県		蔵王町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｻﾞｵｳﾏﾁ

		宮城県七ヶ宿町		043028		宮城県		七ヶ宿町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼﾁｶｼｭｸﾏﾁ

		宮城県大河原町		043214		宮城県		大河原町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｵｵｶﾞﾜﾗﾏﾁ

		宮城県村田町		043222		宮城県		村田町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾑﾗﾀﾏﾁ

		宮城県柴田町		043231		宮城県		柴田町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼﾊﾞﾀﾏﾁ

		宮城県川崎町		043249		宮城県		川崎町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｶﾜｻｷﾏﾁ

		宮城県丸森町		043419		宮城県		丸森町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾏﾙﾓﾘﾏﾁ

		宮城県亘理町		043613		宮城県		亘理町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾜﾀﾘﾁｮｳ

		宮城県山元町		043621		宮城県		山元町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾔﾏﾓﾄﾁｮｳ

		宮城県松島町		044016		宮城県		松島町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾏﾂｼﾏﾏﾁ

		宮城県七ヶ浜町		044041		宮城県		七ヶ浜町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼﾁｶﾞﾊﾏﾏﾁ

		宮城県利府町		044067		宮城県		利府町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾘﾌﾁｮｳ

		宮城県大和町		044211		宮城県		大和町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾀｲﾜﾁｮｳ

		宮城県大郷町		044229		宮城県		大郷町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｵｵｻﾄﾁｮｳ

		宮城県富谷町		044237		宮城県		富谷町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾄﾐﾔﾏﾁ

		宮城県大衡村		044245		宮城県		大衡村		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｵｵﾋﾗﾑﾗ

		宮城県色麻町		044440		宮城県		色麻町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｼｶﾏﾁｮｳ

		宮城県加美町		044458		宮城県		加美町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｶﾐﾏﾁ

		宮城県涌谷町		045012		宮城県		涌谷町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾜｸﾔﾁｮｳ

		宮城県美里町		045055		宮城県		美里町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾐｻﾄﾏﾁ

		宮城県女川町		045811		宮城県		女川町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ｵﾅｶﾞﾜﾁｮｳ

		宮城県南三陸町		046060		宮城県		南三陸町		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		ﾐﾅﾐｻﾝﾘｸﾁｮｳ

		秋田県		050008		秋田県				ｱｷﾀｹﾝ

		秋田県秋田市		052019		秋田県		秋田市		ｱｷﾀｹﾝ		ｱｷﾀｼ

		秋田県能代市		052027		秋田県		能代市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾉｼﾛｼ

		秋田県横手市		052035		秋田県		横手市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾖｺﾃｼ

		秋田県大館市		052043		秋田県		大館市		ｱｷﾀｹﾝ		ｵｵﾀﾞﾃｼ

		秋田県男鹿市		052060		秋田県		男鹿市		ｱｷﾀｹﾝ		ｵｶﾞｼ

		秋田県湯沢市		052078		秋田県		湯沢市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾕｻﾞﾜｼ

		秋田県鹿角市		052094		秋田県		鹿角市		ｱｷﾀｹﾝ		ｶﾂﾞﾉｼ

		秋田県由利本荘市		052108		秋田県		由利本荘市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼ

		秋田県潟上市		052116		秋田県		潟上市		ｱｷﾀｹﾝ		ｶﾀｶﾞﾐｼ

		秋田県大仙市		052124		秋田県		大仙市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾀﾞｲｾﾝｼ

		秋田県北秋田市		052132		秋田県		北秋田市		ｱｷﾀｹﾝ		ｷﾀｱｷﾀｼ

		秋田県にかほ市		052141		秋田県		にかほ市		ｱｷﾀｹﾝ		ﾆｶﾎｼ

		秋田県仙北市		052159		秋田県		仙北市		ｱｷﾀｹﾝ		ｾﾝﾎﾞｸｼ

		秋田県小坂町		053031		秋田県		小坂町		ｱｷﾀｹﾝ		ｺｻｶﾏﾁ

		秋田県上小阿仁村		053279		秋田県		上小阿仁村		ｱｷﾀｹﾝ		ｶﾐｺｱﾆﾑﾗ

		秋田県藤里町		053465		秋田県		藤里町		ｱｷﾀｹﾝ		ﾌｼﾞｻﾄﾏﾁ

		秋田県三種町		053481		秋田県		三種町		ｱｷﾀｹﾝ		ﾐﾀﾈﾁｮｳ

		秋田県八峰町		053490		秋田県		八峰町		ｱｷﾀｹﾝ		ﾊｯﾎﾟｳﾁｮｳ

		秋田県五城目町		053619		秋田県		五城目町		ｱｷﾀｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳﾒﾏﾁ

		秋田県八郎潟町		053635		秋田県		八郎潟町		ｱｷﾀｹﾝ		ﾊﾁﾛｳｶﾞﾀﾏﾁ

		秋田県井川町		053660		秋田県		井川町		ｱｷﾀｹﾝ		ｲｶﾜﾏﾁ

		秋田県大潟村		053686		秋田県		大潟村		ｱｷﾀｹﾝ		ｵｵｶﾞﾀﾑﾗ

		秋田県美郷町		054348		秋田県		美郷町		ｱｷﾀｹﾝ		ﾐｻﾄﾁｮｳ

		秋田県羽後町		054631		秋田県		羽後町		ｱｷﾀｹﾝ		ｳｺﾞﾏﾁ

		秋田県東成瀬村		054640		秋田県		東成瀬村		ｱｷﾀｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾅﾙｾﾑﾗ

		山形県		060003		山形県				ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ

		山形県山形市		062014		山形県		山形市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾔﾏｶﾞﾀｼ

		山形県米沢市		062022		山形県		米沢市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾖﾈｻﾞﾜｼ

		山形県鶴岡市		062031		山形県		鶴岡市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾂﾙｵｶｼ

		山形県酒田市		062049		山形県		酒田市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｻｶﾀｼ

		山形県新庄市		062057		山形県		新庄市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｼﾝｼﾞｮｳｼ

		山形県寒河江市		062065		山形県		寒河江市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｻｶﾞｴｼ

		山形県上山市		062073		山形県		上山市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾐﾉﾔﾏｼ

		山形県村山市		062081		山形県		村山市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾑﾗﾔﾏｼ

		山形県長井市		062090		山形県		長井市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾅｶﾞｲｼ

		山形県天童市		062103		山形県		天童市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾃﾝﾄﾞｳｼ

		山形県東根市		062111		山形県		東根市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾈｼ

		山形県尾花沢市		062120		山形県		尾花沢市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼ

		山形県南陽市		062138		山形県		南陽市		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾅﾝﾖｳｼ

		山形県山辺町		063011		山形県		山辺町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾔﾏﾉﾍﾞﾏﾁ

		山形県中山町		063029		山形県		中山町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾅｶﾔﾏﾏﾁ

		山形県河北町		063215		山形県		河北町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾎｸﾁｮｳ

		山形県西川町		063223		山形県		西川町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾆｼｶﾜﾏﾁ

		山形県朝日町		063231		山形県		朝日町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｱｻﾋﾏﾁ

		山形県大江町		063240		山形県		大江町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｵｵｴﾏﾁ

		山形県大石田町		063410		山形県		大石田町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｵｵｲｼﾀﾞﾏﾁ

		山形県金山町		063614		山形県		金山町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾈﾔﾏﾏﾁ

		山形県最上町		063622		山形県		最上町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾓｶﾞﾐﾏﾁ

		山形県舟形町		063631		山形県		舟形町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾌﾅｶﾞﾀﾏﾁ

		山形県真室川町		063649		山形県		真室川町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾏﾑﾛｶﾞﾜﾏﾁ

		山形県大蔵村		063657		山形県		大蔵村		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｵｵｸﾗﾑﾗ

		山形県鮭川村		063665		山形県		鮭川村		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｻｹｶﾞﾜﾑﾗ

		山形県戸沢村		063673		山形県		戸沢村		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾄｻﾞﾜﾑﾗ

		山形県高畠町		063819		山形県		高畠町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾀｶﾊﾀﾏﾁ

		山形県川西町		063827		山形県		川西町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾜﾆｼﾏﾁ

		山形県小国町		064017		山形県		小国町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｵｸﾞﾆﾏﾁ

		山形県白鷹町		064025		山形県		白鷹町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｼﾗﾀｶﾏﾁ

		山形県飯豊町		064033		山形県		飯豊町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｲｲﾃﾞﾏﾁ

		山形県三川町		064262		山形県		三川町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾐｶﾜﾏﾁ

		山形県庄内町		064289		山形県		庄内町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ｼﾖｳﾅｲﾏﾁ

		山形県遊佐町		064611		山形県		遊佐町		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		ﾕｻﾞﾏﾁ

		福島県		070009		福島県				ﾌｸｼﾏｹﾝ

		福島県福島市		072010		福島県		福島市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾌｸｼﾏｼ

		福島県会津若松市		072028		福島県		会津若松市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂｼ

		福島県郡山市		072036		福島県		郡山市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｺｵﾘﾔﾏｼ

		福島県いわき市		072044		福島県		いわき市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｲﾜｷｼ

		福島県白河市		072052		福島県		白河市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｼﾗｶﾜｼ

		福島県須賀川市		072079		福島県		須賀川市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｽｶｶﾞﾜｼ

		福島県喜多方市		072087		福島県		喜多方市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｷﾀｶﾀｼ

		福島県相馬市		072095		福島県		相馬市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｿｳﾏｼ

		福島県二本松市		072109		福島県		二本松市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾆﾎﾝﾏﾂｼ

		福島県田村市		072117		福島県		田村市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾀﾑﾗｼ

		福島県南相馬市		072125		福島県		南相馬市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐｿｳﾏｼ

		福島県伊達市		072133		福島県		伊達市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾀﾞﾃｼ

		福島県本宮市		072141		福島県		本宮市		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾓﾄﾐﾔｼ

		福島県桑折町		073016		福島県		桑折町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｺｵﾘﾏﾁ

		福島県国見町		073032		福島県		国見町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｸﾆﾐﾏﾁ

		福島県川俣町		073083		福島県		川俣町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｶﾜﾏﾀﾏﾁ

		福島県大玉村		073229		福島県		大玉村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｵｵﾀﾏﾑﾗ

		福島県鏡石町		073423		福島県		鏡石町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｶｶﾞﾐｲｼﾏﾁ

		福島県天栄村		073440		福島県		天栄村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾃﾝｴｲﾑﾗ

		福島県下郷町		073628		福島県		下郷町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｼﾓｺﾞｳﾏﾁ

		福島県檜枝岐村		073644		福島県		檜枝岐村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾋﾉｴﾏﾀﾑﾗ

		福島県只見町		073679		福島県		只見町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾀﾀﾞﾐﾏﾁ

		福島県南会津町		073687		福島県		南会津町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞﾏﾁ

		福島県北塩原村		074021		福島県		北塩原村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｷﾀｼｵﾊﾞﾗﾑﾗ

		福島県西会津町		074055		福島県		西会津町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾆｼｱｲﾂﾞﾏﾁ

		福島県磐梯町		074071		福島県		磐梯町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾏﾁ

		福島県猪苗代町		074080		福島県		猪苗代町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｲﾅﾜｼﾛﾏﾁ

		福島県会津坂下町		074217		福島県		会津坂下町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｱｲﾂﾞﾊﾞﾝｹﾞﾏﾁ

		福島県湯川村		074225		福島県		湯川村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾕｶﾞﾜﾑﾗ

		福島県柳津町		074233		福島県		柳津町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾔﾅｲﾂﾞﾏﾁ

		福島県三島町		074446		福島県		三島町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾐｼﾏﾏﾁ

		福島県金山町		074454		福島県		金山町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｶﾈﾔﾏﾏﾁ

		福島県昭和村		074462		福島県		昭和村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｼｮｳﾜﾑﾗ

		福島県会津美里町		074471		福島県		会津美里町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｱｲﾂﾞﾐｻﾄﾏﾁ

		福島県西郷村		074616		福島県		西郷村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾆｼｺﾞｳﾑﾗ

		福島県泉崎村		074641		福島県		泉崎村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｲｽﾞﾐｻﾞｷﾑﾗ

		福島県中島村		074659		福島県		中島村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾅｶｼﾞﾏﾑﾗ

		福島県矢吹町		074667		福島県		矢吹町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾔﾌﾞｷﾏﾁ

		福島県棚倉町		074811		福島県		棚倉町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾀﾅｸﾞﾗﾏﾁ

		福島県矢祭町		074829		福島県		矢祭町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾔﾏﾂﾘﾏﾁ

		福島県塙町		074837		福島県		塙町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾊﾅﾜﾏﾁ

		福島県鮫川村		074845		福島県		鮫川村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｻﾒｶﾞﾜﾑﾗ

		福島県石川町		075019		福島県		石川町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｲｼｶﾜﾏﾁ

		福島県玉川村		075027		福島県		玉川村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾀﾏｶﾜﾑﾗ

		福島県平田村		075035		福島県		平田村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾋﾗﾀﾑﾗ

		福島県浅川町		075043		福島県		浅川町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｱｻｶﾜﾏﾁ

		福島県古殿町		075051		福島県		古殿町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾌﾙﾄﾞﾉﾏﾁ

		福島県三春町		075213		福島県		三春町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾊﾙﾏﾁ

		福島県小野町		075221		福島県		小野町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｵﾉﾏﾁ

		福島県広野町		075418		福島県		広野町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾋﾛﾉﾏﾁ

		福島県楢葉町		075426		福島県		楢葉町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾅﾗﾊﾏﾁ

		福島県富岡町		075434		福島県		富岡町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾄﾐｵｶﾏﾁ

		福島県川内村		075442		福島県		川内村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｶﾜｳﾁﾑﾗ

		福島県大熊町		075451		福島県		大熊町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｵｵｸﾏﾏﾁ

		福島県双葉町		075469		福島県		双葉町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾌﾀﾊﾞﾏﾁ

		福島県浪江町		075477		福島県		浪江町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ﾅﾐｴﾏﾁ

		福島県葛尾村		075485		福島県		葛尾村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｶﾂﾗｵﾑﾗ

		福島県新地町		075612		福島県		新地町		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｼﾝﾁﾏﾁ

		福島県飯舘村		075647		福島県		飯舘村		ﾌｸｼﾏｹﾝ		ｲｲﾀﾃﾑﾗ

		茨城県		080004		茨城県				ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ

		茨城県水戸市		082015		茨城県		水戸市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾐﾄｼ

		茨城県日立市		082023		茨城県		日立市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾋﾀﾁｼ

		茨城県土浦市		082031		茨城県		土浦市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾂﾁｳﾗｼ

		茨城県古河市		082040		茨城県		古河市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｺｶﾞｼ

		茨城県石岡市		082058		茨城県		石岡市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｲｼｵｶｼ

		茨城県結城市		082074		茨城県		結城市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾕｳｷｼ

		茨城県龍ケ崎市		082082		茨城県		龍ケ崎市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾘｭｳｶﾞｻｷｼ

		茨城県下妻市		082104		茨城県		下妻市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｼﾓﾂﾏｼ

		茨城県常総市		082112		茨城県		常総市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｼﾞｮｳｿｳｼ

		茨城県常陸太田市		082121		茨城県		常陸太田市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾋﾀﾁｵｵﾀｼ

		茨城県高萩市		082147		茨城県		高萩市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾀｶﾊｷﾞｼ

		茨城県北茨城市		082155		茨城県		北茨城市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｷﾀｲﾊﾞﾗｷｼ

		茨城県笠間市		082163		茨城県		笠間市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｶｻﾏｼ

		茨城県取手市		082171		茨城県		取手市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾄﾘﾃﾞｼ

		茨城県牛久市		082198		茨城県		牛久市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｳｼｸｼ

		茨城県つくば市		082201		茨城県		つくば市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾂｸﾊﾞｼ

		茨城県ひたちなか市		082210		茨城県		ひたちなか市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾋﾀﾁﾅｶｼ

		茨城県鹿嶋市		082228		茨城県		鹿嶋市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｶｼﾏｼ

		茨城県潮来市		082236		茨城県		潮来市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｲﾀｺｼ

		茨城県守谷市		082244		茨城県		守谷市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾓﾘﾔｼ

		茨城県常陸大宮市		082252		茨城県		常陸大宮市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾋﾀﾁｵｵﾐﾔｼ

		茨城県那珂市		082261		茨城県		那珂市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾅｶｼ

		茨城県筑西市		082279		茨城県		筑西市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾁｸｾｲｼ

		茨城県坂東市		082287		茨城県		坂東市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼ

		茨城県稲敷市		082295		茨城県		稲敷市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｲﾅｼｷｼ

		茨城県かすみがうら市		082309		茨城県		かすみがうら市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｶｽﾐｶﾞｳﾗｼ

		茨城県桜川市		082317		茨城県		桜川市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｻｸﾗｶﾞﾜｼ

		茨城県神栖市		082325		茨城県		神栖市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｶﾐｽｼ

		茨城県行方市		082333		茨城県		行方市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾅﾒｶﾞﾀｼ

		茨城県鉾田市		082341		茨城県		鉾田市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾎｺﾀｼ

		茨城県つくばみらい市		082350		茨城県		つくばみらい市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾂｸﾊﾞﾐﾗｲｼ

		茨城県小美玉市		082368		茨城県		小美玉市		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｵﾐﾀﾏｼ

		茨城県茨城町		083020		茨城県		茨城町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｲﾊﾞﾗｷﾏﾁ

		茨城県大洗町		083097		茨城県		大洗町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｵｵｱﾗｲﾏﾁ

		茨城県城里町		083101		茨城県		城里町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｼﾛｻﾄﾏﾁ

		茨城県東海村		083411		茨城県		東海村		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾄｳｶｲﾑﾗ

		茨城県大子町		083640		茨城県		大子町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾀﾞｲｺﾞﾏﾁ

		茨城県美浦村		084425		茨城県		美浦村		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾐﾎﾑﾗ

		茨城県阿見町		084433		茨城県		阿見町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｱﾐﾏﾁ

		茨城県河内町		084476		茨城県		河内町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｶﾜﾁﾏﾁ

		茨城県八千代町		085219		茨城県		八千代町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾔﾁﾖﾏﾁ

		茨城県五霞町		085421		茨城県		五霞町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｺﾞｶﾏﾁ

		茨城県境町		085464		茨城県		境町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ｻｶｲﾏﾁ

		茨城県利根町		085642		茨城県		利根町		ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ		ﾄﾈﾏﾁ

		栃木県		090000		栃木県				ﾄﾁｷﾞｹﾝ

		栃木県宇都宮市		092011		栃木県		宇都宮市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｳﾂﾉﾐﾔｼ

		栃木県足利市		092029		栃木県		足利市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｱｼｶｶﾞｼ

		栃木県栃木市		092037		栃木県		栃木市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾄﾁｷﾞｼ

		栃木県佐野市		092045		栃木県		佐野市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｻﾉｼ

		栃木県鹿沼市		092053		栃木県		鹿沼市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｶﾇﾏｼ

		栃木県日光市		092061		栃木県		日光市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾆｯｺｳｼ

		栃木県小山市		092088		栃木県		小山市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｵﾔﾏｼ

		栃木県真岡市		092096		栃木県		真岡市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾓｵｶｼ

		栃木県大田原市		092100		栃木県		大田原市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｵｵﾀﾜﾗｼ

		栃木県矢板市		092118		栃木県		矢板市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾔｲﾀｼ

		栃木県那須塩原市		092134		栃木県		那須塩原市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾅｽｼｵﾊﾞﾗｼ

		栃木県さくら市		092142		栃木県		さくら市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｻｸﾗｼ

		栃木県那須烏山市		092151		栃木県		那須烏山市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾅｽｶﾗｽﾔﾏｼ

		栃木県下野市		092169		栃木県		下野市		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｼﾓﾂｹｼ

		栃木県上三川町		093017		栃木県		上三川町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｶﾐﾉｶﾜﾏﾁ

		栃木県益子町		093424		栃木県		益子町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾏｼｺﾏﾁ

		栃木県茂木町		093432		栃木県		茂木町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾓﾃｷﾞﾏﾁ

		栃木県市貝町		093441		栃木県		市貝町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｲﾁｶｲﾏﾁ

		栃木県芳賀町		093459		栃木県		芳賀町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾊｶﾞﾏﾁ

		栃木県壬生町		093611		栃木県		壬生町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾐﾌﾞﾏﾁ

		栃木県野木町		093645		栃木県		野木町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾉｷﾞﾏﾁ

		栃木県塩谷町		093840		栃木県		塩谷町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ｼｵﾔﾏﾁ

		栃木県高根沢町		093866		栃木県		高根沢町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾀｶﾈｻﾞﾜﾏﾁ

		栃木県那須町		094072		栃木県		那須町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾅｽﾏﾁ

		栃木県那珂川町		094111		栃木県		那珂川町		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		ﾅｶｶﾞﾜﾏﾁ

		群馬県		100005		群馬県				ｸﾞﾝﾏｹﾝ

		群馬県前橋市		102016		群馬県		前橋市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾏｴﾊﾞｼｼ

		群馬県高崎市		102024		群馬県		高崎市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾀｶｻｷｼ

		群馬県桐生市		102032		群馬県		桐生市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｷﾘｭｳｼ

		群馬県伊勢崎市		102041		群馬県		伊勢崎市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｲｾｻｷｼ

		群馬県太田市		102059		群馬県		太田市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｵｵﾀｼ

		群馬県沼田市		102067		群馬県		沼田市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾇﾏﾀｼ

		群馬県館林市		102075		群馬県		館林市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾀﾃﾊﾞﾔｼｼ

		群馬県渋川市		102083		群馬県		渋川市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｼﾌﾞｶﾜｼ

		群馬県藤岡市		102091		群馬県		藤岡市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾌｼﾞｵｶｼ

		群馬県富岡市		102105		群馬県		富岡市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾄﾐｵｶｼ

		群馬県安中市		102113		群馬県		安中市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｱﾝﾅｶｼ

		群馬県みどり市		102121		群馬県		みどり市		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾐﾄﾞﾘｼ

		群馬県榛東村		103446		群馬県		榛東村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｼﾝﾄｳﾑﾗ

		群馬県吉岡町		103454		群馬県		吉岡町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾖｼｵｶﾏﾁ

		群馬県上野村		103667		群馬県		上野村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｳｴﾉﾑﾗ

		群馬県神流町		103675		群馬県		神流町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｶﾝﾅﾏﾁ

		群馬県下仁田町		103829		群馬県		下仁田町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｼﾓﾆﾀﾏﾁ

		群馬県南牧村		103837		群馬県		南牧村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾅﾝﾓｸﾑﾗ

		群馬県甘楽町		103845		群馬県		甘楽町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｶﾝﾗﾏﾁ

		群馬県中之条町		104213		群馬県		中之条町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾅｶﾉｼﾞﾖｳﾏﾁ

		群馬県長野原町		104248		群馬県		長野原町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾅｶﾞﾉﾊﾗﾏﾁ

		群馬県嬬恋村		104256		群馬県		嬬恋村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾂﾏｺﾞｲﾑﾗ

		群馬県草津町		104264		群馬県		草津町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｸｻﾂﾏﾁ

		群馬県高山村		104281		群馬県		高山村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾀｶﾔﾏﾑﾗ

		群馬県東吾妻町		104299		群馬県		東吾妻町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼｱｶﾞﾂﾏﾏﾁ

		群馬県片品村		104434		群馬県		片品村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｶﾀｼﾅﾑﾗ

		群馬県川場村		104442		群馬県		川場村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｶﾜﾊﾞﾑﾗ

		群馬県昭和村		104485		群馬県		昭和村		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｼｮｳﾜﾑﾗ

		群馬県みなかみ町		104493		群馬県		みなかみ町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾐﾅｶﾐﾏﾁ

		群馬県玉村町		104647		群馬県		玉村町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾀﾏﾑﾗﾏﾁ

		群馬県板倉町		105210		群馬県		板倉町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｲﾀｸﾗﾏﾁ

		群馬県明和町		105228		群馬県		明和町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾒｲﾜﾏﾁ

		群馬県千代田町		105236		群馬県		千代田町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ﾁﾖﾀﾞﾏﾁ

		群馬県大泉町		105244		群馬県		大泉町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｵｵｲｽﾞﾐﾏﾁ

		群馬県邑楽町		105252		群馬県		邑楽町		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		ｵｳﾗﾏﾁ

		埼玉県		110001		埼玉県				ｻｲﾀﾏｹﾝ

		埼玉県さいたま市		111007		埼玉県		さいたま市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｻｲﾀﾏｼ

		埼玉県川越市		112011		埼玉県		川越市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶﾜｺﾞｴｼ

		埼玉県熊谷市		112020		埼玉県		熊谷市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｸﾏｶﾞﾔｼ

		埼玉県川口市		112038		埼玉県		川口市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶﾜｸﾞﾁｼ

		埼玉県行田市		112062		埼玉県		行田市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｷﾞﾖｳﾀﾞｼ

		埼玉県秩父市		112071		埼玉県		秩父市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾁﾁﾌﾞｼ

		埼玉県所沢市		112089		埼玉県		所沢市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾄｺﾛｻﾞﾜｼ

		埼玉県飯能市		112097		埼玉県		飯能市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾊﾝﾉｳｼ

		埼玉県加須市		112101		埼玉県		加須市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶｿﾞｼ

		埼玉県本庄市		112119		埼玉県		本庄市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾎﾝｼﾞﾖｳｼ

		埼玉県東松山市		112127		埼玉県		東松山市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼ

		埼玉県春日部市		112143		埼玉県		春日部市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶｽｶﾍﾞｼ

		埼玉県狭山市		112151		埼玉県		狭山市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｻﾔﾏｼ

		埼玉県羽生市		112160		埼玉県		羽生市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾊﾆﾕｳｼ

		埼玉県鴻巣市		112178		埼玉県		鴻巣市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｺｳﾉｽｼ

		埼玉県深谷市		112186		埼玉県		深谷市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾌｶﾔｼ

		埼玉県上尾市		112194		埼玉県		上尾市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｱｹﾞｵｼ

		埼玉県草加市		112216		埼玉県		草加市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｿｳｶｼ

		埼玉県越谷市		112224		埼玉県		越谷市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｺｼｶﾞﾔｼ

		埼玉県蕨市		112232		埼玉県		蕨市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾜﾗﾋﾞｼ

		埼玉県戸田市		112241		埼玉県		戸田市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾄﾀﾞｼ

		埼玉県入間市		112259		埼玉県		入間市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｲﾙﾏｼ

		埼玉県朝霞市		112275		埼玉県		朝霞市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｱｻｶｼ

		埼玉県志木市		112283		埼玉県		志木市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｼｷｼ

		埼玉県和光市		112291		埼玉県		和光市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾜｺｳｼ

		埼玉県新座市		112305		埼玉県		新座市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾆｲｻﾞｼ

		埼玉県桶川市		112313		埼玉県		桶川市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｵｹｶﾞﾜｼ

		埼玉県久喜市		112321		埼玉県		久喜市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｸｷｼ

		埼玉県北本市		112330		埼玉県		北本市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｷﾀﾓﾄｼ

		埼玉県八潮市		112348		埼玉県		八潮市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾔｼｵｼ

		埼玉県富士見市		112356		埼玉県		富士見市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾌｼﾞﾐｼ

		埼玉県三郷市		112372		埼玉県		三郷市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾐｻﾄｼ

		埼玉県蓮田市		112381		埼玉県		蓮田市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾊｽﾀﾞｼ

		埼玉県坂戸市		112399		埼玉県		坂戸市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｻｶﾄﾞｼ

		埼玉県幸手市		112402		埼玉県		幸手市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｻｯﾃｼ

		埼玉県鶴ヶ島市		112411		埼玉県		鶴ヶ島市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾂﾙｶﾞｼﾏｼ

		埼玉県日高市		112429		埼玉県		日高市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾋﾀﾞｶｼ

		埼玉県吉川市		112437		埼玉県		吉川市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾖｼｶﾜｼ

		埼玉県ふじみ野市		112453		埼玉県		ふじみ野市		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾌｼﾞﾐﾉｼ

		埼玉県白岡市		112461		埼玉県		白岡市 シラオカシ		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｼﾗｵｶｼ

		埼玉県伊奈町		113018		埼玉県		伊奈町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｲﾅﾏﾁ

		埼玉県三芳町		113247		埼玉県		三芳町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾐﾖｼﾏﾁ

		埼玉県毛呂山町		113263		埼玉県		毛呂山町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾓﾛﾔﾏﾏﾁ

		埼玉県越生町		113271		埼玉県		越生町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｵｺﾞｾﾏﾁ

		埼玉県滑川町		113417		埼玉県		滑川町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾅﾒｶﾞﾜﾏﾁ

		埼玉県嵐山町		113425		埼玉県		嵐山町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾗﾝｻﾞﾝﾏﾁ

		埼玉県小川町		113433		埼玉県		小川町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｵｶﾞﾜﾏﾁ

		埼玉県川島町		113468		埼玉県		川島町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶﾜｼﾞﾏﾏﾁ

		埼玉県吉見町		113476		埼玉県		吉見町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾖｼﾐﾏﾁ

		埼玉県鳩山町		113484		埼玉県		鳩山町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾊﾄﾔﾏﾏﾁ

		埼玉県ときがわ町		113492		埼玉県		ときがわ町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾄｷｶﾞﾜﾏﾁ

		埼玉県横瀬町		113611		埼玉県		横瀬町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾖｺｾﾞﾏﾁ

		埼玉県皆野町		113620		埼玉県		皆野町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾐﾅﾉﾏﾁ

		埼玉県長瀞町		113638		埼玉県		長瀞町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾅｶﾞﾄﾛﾏﾁ

		埼玉県小鹿野町		113654		埼玉県		小鹿野町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｵｶﾞﾉﾏﾁ

		埼玉県東秩父村		113697		埼玉県		東秩父村		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾁﾁﾌﾞﾑﾗ

		埼玉県美里町		113816		埼玉県		美里町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾐｻﾄﾏﾁ

		埼玉県神川町		113832		埼玉県		神川町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶﾐｶﾜﾏﾁ

		埼玉県上里町		113859		埼玉県		上里町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｶﾐｻﾄﾏﾁ

		埼玉県寄居町		114081		埼玉県		寄居町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾖﾘｲﾏﾁ

		埼玉県宮代町		114421		埼玉県		宮代町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾐﾔｼﾛﾏﾁ

		埼玉県杉戸町		114642		埼玉県		杉戸町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ｽｷﾞﾄﾏﾁ

		埼玉県松伏町		114651		埼玉県		松伏町		ｻｲﾀﾏｹﾝ		ﾏﾂﾌﾞｼﾏﾁ

		千葉県		120006		千葉県				ﾁﾊﾞｹﾝ

		千葉県千葉市		121002		千葉県		千葉市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾁﾊﾞｼ

		千葉県銚子市		122025		千葉県		銚子市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾁｮｳｼｼ

		千葉県市川市		122033		千葉県		市川市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｲﾁｶﾜｼ

		千葉県船橋市		122041		千葉県		船橋市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾌﾅﾊﾞｼｼ

		千葉県館山市		122050		千葉県		館山市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾀﾃﾔﾏｼ

		千葉県木更津市		122068		千葉県		木更津市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｷｻﾗﾂﾞｼ

		千葉県松戸市		122076		千葉県		松戸市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾏﾂﾄﾞｼ

		千葉県野田市		122084		千葉県		野田市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾉﾀﾞｼ

		千葉県茂原市		122106		千葉県		茂原市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾓﾊﾞﾗｼ

		千葉県成田市		122114		千葉県		成田市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾅﾘﾀｼ

		千葉県佐倉市		122122		千葉県		佐倉市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｻｸﾗｼ

		千葉県東金市		122131		千葉県		東金市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾄｳｶﾞﾈｼ

		千葉県旭市		122157		千葉県		旭市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｱｻﾋｼ

		千葉県習志野市		122165		千葉県		習志野市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾅﾗｼﾉｼ

		千葉県柏市		122173		千葉県		柏市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｶｼﾜｼ

		千葉県勝浦市		122181		千葉県		勝浦市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｶﾂｳﾗｼ

		千葉県市原市		122190		千葉県		市原市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｲﾁﾊﾗｼ

		千葉県流山市		122203		千葉県		流山市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾅｶﾞﾚﾔﾏｼ

		千葉県八千代市		122211		千葉県		八千代市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾔﾁﾖｼ

		千葉県我孫子市		122220		千葉県		我孫子市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｱﾋﾞｺｼ

		千葉県鴨川市		122238		千葉県		鴨川市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｶﾓｶﾞﾜｼ

		千葉県鎌ケ谷市		122246		千葉県		鎌ケ谷市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｶﾏｶﾞﾔｼ

		千葉県君津市		122254		千葉県		君津市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｷﾐﾂｼ

		千葉県富津市		122262		千葉県		富津市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾌｯﾂｼ

		千葉県浦安市		122271		千葉県		浦安市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｳﾗﾔｽｼ

		千葉県四街道市		122289		千葉県		四街道市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾖﾂｶｲﾄﾞｳｼ

		千葉県袖ケ浦市		122297		千葉県		袖ケ浦市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｿﾃﾞｶﾞｳﾗｼ

		千葉県八街市		122301		千葉県		八街市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾔﾁﾏﾀｼ

		千葉県印西市		122319		千葉県		印西市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｲﾝｻﾞｲｼ

		千葉県白井市		122327		千葉県		白井市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｼﾛｲｼ

		千葉県富里市		122335		千葉県		富里市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾄﾐｻﾄｼ

		千葉県南房総市		122343		千葉県		南房総市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｼ

		千葉県匝瑳市		122351		千葉県		匝瑳市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｿｳｻｼ

		千葉県香取市		122360		千葉県		香取市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｶﾄﾘｼ

		千葉県山武市		122378		千葉県		山武市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｻﾝﾑｼ

		千葉県いすみ市		122386		千葉県		いすみ市		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｲｽﾐｼ

		千葉県大網白里市		122394		千葉県		大網白里市 シ		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｵｵｱﾐｼﾗｻﾄｼ

		千葉県酒々井町		123226		千葉県		酒々井町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｼｽｲﾏﾁ

		千葉県栄町		123293		千葉県		栄町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｻｶｴﾏﾁ

		千葉県神崎町		123421		千葉県		神崎町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｺｳｻﾞｷﾏﾁ

		千葉県多古町		123471		千葉県		多古町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾀｺﾏﾁ

		千葉県東庄町		123498		千葉県		東庄町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾄｳﾉｼｮｳﾏﾁ

		千葉県九十九里町		124036		千葉県		九十九里町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｸｼﾞﾕｳｸﾘﾏﾁ

		千葉県芝山町		124095		千葉県		芝山町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｼﾊﾞﾔﾏﾏﾁ

		千葉県横芝光町		124109		千葉県		横芝光町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾖｺｼﾊﾞﾋｶﾘﾏﾁ

		千葉県一宮町		124214		千葉県		一宮町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｲﾁﾉﾐﾔﾏﾁ

		千葉県睦沢町		124222		千葉県		睦沢町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾑﾂｻﾞﾜﾏﾁ

		千葉県長生村		124231		千葉県		長生村		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾁｮｳｾｲﾑﾗ

		千葉県白子町		124249		千葉県		白子町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｼﾗｺﾏﾁ

		千葉県長柄町		124265		千葉県		長柄町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾅｶﾞﾗﾏﾁ

		千葉県長南町		124273		千葉県		長南町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ﾁｮｳﾅﾝﾏﾁ

		千葉県大多喜町		124419		千葉県		大多喜町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｵｵﾀｷﾏﾁ

		千葉県御宿町		124435		千葉県		御宿町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｵﾝｼﾞﾕｸﾏﾁ

		千葉県鋸南町		124630		千葉県		鋸南町		ﾁﾊﾞｹﾝ		ｷﾖﾅﾝﾏﾁ

		東京都		130001		東京都				ﾄｳｷｮｳﾄ

		東京都千代田区		131016		東京都		千代田区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾁﾖﾀﾞｸ

		東京都中央区		131024		東京都		中央区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾁｭｳｵｳｸ

		東京都港区		131032		東京都		港区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾐﾅﾄｸ

		東京都新宿区		131041		東京都		新宿区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｼﾝｼﾞｭｸｸ

		東京都文京区		131059		東京都		文京区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾌﾞﾝｷｮｳｸ

		東京都台東区		131067		東京都		台東区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾀｲﾄｳｸ

		東京都墨田区		131075		東京都		墨田区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｽﾐﾀﾞｸ

		東京都江東区		131083		東京都		江東区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺｳﾄｳｸ

		東京都品川区		131091		東京都		品川区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｼﾅｶﾞﾜｸ

		東京都目黒区		131105		東京都		目黒区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾒｸﾞﾛｸ

		東京都大田区		131113		東京都		大田区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｵｵﾀｸ

		東京都世田谷区		131121		東京都		世田谷区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｾﾀｶﾞﾔｸ

		東京都渋谷区		131130		東京都		渋谷区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｼﾌﾞﾔｸ

		東京都中野区		131148		東京都		中野区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾅｶﾉｸ

		東京都杉並区		131156		東京都		杉並区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｽｷﾞﾅﾐｸ

		東京都豊島区		131164		東京都		豊島区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾄｼﾏｸ

		東京都北区		131172		東京都		北区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｷﾀｸ

		東京都荒川区		131181		東京都		荒川区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｱﾗｶﾜｸ

		東京都板橋区		131199		東京都		板橋区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｲﾀﾊﾞｼｸ

		東京都練馬区		131202		東京都		練馬区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾈﾘﾏｸ

		東京都足立区		131211		東京都		足立区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｱﾀﾞﾁｸ

		東京都葛飾区		131229		東京都		葛飾区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｶﾂｼｶｸ

		東京都江戸川区		131237		東京都		江戸川区		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｴﾄﾞｶﾞﾜｸ

		東京都八王子市		132012		東京都		八王子市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾊﾁｵｳｼﾞｼ

		東京都立川市		132021		東京都		立川市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾀﾁｶﾜｼ

		東京都武蔵野市		132039		東京都		武蔵野市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾑｻｼﾉｼ

		東京都三鷹市		132047		東京都		三鷹市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾐﾀｶｼ

		東京都青梅市		132055		東京都		青梅市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｵｳﾒｼ

		東京都府中市		132063		東京都		府中市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾌﾁｭｳｼ

		東京都昭島市		132071		東京都		昭島市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｱｷｼﾏｼ

		東京都調布市		132080		東京都		調布市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾁｮｳﾌｼ

		東京都町田市		132098		東京都		町田市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾏﾁﾀﾞｼ

		東京都小金井市		132101		東京都		小金井市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺｶﾞﾈｲｼ

		東京都小平市		132110		東京都		小平市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺﾀﾞｲﾗｼ

		東京都日野市		132128		東京都		日野市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋﾉｼ

		東京都東村山市		132136		東京都		東村山市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｼ

		東京都国分寺市		132144		東京都		国分寺市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺｸﾌﾞﾝｼﾞｼ

		東京都国立市		132152		東京都		国立市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｸﾆﾀﾁｼ

		東京都福生市		132187		東京都		福生市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾌｯｻｼ

		東京都狛江市		132195		東京都		狛江市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺﾏｴｼ

		東京都東大和市		132209		東京都		東大和市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋｶﾞｼﾔﾏﾄｼ

		東京都清瀬市		132217		東京都		清瀬市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｷﾖｾｼ

		東京都東久留米市		132225		東京都		東久留米市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋｶﾞｼｸﾙﾒｼ

		東京都武蔵村山市		132233		東京都		武蔵村山市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾑｻｼﾑﾗﾔﾏｼ

		東京都多摩市		132241		東京都		多摩市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾀﾏｼ

		東京都稲城市		132250		東京都		稲城市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｲﾅｷﾞｼ

		東京都羽村市		132276		東京都		羽村市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾊﾑﾗｼ

		東京都あきる野市		132284		東京都		あきる野市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｱｷﾙﾉｼ

		東京都西東京市		132292		東京都		西東京市		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾆｼﾄｳｷｮｳｼ

		東京都瑞穂町		133035		東京都		瑞穂町		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾐｽﾞﾎﾏﾁ

		東京都日の出町		133051		東京都		日の出町		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋﾉﾃﾞﾏﾁ

		東京都檜原村		133078		東京都		檜原村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾋﾉﾊﾗﾑﾗ

		東京都奥多摩町		133086		東京都		奥多摩町		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｵｸﾀﾏﾏﾁ

		東京都大島町		133612		東京都		大島町		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｵｵｼﾏﾏﾁ

		東京都利島村		133621		東京都		利島村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾄｼﾏﾑﾗ

		東京都新島村		133639		東京都		新島村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾆｲｼﾞﾏﾑﾗ

		東京都神津島村		133647		東京都		神津島村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｺｳﾂﾞｼﾏﾑﾗ

		東京都三宅村		133817		東京都		三宅村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾐﾔｹﾑﾗ

		東京都御蔵島村		133825		東京都		御蔵島村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾐｸﾗｼﾞﾏﾑﾗ

		東京都八丈町		134015		東京都		八丈町		ﾄｳｷｮｳﾄ		ﾊﾁｼﾞｮｳﾏﾁ

		東京都青ヶ島村		134023		東京都		青ヶ島村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｱｵｶﾞｼﾏﾑﾗ

		東京都小笠原村		134210		東京都		小笠原村		ﾄｳｷｮｳﾄ		ｵｶﾞｻﾜﾗﾑﾗ

		神奈川県		140007		神奈川県				ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ

		神奈川県横浜市		141003		神奈川県		横浜市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾖｺﾊﾏｼ

		神奈川県川崎市		141305		神奈川県		川崎市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｶﾜｻｷｼ

		神奈川県相模原市		141500		神奈川県		相模原市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｻｶﾞﾐﾊﾗｼ

		神奈川県横須賀市		142018		神奈川県		横須賀市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾖｺｽｶｼ

		神奈川県平塚市		142034		神奈川県		平塚市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾋﾗﾂｶｼ

		神奈川県鎌倉市		142042		神奈川県		鎌倉市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｶﾏｸﾗｼ

		神奈川県藤沢市		142051		神奈川県		藤沢市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾌｼﾞｻﾜｼ

		神奈川県小田原市		142069		神奈川県		小田原市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｵﾀﾞﾜﾗｼ

		神奈川県茅ヶ崎市		142077		神奈川県		茅ヶ崎市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾁｶﾞｻｷｼ

		神奈川県逗子市		142085		神奈川県		逗子市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｽﾞｼｼ

		神奈川県三浦市		142107		神奈川県		三浦市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾐｳﾗｼ

		神奈川県秦野市		142115		神奈川県		秦野市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾊﾀﾞﾉｼ

		神奈川県厚木市		142123		神奈川県		厚木市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｱﾂｷﾞｼ

		神奈川県大和市		142131		神奈川県		大和市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾔﾏﾄｼ

		神奈川県伊勢原市		142140		神奈川県		伊勢原市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｲｾﾊﾗｼ

		神奈川県海老名市		142158		神奈川県		海老名市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｴﾋﾞﾅｼ

		神奈川県座間市		142166		神奈川県		座間市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｻﾞﾏｼ

		神奈川県南足柄市		142174		神奈川県		南足柄市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗｼ

		神奈川県綾瀬市		142182		神奈川県		綾瀬市		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｱﾔｾｼ

		神奈川県葉山町		143014		神奈川県		葉山町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾊﾔﾏﾏﾁ

		神奈川県寒川町		143219		神奈川県		寒川町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｻﾑｶﾜﾏﾁ

		神奈川県大磯町		143413		神奈川県		大磯町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｵｵｲｿﾏﾁ

		神奈川県二宮町		143421		神奈川県		二宮町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾆﾉﾐﾔﾏﾁ

		神奈川県中井町		143618		神奈川県		中井町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾅｶｲﾏﾁ

		神奈川県大井町		143626		神奈川県		大井町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｵｵｲﾏﾁ

		神奈川県松田町		143634		神奈川県		松田町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾏﾂﾀﾞﾏﾁ

		神奈川県山北町		143642		神奈川県		山北町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾔﾏｷﾀﾏﾁ

		神奈川県開成町		143669		神奈川県		開成町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｶｲｾｲﾏﾁ

		神奈川県箱根町		143821		神奈川県		箱根町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾊｺﾈﾏﾁ

		神奈川県真鶴町		143839		神奈川県		真鶴町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾏﾅﾂﾙﾏﾁ

		神奈川県湯河原町		143847		神奈川県		湯河原町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ﾕｶﾞﾜﾗﾏﾁ

		神奈川県愛川町		144011		神奈川県		愛川町		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｱｲｶﾜﾏﾁ

		神奈川県清川村		144029		神奈川県		清川村		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		ｷﾖｶﾜﾑﾗ

		新潟県		150002		新潟県				ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ

		新潟県新潟市		151009		新潟県		新潟市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾆｲｶﾞﾀｼ

		新潟県長岡市		152021		新潟県		長岡市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾅｶﾞｵｶｼ

		新潟県三条市		152048		新潟県		三条市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｻﾝｼﾞｮｳｼ

		新潟県柏崎市		152056		新潟県		柏崎市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｶｼﾜｻﾞｷｼ

		新潟県新発田市		152064		新潟県		新発田市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｼﾊﾞﾀｼ

		新潟県小千谷市		152081		新潟県		小千谷市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｵﾁﾞﾔｼ

		新潟県加茂市		152099		新潟県		加茂市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾓｼ

		新潟県十日町市		152102		新潟県		十日町市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾄｵｶﾏﾁｼ

		新潟県見附市		152111		新潟県		見附市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾐﾂｹｼ

		新潟県村上市		152129		新潟県		村上市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾑﾗｶﾐｼ

		新潟県燕市		152137		新潟県		燕市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾂﾊﾞﾒｼ

		新潟県糸魚川市		152161		新潟県		糸魚川市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｲﾄｲｶﾞﾜｼ

		新潟県妙高市		152170		新潟県		妙高市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾐｮｳｺｳｼ

		新潟県五泉市		152188		新潟県		五泉市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｺﾞｾﾝｼ

		新潟県上越市		152226		新潟県		上越市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｼﾞｮｳｴﾂｼ

		新潟県阿賀野市		152234		新潟県		阿賀野市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｱｶﾞﾉｼ

		新潟県佐渡市		152242		新潟県		佐渡市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｻﾄﾞｼ

		新潟県魚沼市		152251		新潟県		魚沼市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｳｵﾇﾏｼ

		新潟県南魚沼市		152269		新潟県		南魚沼市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾐﾅﾐｳｵﾇﾏｼ

		新潟県胎内市		152277		新潟県		胎内市		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾀｲﾅｲｼ

		新潟県聖籠町		153079		新潟県		聖籠町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｾｲﾛｳﾏﾁ

		新潟県弥彦村		153427		新潟県		弥彦村		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾔﾋｺﾑﾗ

		新潟県田上町		153613		新潟県		田上町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾀｶﾞﾐﾏﾁ

		新潟県阿賀町		153851		新潟県		阿賀町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｱｶﾞﾏﾁ

		新潟県出雲崎町		154059		新潟県		出雲崎町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｲｽﾞﾓｻﾞｷﾏﾁ

		新潟県湯沢町		154610		新潟県		湯沢町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾕｻﾞﾜﾏﾁ

		新潟県津南町		154822		新潟県		津南町		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ﾂﾅﾝﾏﾁ

		新潟県刈羽村		155047		新潟県		刈羽村		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｶﾘﾜﾑﾗ

		新潟県関川村		155811		新潟県		関川村		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｾｷｶﾜﾑﾗ

		新潟県粟島浦村		155861		新潟県		粟島浦村		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		ｱﾜｼﾏｳﾗﾑﾗ

		富山県		160008		富山県				ﾄﾔﾏｹﾝ

		富山県富山市		162019		富山県		富山市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾄﾔﾏｼ

		富山県高岡市		162027		富山県		高岡市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾀｶｵｶｼ

		富山県魚津市		162043		富山県		魚津市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｳｵﾂﾞｼ

		富山県氷見市		162051		富山県		氷見市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾋﾐｼ

		富山県滑川市		162060		富山県		滑川市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾅﾒﾘｶﾜｼ

		富山県黒部市		162078		富山県		黒部市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｸﾛﾍﾞｼ

		富山県砺波市		162086		富山県		砺波市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾄﾅﾐｼ

		富山県小矢部市		162094		富山県		小矢部市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｵﾔﾍﾞｼ

		富山県南砺市		162108		富山県		南砺市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾅﾝﾄｼ

		富山県射水市		162116		富山県		射水市		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｲﾐｽﾞｼ

		富山県舟橋村		163210		富山県		舟橋村		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾌﾅﾊｼﾑﾗ

		富山県上市町		163228		富山県		上市町		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｶﾐｲﾁﾏﾁ

		富山県立山町		163236		富山県		立山町		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾀﾃﾔﾏﾏﾁ

		富山県入善町		163422		富山県		入善町		ﾄﾔﾏｹﾝ		ﾆｭｳｾﾞﾝﾏﾁ

		富山県朝日町		163431		富山県		朝日町		ﾄﾔﾏｹﾝ		ｱｻﾋﾏﾁ

		石川県		170003		石川県				ｲｼｶﾜｹﾝ

		石川県金沢市		172014		石川県		金沢市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｶﾅｻﾞﾜｼ

		石川県七尾市		172022		石川県		七尾市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾅﾅｵｼ

		石川県小松市		172031		石川県		小松市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｺﾏﾂｼ

		石川県輪島市		172049		石川県		輪島市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾜｼﾞﾏｼ

		石川県珠洲市		172057		石川県		珠洲市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｽｽﾞｼ

		石川県加賀市		172065		石川県		加賀市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｶｶﾞｼ

		石川県羽咋市		172073		石川県		羽咋市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾊｸｲｼ

		石川県かほく市		172090		石川県		かほく市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｶﾎｸｼ

		石川県白山市		172103		石川県		白山市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾊｸｻﾝｼ

		石川県能美市		172111		石川県		能美市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾉﾐｼ

		石川県野々市市		172120		石川県		野々市市		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾉﾉｲﾁｼ

		石川県川北町		173240		石川県		川北町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｶﾜｷﾀﾏﾁ

		石川県津幡町		173614		石川県		津幡町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾂﾊﾞﾀﾏﾁ

		石川県内灘町		173657		石川県		内灘町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｳﾁﾅﾀﾞﾏﾁ

		石川県志賀町		173843		石川県		志賀町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｼｶﾏﾁ

		石川県宝達志水町		173860		石川県		宝達志水町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾎｳﾀﾞﾂｼﾐｽﾞﾁｮｳ

		石川県中能登町		174076		石川県		中能登町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾅｶﾉﾄﾏﾁ

		石川県穴水町		174611		石川県		穴水町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ｱﾅﾐｽﾞﾏﾁ

		石川県能登町		174637		石川県		能登町		ｲｼｶﾜｹﾝ		ﾉﾄﾁｮｳ

		福井県		180009		福井県				ﾌｸｲｹﾝ

		福井県福井市		182010		福井県		福井市		ﾌｸｲｹﾝ		ﾌｸｲｼ

		福井県敦賀市		182028		福井県		敦賀市		ﾌｸｲｹﾝ		ﾂﾙｶﾞｼ

		福井県小浜市		182044		福井県		小浜市		ﾌｸｲｹﾝ		ｵﾊﾞﾏｼ

		福井県大野市		182052		福井県		大野市		ﾌｸｲｹﾝ		ｵｵﾉｼ

		福井県勝山市		182061		福井県		勝山市		ﾌｸｲｹﾝ		ｶﾂﾔﾏｼ

		福井県鯖江市		182079		福井県		鯖江市		ﾌｸｲｹﾝ		ｻﾊﾞｴｼ

		福井県あわら市		182087		福井県		あわら市		ﾌｸｲｹﾝ		ｱﾜﾗｼ

		福井県越前市		182095		福井県		越前市		ﾌｸｲｹﾝ		ｴﾁｾﾞﾝｼ

		福井県坂井市		182109		福井県		坂井市		ﾌｸｲｹﾝ		ｻｶｲｼ

		福井県永平寺町		183229		福井県		永平寺町		ﾌｸｲｹﾝ		ｴｲﾍｲｼﾞﾁｮｳ

		福井県池田町		183822		福井県		池田町		ﾌｸｲｹﾝ		ｲｹﾀﾞﾁｮｳ

		福井県南越前町		184047		福井県		南越前町		ﾌｸｲｹﾝ		ﾐﾅﾐｴﾁｾﾞﾝﾁｮｳ

		福井県越前町		184233		福井県		越前町		ﾌｸｲｹﾝ		ｴﾁｾﾞﾝﾁｮｳ

		福井県美浜町		184420		福井県		美浜町		ﾌｸｲｹﾝ		ﾐﾊﾏﾁｮｳ

		福井県高浜町		184811		福井県		高浜町		ﾌｸｲｹﾝ		ﾀｶﾊﾏﾁｮｳ

		福井県おおい町		184837		福井県		おおい町		ﾌｸｲｹﾝ		ｵｵｲﾁｮｳ

		福井県若狭町		185019		福井県		若狭町		ﾌｸｲｹﾝ		ﾜｶｻﾁｮｳ

		山梨県		190004		山梨県				ﾔﾏﾅｼｹﾝ

		山梨県甲府市		192015		山梨県		甲府市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｺｳﾌｼ

		山梨県富士吉田市		192023		山梨県		富士吉田市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｼ

		山梨県都留市		192040		山梨県		都留市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾂﾙｼ

		山梨県山梨市		192058		山梨県		山梨市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾔﾏﾅｼｼ

		山梨県大月市		192066		山梨県		大月市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｵｵﾂｷｼ

		山梨県韮崎市		192074		山梨県		韮崎市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾆﾗｻｷｼ

		山梨県南アルプス市		192082		山梨県		南アルプス市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽｼ

		山梨県北杜市		192091		山梨県		北杜市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾎｸﾄｼ

		山梨県甲斐市		192104		山梨県		甲斐市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｶｲｼ

		山梨県笛吹市		192112		山梨県		笛吹市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾌｴﾌｷｼ

		山梨県上野原市		192121		山梨県		上野原市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｳｴﾉﾊﾗｼ

		山梨県甲州市		192139		山梨県		甲州市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｺｳｼｭｳｼ

		山梨県中央市		192147		山梨県		中央市		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾁｭｳｵｳｼ

		山梨県市川三郷町		193461		山梨県		市川三郷町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｲﾁｶﾜﾐｻﾄﾁｮｳ

		山梨県早川町		193640		山梨県		早川町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾊﾔｶﾜﾁｮｳ

		山梨県身延町		193658		山梨県		身延町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾐﾉﾌﾞﾁｮｳ

		山梨県南部町		193666		山梨県		南部町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳ

		山梨県富士川町		193682		山梨県		富士川町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾌｼﾞｶﾜﾁｮｳ

		山梨県昭和町		193844		山梨県		昭和町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｼｮｳﾜﾁｮｳ

		山梨県道志村		194221		山梨県		道志村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾄﾞｳｼﾑﾗ

		山梨県西桂町		194239		山梨県		西桂町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾆｼｶﾂﾗﾁｮｳ

		山梨県忍野村		194247		山梨県		忍野村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｵｼﾉﾑﾗ

		山梨県山中湖村		194255		山梨県		山中湖村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾔﾏﾅｶｺﾑﾗ

		山梨県鳴沢村		194298		山梨県		鳴沢村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾅﾙｻﾜﾑﾗ

		山梨県富士河口湖町		194301		山梨県		富士河口湖町		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾌｼﾞｶﾜｸﾞﾁｺﾏﾁ

		山梨県小菅村		194425		山梨県		小菅村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ｺｽｹﾞﾑﾗ

		山梨県丹波山村		194433		山梨県		丹波山村		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		ﾀﾊﾞﾔﾏﾑﾗ

		長野県		200000		長野県				ﾅｶﾞﾉｹﾝ

		長野県長野市		202011		長野県		長野市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾅｶﾞﾉｼ

		長野県松本市		202029		長野県		松本市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾏﾂﾓﾄｼ

		長野県上田市		202037		長野県		上田市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｳｴﾀﾞｼ

		長野県岡谷市		202045		長野県		岡谷市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｶﾔｼ

		長野県飯田市		202053		長野県		飯田市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｲﾀﾞｼ

		長野県諏訪市		202061		長野県		諏訪市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｽﾜｼ

		長野県須坂市		202070		長野県		須坂市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｽｻﾞｶｼ

		長野県小諸市		202088		長野県		小諸市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｺﾓﾛｼ

		長野県伊那市		202096		長野県		伊那市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲﾅｼ

		長野県駒ヶ根市		202100		長野県		駒ヶ根市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｺﾏｶﾞﾈｼ

		長野県中野市		202118		長野県		中野市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾅｶﾉｼ

		長野県大町市		202126		長野県		大町市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｵﾏﾁｼ

		長野県飯山市		202134		長野県		飯山市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｲﾔﾏｼ

		長野県茅野市		202142		長野県		茅野市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾁﾉｼ

		長野県塩尻市		202151		長野県		塩尻市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｼｵｼﾞﾘｼ

		長野県佐久市		202177		長野県		佐久市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｻｸｼ

		長野県千曲市		202185		長野県		千曲市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾁｸﾏｼ

		長野県東御市		202193		長野県		東御市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾄｳﾐｼ

		長野県安曇野市		202207		長野県		安曇野市		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱﾂﾞﾐﾉｼ

		長野県小海町		203033		長野県		小海町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｺｳﾐﾏﾁ

		長野県川上村		203041		長野県		川上村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｶﾜｶﾐﾑﾗ

		長野県南牧村		203050		長野県		南牧村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾅﾐﾏｷﾑﾗ

		長野県南相木村		203068		長野県		南相木村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾅﾐｱｲｷﾑﾗ

		長野県北相木村		203076		長野県		北相木村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｷﾀｱｲｷﾑﾗ

		長野県佐久穂町		203092		長野県		佐久穂町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｻｸﾎﾏﾁ

		長野県軽井沢町		203211		長野県		軽井沢町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｶﾙｲｻﾞﾜﾏﾁ

		長野県御代田町		203238		長野県		御代田町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾖﾀﾏﾁ

		長野県立科町		203246		長野県		立科町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾀﾃｼﾅﾏﾁ

		長野県青木村		203491		長野県		青木村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱｵｷﾑﾗ

		長野県長和町		203505		長野県		長和町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾅｶﾞﾜﾏﾁ

		長野県下諏訪町		203611		長野県		下諏訪町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｼﾓｽﾜﾏﾁ

		長野県富士見町		203629		長野県		富士見町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾌｼﾞﾐﾏﾁ

		長野県原村		203637		長野県		原村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾊﾗﾑﾗ

		長野県辰野町		203823		長野県		辰野町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾀﾂﾉﾏﾁ

		長野県箕輪町		203831		長野県		箕輪町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾉﾜﾏﾁ

		長野県飯島町		203840		長野県		飯島町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｲｼﾞﾏﾏﾁ

		長野県南箕輪村		203858		長野県		南箕輪村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾑﾗ

		長野県中川村		203866		長野県		中川村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾅｶｶﾞﾜﾑﾗ

		長野県宮田村		203882		長野県		宮田村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾐﾔﾀﾞﾑﾗ

		長野県松川町		204021		長野県		松川町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾏﾂｶﾜﾏﾁ

		長野県高森町		204030		長野県		高森町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾀｶﾓﾘﾏﾁ

		長野県阿南町		204048		長野県		阿南町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱﾅﾝﾁｮｳ

		長野県阿智村		204072		長野県		阿智村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱﾁﾑﾗ

		長野県平谷村		204099		長野県		平谷村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾋﾗﾔﾑﾗ

		長野県根羽村		204102		長野県		根羽村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾈﾊﾞﾑﾗ

		長野県下條村		204111		長野県		下條村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｼﾓｼﾞｮｳﾑﾗ

		長野県売木村		204129		長野県		売木村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｳﾙｷﾞﾑﾗ

		長野県天龍村		204137		長野県		天龍村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾃﾝﾘｭｳﾑﾗ

		長野県泰阜村		204145		長野県		泰阜村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾔｽｵｶﾑﾗ

		長野県喬木村		204153		長野県		喬木村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾀｶｷﾞﾑﾗ

		長野県豊丘村		204161		長野県		豊丘村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾄﾖｵｶﾑﾗ

		長野県大鹿村		204170		長野県		大鹿村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｵｼｶﾑﾗ

		長野県上松町		204226		長野県		上松町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱｹﾞﾏﾂﾏﾁ

		長野県南木曽町		204234		長野県		南木曽町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾅｷﾞｿﾏﾁ

		長野県木祖村		204251		長野県		木祖村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｷｿﾑﾗ

		長野県王滝村		204293		長野県		王滝村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｳﾀｷﾑﾗ

		長野県大桑村		204307		長野県		大桑村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｵｸﾜﾑﾗ

		長野県木曽町		204323		長野県		木曽町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｷｿﾏﾁ

		長野県麻績村		204463		長野県		麻績村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵﾐﾑﾗ

		長野県生坂村		204480		長野県		生坂村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｸｻｶﾑﾗ

		長野県山形村		204501		長野県		山形村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾔﾏｶﾞﾀﾑﾗ

		長野県朝日村		204510		長野県		朝日村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｱｻﾋﾑﾗ

		長野県筑北村		204528		長野県		筑北村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾁｸﾎｸﾑﾗ

		長野県池田町		204811		長野県		池田町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｹﾀﾞﾏﾁ

		長野県松川村		204820		長野県		松川村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾏﾂｶﾜﾑﾗ

		長野県白馬村		204854		長野県		白馬村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾊｸﾊﾞﾑﾗ

		長野県小谷村		204862		長野県		小谷村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵﾀﾘﾑﾗ

		長野県坂城町		205214		長野県		坂城町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｻｶｷﾏﾁ

		長野県小布施町		205419		長野県		小布施町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵﾌﾞｾﾏﾁ

		長野県高山村		205435		長野県		高山村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾀｶﾔﾏﾑﾗ

		長野県山ノ内町		205613		長野県		山ノ内町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾔﾏﾉｳﾁﾏﾁ

		長野県木島平村		205621		長野県		木島平村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾑﾗ

		長野県野沢温泉村		205630		長野県		野沢温泉村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝﾑﾗ

		長野県信濃町		205834		長野県		信濃町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｼﾅﾉﾏﾁ

		長野県小川村		205885		長野県		小川村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｵｶﾞﾜﾑﾗ

		長野県飯綱町		205907		長野県		飯綱町		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｲｲﾂﾞﾅﾏﾁ

		長野県栄村		206024		長野県		栄村		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		ｻｶｴﾑﾗ

		岐阜県		210005		岐阜県				ｷﾞﾌｹﾝ

		岐阜県岐阜市		212016		岐阜県		岐阜市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｷﾞﾌｼ

		岐阜県大垣市		212024		岐阜県		大垣市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｵｵｶﾞｷｼ

		岐阜県高山市		212032		岐阜県		高山市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾀｶﾔﾏｼ

		岐阜県多治見市		212041		岐阜県		多治見市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾀｼﾞﾐｼ

		岐阜県関市		212059		岐阜県		関市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｾｷｼ

		岐阜県中津川市		212067		岐阜県		中津川市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾅｶﾂｶﾞﾜｼ

		岐阜県美濃市		212075		岐阜県		美濃市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾐﾉｼ

		岐阜県瑞浪市		212083		岐阜県		瑞浪市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾐｽﾞﾅﾐｼ

		岐阜県羽島市		212091		岐阜県		羽島市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾊｼﾏｼ

		岐阜県恵那市		212105		岐阜県		恵那市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｴﾅｼ

		岐阜県美濃加茂市		212113		岐阜県		美濃加茂市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾐﾉｶﾓｼ

		岐阜県土岐市		212121		岐阜県		土岐市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾄｷｼ

		岐阜県各務原市		212130		岐阜県		各務原市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｶｶﾐｶﾞﾊﾗｼ

		岐阜県可児市		212148		岐阜県		可児市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｶﾆｼ

		岐阜県山県市		212156		岐阜県		山県市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾔﾏｶﾞﾀｼ

		岐阜県瑞穂市		212164		岐阜県		瑞穂市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾐｽﾞﾎｼ

		岐阜県飛騨市		212172		岐阜県		飛騨市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾋﾀﾞｼ

		岐阜県本巣市		212181		岐阜県		本巣市		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾓﾄｽｼ

		岐阜県郡上市		212199		岐阜県		郡上市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｸﾞｼﾞｮｳｼ

		岐阜県下呂市		212202		岐阜県		下呂市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｹﾞﾛｼ

		岐阜県海津市		212211		岐阜県		海津市		ｷﾞﾌｹﾝ		ｶｲﾂﾞｼ

		岐阜県岐南町		213021		岐阜県		岐南町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｷﾞﾅﾝﾁｮｳ

		岐阜県笠松町		213039		岐阜県		笠松町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｶｻﾏﾂﾁｮｳ

		岐阜県養老町		213411		岐阜県		養老町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾖｳﾛｳﾁｮｳ

		岐阜県垂井町		213616		岐阜県		垂井町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾀﾙｲﾁｮｳ

		岐阜県関ケ原町		213624		岐阜県		関ケ原町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｾｷｶﾞﾊﾗﾁｮｳ

		岐阜県神戸町		213811		岐阜県		神戸町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｺﾞｳﾄﾞﾁｮｳ

		岐阜県輪之内町		213829		岐阜県		輪之内町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾜﾉｳﾁﾁｮｳ

		岐阜県安八町		213837		岐阜県		安八町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｱﾝﾊﾟﾁﾁｮｳ

		岐阜県揖斐川町		214019		岐阜県		揖斐川町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｲﾋﾞｶﾞﾜﾁｮｳ

		岐阜県大野町		214035		岐阜県		大野町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｵｵﾉﾁｮｳ

		岐阜県池田町		214043		岐阜県		池田町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｲｹﾀﾞﾁｮｳ

		岐阜県北方町		214213		岐阜県		北方町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｷﾀｶﾞﾀﾁｮｳ

		岐阜県坂祝町		215015		岐阜県		坂祝町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｻｶﾎｷﾞﾁｮｳ

		岐阜県富加町		215023		岐阜県		富加町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾄﾐｶﾁｮｳ

		岐阜県川辺町		215031		岐阜県		川辺町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｶﾜﾍﾞﾁｮｳ

		岐阜県七宗町		215040		岐阜県		七宗町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾋﾁｿｳﾁｮｳ

		岐阜県八百津町		215058		岐阜県		八百津町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾔｵﾂﾁｮｳ

		岐阜県白川町		215066		岐阜県		白川町		ｷﾞﾌｹﾝ		ｼﾗｶﾜﾁｮｳ

		岐阜県東白川村		215074		岐阜県		東白川村		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜﾑﾗ

		岐阜県御嵩町		215210		岐阜県		御嵩町		ｷﾞﾌｹﾝ		ﾐﾀｹﾁｮｳ

		岐阜県白川村		216046		岐阜県		白川村		ｷﾞﾌｹﾝ		ｼﾗｶﾜﾑﾗ

		静岡県		220001		静岡県				ｼｽﾞｵｶｹﾝ

		静岡県静岡市		221007		静岡県		静岡市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｼｽﾞｵｶｼ

		静岡県浜松市		221309		静岡県		浜松市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾊﾏﾏﾂｼ

		静岡県沼津市		222038		静岡県		沼津市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾇﾏﾂﾞｼ

		静岡県熱海市		222054		静岡県		熱海市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｱﾀﾐｼ

		静岡県三島市		222062		静岡県		三島市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾐｼﾏｼ

		静岡県富士宮市		222071		静岡県		富士宮市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾌｼﾞﾉﾐﾔｼ

		静岡県伊東市		222089		静岡県		伊東市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｲﾄｳｼ

		静岡県島田市		222097		静岡県		島田市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｼﾏﾀﾞｼ

		静岡県富士市		222101		静岡県		富士市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾌｼﾞｼ

		静岡県磐田市		222119		静岡県		磐田市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｲﾜﾀｼ

		静岡県焼津市		222127		静岡県		焼津市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾔｲﾂﾞｼ

		静岡県掛川市		222135		静岡県		掛川市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｶｹｶﾞﾜｼ

		静岡県藤枝市		222143		静岡県		藤枝市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾌｼﾞｴﾀﾞｼ

		静岡県御殿場市		222151		静岡県		御殿場市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｺﾞﾃﾝﾊﾞｼ

		静岡県袋井市		222160		静岡県		袋井市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾌｸﾛｲｼ

		静岡県下田市		222194		静岡県		下田市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｼﾓﾀﾞｼ

		静岡県裾野市		222208		静岡県		裾野市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｽｿﾉｼ

		静岡県湖西市		222216		静岡県		湖西市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｺｻｲｼ

		静岡県伊豆市		222224		静岡県		伊豆市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｲｽﾞｼ

		静岡県御前崎市		222232		静岡県		御前崎市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｵﾏｴｻﾞｷｼ

		静岡県菊川市		222241		静岡県		菊川市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｷｸｶﾞﾜｼ

		静岡県伊豆の国市		222259		静岡県		伊豆の国市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｲｽﾞﾉｸﾆｼ

		静岡県牧之原市		222267		静岡県		牧之原市		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾏｷﾉﾊﾗｼ

		静岡県東伊豆町		223018		静岡県		東伊豆町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾁｮｳ

		静岡県河津町		223026		静岡県		河津町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｶﾜﾂﾞﾁｮｳ

		静岡県南伊豆町		223042		静岡県		南伊豆町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾐﾅﾐｲｽﾞﾁｮｳ

		静岡県松崎町		223051		静岡県		松崎町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾏﾂｻﾞｷﾁｮｳ

		静岡県西伊豆町		223069		静岡県		西伊豆町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾆｼｲｽﾞﾁｮｳ

		静岡県函南町		223255		静岡県		函南町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｶﾝﾅﾐﾁｮｳ

		静岡県清水町		223417		静岡県		清水町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｼﾐｽﾞﾁｮｳ

		静岡県長泉町		223425		静岡県		長泉町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾅｶﾞｲｽﾞﾐﾁｮｳ

		静岡県小山町		223441		静岡県		小山町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｵﾔﾏﾁｮｳ

		静岡県吉田町		224243		静岡県		吉田町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾖｼﾀﾞﾁｮｳ

		静岡県川根本町		224294		静岡県		川根本町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ｶﾜﾈﾎﾝﾁｮｳ

		静岡県森町		224618		静岡県		森町		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		ﾓﾘﾏﾁ

		愛知県		230006		愛知県				ｱｲﾁｹﾝ

		愛知県名古屋市		231002		愛知県		名古屋市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾅｺﾞﾔｼ

		愛知県豊橋市		232017		愛知県		豊橋市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖﾊｼｼ

		愛知県岡崎市		232025		愛知県		岡崎市		ｱｲﾁｹﾝ		ｵｶｻﾞｷｼ

		愛知県一宮市		232033		愛知県		一宮市		ｱｲﾁｹﾝ		ｲﾁﾉﾐﾔｼ

		愛知県瀬戸市		232041		愛知県		瀬戸市		ｱｲﾁｹﾝ		ｾﾄｼ

		愛知県半田市		232050		愛知県		半田市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾊﾝﾀﾞｼ

		愛知県春日井市		232068		愛知県		春日井市		ｱｲﾁｹﾝ		ｶｽｶﾞｲｼ

		愛知県豊川市		232076		愛知県		豊川市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖｶﾜｼ

		愛知県津島市		232084		愛知県		津島市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾂｼﾏｼ

		愛知県碧南市		232092		愛知県		碧南市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾍｷﾅﾝｼ

		愛知県刈谷市		232106		愛知県		刈谷市		ｱｲﾁｹﾝ		ｶﾘﾔｼ

		愛知県豊田市		232114		愛知県		豊田市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖﾀｼ

		愛知県安城市		232122		愛知県		安城市		ｱｲﾁｹﾝ		ｱﾝｼﾞｮｳｼ

		愛知県西尾市		232131		愛知県		西尾市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾆｼｵｼ

		愛知県蒲郡市		232149		愛知県		蒲郡市		ｱｲﾁｹﾝ		ｶﾞﾏｺﾞｵﾘｼ

		愛知県犬山市		232157		愛知県		犬山市		ｱｲﾁｹﾝ		ｲﾇﾔﾏｼ

		愛知県常滑市		232165		愛知県		常滑市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄｺﾅﾒｼ

		愛知県江南市		232173		愛知県		江南市		ｱｲﾁｹﾝ		ｺｳﾅﾝｼ

		愛知県小牧市		232190		愛知県		小牧市		ｱｲﾁｹﾝ		ｺﾏｷｼ

		愛知県稲沢市		232203		愛知県		稲沢市		ｱｲﾁｹﾝ		ｲﾅｻﾞﾜｼ

		愛知県新城市		232211		愛知県		新城市		ｱｲﾁｹﾝ		ｼﾝｼﾛｼ

		愛知県東海市		232220		愛知県		東海市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄｳｶｲｼ

		愛知県大府市		232238		愛知県		大府市		ｱｲﾁｹﾝ		ｵｵﾌﾞｼ

		愛知県知多市		232246		愛知県		知多市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾁﾀｼ

		愛知県知立市		232254		愛知県		知立市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾁﾘｭｳｼ

		愛知県尾張旭市		232262		愛知県		尾張旭市		ｱｲﾁｹﾝ		ｵﾜﾘｱｻﾋｼ

		愛知県高浜市		232271		愛知県		高浜市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾀｶﾊﾏｼ

		愛知県岩倉市		232289		愛知県		岩倉市		ｱｲﾁｹﾝ		ｲﾜｸﾗｼ

		愛知県豊明市		232297		愛知県		豊明市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖｱｹｼ

		愛知県日進市		232301		愛知県		日進市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾆｯｼﾝｼ

		愛知県田原市		232319		愛知県		田原市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾀﾊﾗｼ

		愛知県愛西市		232327		愛知県		愛西市		ｱｲﾁｹﾝ		ｱｲｻｲｼ

		愛知県清須市		232335		愛知県		清須市		ｱｲﾁｹﾝ		ｷﾖｽｼ

		愛知県北名古屋市		232343		愛知県		北名古屋市		ｱｲﾁｹﾝ		ｷﾀﾅｺﾞﾔｼ

		愛知県弥富市		232351		愛知県		弥富市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾔﾄﾐｼ

		愛知県みよし市		232360		愛知県		みよし市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾐﾖｼｼ

		愛知県あま市		232378		愛知県		あま市		ｱｲﾁｹﾝ		ｱﾏｼ

		愛知県長久手市		232386		愛知県		長久手市		ｱｲﾁｹﾝ		ﾅｶﾞｸﾃｼ

		愛知県東郷町		233021		愛知県		東郷町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄｳｺﾞｳﾁｮｳ

		愛知県豊山町		233421		愛知県		豊山町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖﾔﾏﾁｮｳ

		愛知県大口町		233617		愛知県		大口町		ｱｲﾁｹﾝ		ｵｵｸﾞﾁﾁｮｳ

		愛知県扶桑町		233625		愛知県		扶桑町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾌｿｳﾁｮｳ

		愛知県大治町		234249		愛知県		大治町		ｱｲﾁｹﾝ		ｵｵﾊﾙﾁｮｳ

		愛知県蟹江町		234257		愛知県		蟹江町		ｱｲﾁｹﾝ		ｶﾆｴﾁｮｳ

		愛知県飛島村		234273		愛知県		飛島村		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾋﾞｼﾏﾑﾗ

		愛知県阿久比町		234419		愛知県		阿久比町		ｱｲﾁｹﾝ		ｱｸﾞｲﾁｮｳ

		愛知県東浦町		234427		愛知県		東浦町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾋｶﾞｼｳﾗﾁｮｳ

		愛知県南知多町		234451		愛知県		南知多町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾐﾅﾐﾁﾀﾁｮｳ

		愛知県美浜町		234460		愛知県		美浜町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾐﾊﾏﾁｮｳ

		愛知県武豊町		234478		愛知県		武豊町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾀｹﾄﾖﾁｮｳ

		愛知県幸田町		235016		愛知県		幸田町		ｱｲﾁｹﾝ		ｺｳﾀﾁｮｳ

		愛知県設楽町		235610		愛知県		設楽町		ｱｲﾁｹﾝ		ｼﾀﾗﾁｮｳ

		愛知県東栄町		235628		愛知県		東栄町		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄｳｴｲﾁｮｳ

		愛知県豊根村		235636		愛知県		豊根村		ｱｲﾁｹﾝ		ﾄﾖﾈﾑﾗ

		三重県		240001		三重県				ﾐｴｹﾝ

		三重県津市		242012		三重県		津市		ﾐｴｹﾝ		ﾂｼ

		三重県四日市市		242021		三重県		四日市市		ﾐｴｹﾝ		ﾖｯｶｲﾁｼ

		三重県伊勢市		242039		三重県		伊勢市		ﾐｴｹﾝ		ｲｾｼ

		三重県松阪市		242047		三重県		松阪市		ﾐｴｹﾝ		ﾏﾂｻｶｼ

		三重県桑名市		242055		三重県		桑名市		ﾐｴｹﾝ		ｸﾜﾅｼ

		三重県鈴鹿市		242071		三重県		鈴鹿市		ﾐｴｹﾝ		ｽｽﾞｶｼ

		三重県名張市		242080		三重県		名張市		ﾐｴｹﾝ		ﾅﾊﾞﾘｼ

		三重県尾鷲市		242098		三重県		尾鷲市		ﾐｴｹﾝ		ｵﾜｾｼ

		三重県亀山市		242101		三重県		亀山市		ﾐｴｹﾝ		ｶﾒﾔﾏｼ

		三重県鳥羽市		242110		三重県		鳥羽市		ﾐｴｹﾝ		ﾄﾊﾞｼ

		三重県熊野市		242128		三重県		熊野市		ﾐｴｹﾝ		ｸﾏﾉｼ

		三重県いなべ市		242144		三重県		いなべ市		ﾐｴｹﾝ		ｲﾅﾍﾞｼ

		三重県志摩市		242152		三重県		志摩市		ﾐｴｹﾝ		ｼﾏｼ

		三重県伊賀市		242161		三重県		伊賀市		ﾐｴｹﾝ		ｲｶﾞｼ

		三重県木曽岬町		243035		三重県		木曽岬町		ﾐｴｹﾝ		ｷｿｻｷﾁｮｳ

		三重県東員町		243248		三重県		東員町		ﾐｴｹﾝ		ﾄｳｲﾝﾁｮｳ

		三重県菰野町		243418		三重県		菰野町		ﾐｴｹﾝ		ｺﾓﾉﾁｮｳ

		三重県朝日町		243434		三重県		朝日町		ﾐｴｹﾝ		ｱｻﾋﾁｮｳ

		三重県川越町		243442		三重県		川越町		ﾐｴｹﾝ		ｶﾜｺﾞｴﾁｮｳ

		三重県多気町		244414		三重県		多気町		ﾐｴｹﾝ		ﾀｷﾁｮｳ

		三重県明和町		244422		三重県		明和町		ﾐｴｹﾝ		ﾒｲﾜﾁｮｳ

		三重県大台町		244431		三重県		大台町		ﾐｴｹﾝ		ｵｵﾀﾞｲﾁｮｳ

		三重県玉城町		244619		三重県		玉城町		ﾐｴｹﾝ		ﾀﾏｷﾁｮｳ

		三重県度会町		244708		三重県		度会町		ﾐｴｹﾝ		ﾜﾀﾗｲﾁｮｳ

		三重県大紀町		244716		三重県		大紀町		ﾐｴｹﾝ		ﾀｲｷﾁｮｳ

		三重県南伊勢町		244724		三重県		南伊勢町		ﾐｴｹﾝ		ﾐﾅﾐｲｾﾁｮｳ

		三重県紀北町		245437		三重県		紀北町		ﾐｴｹﾝ		ｷﾎｸﾁｮｳ

		三重県御浜町		245615		三重県		御浜町		ﾐｴｹﾝ		ﾐﾊﾏﾁｮｳ

		三重県紀宝町		245623		三重県		紀宝町		ﾐｴｹﾝ		ｷﾎｳﾁｮｳ

		滋賀県		250007		滋賀県				ｼｶﾞｹﾝ

		滋賀県大津市		252018		滋賀県		大津市		ｼｶﾞｹﾝ		ｵｵﾂｼ

		滋賀県彦根市		252026		滋賀県		彦根市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾋｺﾈｼ

		滋賀県長浜市		252034		滋賀県		長浜市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾅｶﾞﾊﾏｼ

		滋賀県近江八幡市		252042		滋賀県		近江八幡市		ｼｶﾞｹﾝ		ｵｳﾐﾊﾁﾏﾝｼ

		滋賀県草津市		252069		滋賀県		草津市		ｼｶﾞｹﾝ		ｸｻﾂｼ

		滋賀県守山市		252077		滋賀県		守山市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾓﾘﾔﾏｼ

		滋賀県栗東市		252085		滋賀県		栗東市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾘｯﾄｳｼ

		滋賀県甲賀市		252093		滋賀県		甲賀市		ｼｶﾞｹﾝ		ｺｳｶｼ

		滋賀県野洲市		252107		滋賀県		野洲市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾔｽｼ

		滋賀県湖南市		252115		滋賀県		湖南市		ｼｶﾞｹﾝ		ｺﾅﾝｼ

		滋賀県高島市		252123		滋賀県		高島市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾀｶｼﾏｼ

		滋賀県東近江市		252131		滋賀県		東近江市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾋｶﾞｼｵｳﾐｼ

		滋賀県米原市		252140		滋賀県		米原市		ｼｶﾞｹﾝ		ﾏｲﾊﾞﾗｼ

		滋賀県日野町		253839		滋賀県		日野町		ｼｶﾞｹﾝ		ﾋﾉﾁｮｳ

		滋賀県竜王町		253847		滋賀県		竜王町		ｼｶﾞｹﾝ		ﾘﾕｳｵｳﾁｮｳ

		滋賀県愛荘町		254258		滋賀県		愛荘町		ｼｶﾞｹﾝ		ｱｲｼｮｳﾁｮｳ

		滋賀県豊郷町		254410		滋賀県		豊郷町		ｼｶﾞｹﾝ		ﾄﾖｻﾄﾁｮｳ

		滋賀県甲良町		254428		滋賀県		甲良町		ｼｶﾞｹﾝ		ｺｳﾗﾁｮｳ

		滋賀県多賀町		254436		滋賀県		多賀町		ｼｶﾞｹﾝ		ﾀｶﾞﾁｮｳ

		京都府		260002		京都府				ｷｮｳﾄﾌ

		京都府京都市		261009		京都府		京都市		ｷｮｳﾄﾌ		ｷｮｳﾄｼ

		京都府福知山市		262013		京都府		福知山市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾌｸﾁﾔﾏｼ

		京都府舞鶴市		262021		京都府		舞鶴市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾏｲﾂﾞﾙｼ

		京都府綾部市		262030		京都府		綾部市		ｷｮｳﾄﾌ		ｱﾔﾍﾞｼ

		京都府宇治市		262048		京都府		宇治市		ｷｮｳﾄﾌ		ｳｼﾞｼ

		京都府宮津市		262056		京都府		宮津市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾐﾔﾂﾞｼ

		京都府亀岡市		262064		京都府		亀岡市		ｷｮｳﾄﾌ		ｶﾒｵｶｼ

		京都府城陽市		262072		京都府		城陽市		ｷｮｳﾄﾌ		ｼﾞｮｳﾖｳｼ

		京都府向日市		262081		京都府		向日市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾑｺｳｼ

		京都府長岡京市		262099		京都府		長岡京市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾅｶﾞｵｶｷｮｳｼ

		京都府八幡市		262102		京都府		八幡市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾔﾜﾀｼ

		京都府京田辺市		262111		京都府		京田辺市		ｷｮｳﾄﾌ		ｷｮｳﾀﾅﾍﾞｼ

		京都府京丹後市		262129		京都府		京丹後市		ｷｮｳﾄﾌ		ｷｮｳﾀﾝｺﾞｼ

		京都府南丹市		262137		京都府		南丹市		ｷｮｳﾄﾌ		ﾅﾝﾀﾝｼ

		京都府木津川市		262145		京都府		木津川市		ｷｮｳﾄﾌ		ｷﾂﾞｶﾞﾜｼ

		京都府大山崎町		263036		京都府		大山崎町		ｷｮｳﾄﾌ		ｵｵﾔﾏｻﾞｷﾁｮｳ

		京都府久御山町		263222		京都府		久御山町		ｷｮｳﾄﾌ		ｸﾐﾔﾏﾁｮｳ

		京都府井手町		263435		京都府		井手町		ｷｮｳﾄﾌ		ｲﾃﾞﾁｮｳ

		京都府宇治田原町		263443		京都府		宇治田原町		ｷｮｳﾄﾌ		ｳｼﾞﾀﾜﾗﾁｮｳ

		京都府笠置町		263648		京都府		笠置町		ｷｮｳﾄﾌ		ｶｻｷﾞﾁｮｳ

		京都府和束町		263656		京都府		和束町		ｷｮｳﾄﾌ		ﾜﾂﾞｶﾁｮｳ

		京都府精華町		263664		京都府		精華町		ｷｮｳﾄﾌ		ｾｲｶﾁｮｳ

		京都府南山城村		263672		京都府		南山城村		ｷｮｳﾄﾌ		ﾐﾅﾐﾔﾏｼﾛﾑﾗ

		京都府京丹波町		264075		京都府		京丹波町		ｷｮｳﾄﾌ		ｷｮｳﾀﾝﾊﾞﾁｮｳ

		京都府伊根町		264636		京都府		伊根町		ｷｮｳﾄﾌ		ｲﾈﾁｮｳ

		京都府与謝野町		264652		京都府		与謝野町		ｷｮｳﾄﾌ		ﾖｻﾉﾁｮｳ

		大阪府		270008		大阪府				ｵｵｻｶﾌ

		大阪府大阪市		271004		大阪府		大阪市		ｵｵｻｶﾌ		ｵｵｻｶｼ

		大阪府堺市		271403		大阪府		堺市		ｵｵｻｶﾌ		ｻｶｲｼ

		大阪府岸和田市		272027		大阪府		岸和田市		ｵｵｻｶﾌ		ｷｼﾜﾀﾞｼ

		大阪府豊中市		272035		大阪府		豊中市		ｵｵｻｶﾌ		ﾄﾖﾅｶｼ

		大阪府池田市		272043		大阪府		池田市		ｵｵｻｶﾌ		ｲｹﾀﾞｼ

		大阪府吹田市		272051		大阪府		吹田市		ｵｵｻｶﾌ		ｽｲﾀｼ

		大阪府泉大津市		272060		大阪府		泉大津市		ｵｵｻｶﾌ		ｲｽﾞﾐｵｵﾂｼ

		大阪府高槻市		272078		大阪府		高槻市		ｵｵｻｶﾌ		ﾀｶﾂｷｼ

		大阪府貝塚市		272086		大阪府		貝塚市		ｵｵｻｶﾌ		ｶｲﾂﾞｶｼ

		大阪府守口市		272094		大阪府		守口市		ｵｵｻｶﾌ		ﾓﾘｸﾞﾁｼ

		大阪府枚方市		272108		大阪府		枚方市		ｵｵｻｶﾌ		ﾋﾗｶﾀｼ

		大阪府茨木市		272116		大阪府		茨木市		ｵｵｻｶﾌ		ｲﾊﾞﾗｷｼ

		大阪府八尾市		272124		大阪府		八尾市		ｵｵｻｶﾌ		ﾔｵｼ

		大阪府泉佐野市		272132		大阪府		泉佐野市		ｵｵｻｶﾌ		ｲｽﾞﾐｻﾉｼ

		大阪府富田林市		272141		大阪府		富田林市		ｵｵｻｶﾌ		ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼｼ

		大阪府寝屋川市		272159		大阪府		寝屋川市		ｵｵｻｶﾌ		ﾈﾔｶﾞﾜｼ

		大阪府河内長野市		272167		大阪府		河内長野市		ｵｵｻｶﾌ		ｶﾜﾁﾅｶﾞﾉｼ

		大阪府松原市		272175		大阪府		松原市		ｵｵｻｶﾌ		ﾏﾂﾊﾞﾗｼ

		大阪府大東市		272183		大阪府		大東市		ｵｵｻｶﾌ		ﾀﾞｲﾄｳｼ

		大阪府和泉市		272191		大阪府		和泉市		ｵｵｻｶﾌ		ｲｽﾞﾐｼ

		大阪府箕面市		272205		大阪府		箕面市		ｵｵｻｶﾌ		ﾐﾉｵｼ

		大阪府柏原市		272213		大阪府		柏原市		ｵｵｻｶﾌ		ｶｼﾜﾗｼ

		大阪府羽曳野市		272221		大阪府		羽曳野市		ｵｵｻｶﾌ		ﾊﾋﾞｷﾉｼ

		大阪府門真市		272230		大阪府		門真市		ｵｵｻｶﾌ		ｶﾄﾞﾏｼ

		大阪府摂津市		272248		大阪府		摂津市		ｵｵｻｶﾌ		ｾｯﾂｼ

		大阪府高石市		272256		大阪府		高石市		ｵｵｻｶﾌ		ﾀｶｲｼｼ

		大阪府藤井寺市		272264		大阪府		藤井寺市		ｵｵｻｶﾌ		ﾌｼﾞｲﾃﾞﾗｼ

		大阪府東大阪市		272272		大阪府		東大阪市		ｵｵｻｶﾌ		ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｼ

		大阪府泉南市		272281		大阪府		泉南市		ｵｵｻｶﾌ		ｾﾝﾅﾝｼ

		大阪府四條畷市		272299		大阪府		四條畷市		ｵｵｻｶﾌ		ｼｼﾞﾖｳﾅﾜﾃｼ

		大阪府交野市		272302		大阪府		交野市		ｵｵｻｶﾌ		ｶﾀﾉｼ

		大阪府大阪狭山市		272311		大阪府		大阪狭山市		ｵｵｻｶﾌ		ｵｵｻｶｻﾔﾏｼ

		大阪府阪南市		272329		大阪府		阪南市		ｵｵｻｶﾌ		ﾊﾝﾅﾝｼ

		大阪府島本町		273015		大阪府		島本町		ｵｵｻｶﾌ		ｼﾏﾓﾄﾁｮｳ

		大阪府豊能町		273210		大阪府		豊能町		ｵｵｻｶﾌ		ﾄﾖﾉﾁｮｳ

		大阪府能勢町		273228		大阪府		能勢町		ｵｵｻｶﾌ		ﾉｾﾁｮｳ

		大阪府忠岡町		273414		大阪府		忠岡町		ｵｵｻｶﾌ		ﾀﾀﾞｵｶﾁｮｳ

		大阪府熊取町		273619		大阪府		熊取町		ｵｵｻｶﾌ		ｸﾏﾄﾘﾁｮｳ

		大阪府田尻町		273627		大阪府		田尻町		ｵｵｻｶﾌ		ﾀｼﾞﾘﾁｮｳ

		大阪府岬町		273660		大阪府		岬町		ｵｵｻｶﾌ		ﾐｻｷﾁｮｳ

		大阪府太子町		273813		大阪府		太子町		ｵｵｻｶﾌ		ﾀｲｼﾁｮｳ

		大阪府河南町		273821		大阪府		河南町		ｵｵｻｶﾌ		ｶﾅﾝﾁｮｳ

		大阪府千早赤阪村		273830		大阪府		千早赤阪村		ｵｵｻｶﾌ		ﾁﾊﾔｱｶｻｶﾑﾗ

		兵庫県		280003		兵庫県				ﾋｮｳｺﾞｹﾝ

		兵庫県神戸市		281000		兵庫県		神戸市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｺｳﾍﾞｼ

		兵庫県姫路市		282014		兵庫県		姫路市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾋﾒｼﾞｼ

		兵庫県尼崎市		282022		兵庫県		尼崎市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱﾏｶﾞｻｷｼ

		兵庫県明石市		282031		兵庫県		明石市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱｶｼｼ

		兵庫県西宮市		282049		兵庫県		西宮市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾆｼﾉﾐﾔｼ

		兵庫県洲本市		282057		兵庫県		洲本市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｽﾓﾄｼ

		兵庫県芦屋市		282065		兵庫県		芦屋市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱｼﾔｼ

		兵庫県伊丹市		282073		兵庫県		伊丹市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｲﾀﾐｼ

		兵庫県相生市		282081		兵庫県		相生市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱｲｵｲｼ

		兵庫県豊岡市		282090		兵庫県		豊岡市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾄﾖｵｶｼ

		兵庫県加古川市		282103		兵庫県		加古川市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶｺｶﾞﾜｼ

		兵庫県赤穂市		282120		兵庫県		赤穂市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱｺｳｼ

		兵庫県西脇市		282138		兵庫県		西脇市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾆｼﾜｷｼ

		兵庫県宝塚市		282146		兵庫県		宝塚市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀｶﾗﾂﾞｶｼ

		兵庫県三木市		282154		兵庫県		三木市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾐｷｼ

		兵庫県高砂市		282162		兵庫県		高砂市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀｶｻｺﾞｼ

		兵庫県川西市		282171		兵庫県		川西市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶﾜﾆｼｼ

		兵庫県小野市		282189		兵庫県		小野市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｵﾉｼ

		兵庫県三田市		282197		兵庫県		三田市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｻﾝﾀﾞｼ

		兵庫県加西市		282201		兵庫県		加西市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶｻｲｼ

		兵庫県篠山市		282219		兵庫県		篠山市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｻｻﾔﾏｼ

		兵庫県養父市		282227		兵庫県		養父市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾔﾌﾞｼ

		兵庫県丹波市		282235		兵庫県		丹波市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀﾝﾊﾞｼ

		兵庫県南あわじ市		282243		兵庫県		南あわじ市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾐﾅﾐｱﾜｼﾞｼ

		兵庫県朝来市		282251		兵庫県		朝来市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱｻｺﾞｼ

		兵庫県淡路市		282260		兵庫県		淡路市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｱﾜｼﾞｼ

		兵庫県宍粟市		282278		兵庫県		宍粟市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｼｿｳｼ

		兵庫県加東市		282286		兵庫県		加東市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶﾄｳｼ

		兵庫県たつの市		282294		兵庫県		たつの市		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀﾂﾉｼ

		兵庫県猪名川町		283011		兵庫県		猪名川町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｲﾅｶﾞﾜﾁｮｳ

		兵庫県多可町		283657		兵庫県		多可町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀｶﾁｮｳ

		兵庫県稲美町		283819		兵庫県		稲美町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｲﾅﾐﾁｮｳ

		兵庫県播磨町		283827		兵庫県		播磨町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾊﾘﾏﾁｮｳ

		兵庫県市川町		284424		兵庫県		市川町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｲﾁｶﾜﾁｮｳ

		兵庫県福崎町		284432		兵庫県		福崎町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾌｸｻｷﾁｮｳ

		兵庫県神河町		284467		兵庫県		神河町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶﾐｶﾜﾁｮｳ

		兵庫県太子町		284645		兵庫県		太子町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ﾀｲｼﾁｮｳ

		兵庫県上郡町		284815		兵庫県		上郡町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶﾐｺﾞｵﾘﾁｮｳ

		兵庫県佐用町		285013		兵庫県		佐用町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｻﾖｳﾁｮｳ

		兵庫県香美町		285854		兵庫県		香美町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｶﾐﾁｮｳ

		兵庫県新温泉町		285862		兵庫県		新温泉町		ﾋｮｳｺﾞｹﾝ		ｼﾝｵﾝｾﾝﾁｮｳ

		奈良県		290009		奈良県				ﾅﾗｹﾝ

		奈良県奈良市		292010		奈良県		奈良市		ﾅﾗｹﾝ		ﾅﾗｼ

		奈良県大和高田市		292028		奈良県		大和高田市		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｼ

		奈良県大和郡山市		292036		奈良県		大和郡山市		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏｼ

		奈良県天理市		292044		奈良県		天理市		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝﾘｼ

		奈良県橿原市		292052		奈良県		橿原市		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾗｼ

		奈良県桜井市		292061		奈良県		桜井市		ﾅﾗｹﾝ		ｻｸﾗｲｼ

		奈良県五條市		292079		奈良県		五條市		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｼﾞｮｳｼ

		奈良県御所市		292087		奈良県		御所市		ﾅﾗｹﾝ		ｺﾞｾｼ

		奈良県生駒市		292095		奈良県		生駒市		ﾅﾗｹﾝ		ｲｺﾏｼ

		奈良県香芝市		292109		奈良県		香芝市		ﾅﾗｹﾝ		ｶｼﾊﾞｼ

		奈良県葛城市		292117		奈良県		葛城市		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞｼ

		奈良県宇陀市		292125		奈良県		宇陀市		ﾅﾗｹﾝ		ｳﾀﾞｼ

		奈良県山添村		293229		奈良県		山添村		ﾅﾗｹﾝ		ﾔﾏｿﾞｴﾑﾗ

		奈良県平群町		293423		奈良県		平群町		ﾅﾗｹﾝ		ﾍｸﾞﾘﾁｮｳ

		奈良県三郷町		293431		奈良県		三郷町		ﾅﾗｹﾝ		ｻﾝｺﾞｳﾁｮｳ

		奈良県斑鳩町		293440		奈良県		斑鳩町		ﾅﾗｹﾝ		ｲｶﾙｶﾞﾁｮｳ

		奈良県安堵町		293458		奈良県		安堵町		ﾅﾗｹﾝ		ｱﾝﾄﾞﾁｮｳ

		奈良県川西町		293610		奈良県		川西町		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾜﾆｼﾁｮｳ

		奈良県三宅町		293628		奈良県		三宅町		ﾅﾗｹﾝ		ﾐﾔｹﾁｮｳ

		奈良県田原本町		293636		奈良県		田原本町		ﾅﾗｹﾝ		ﾀﾜﾗﾓﾄﾁｮｳ

		奈良県曽爾村		293857		奈良県		曽爾村		ﾅﾗｹﾝ		ｿﾆﾑﾗ

		奈良県御杖村		293865		奈良県		御杖村		ﾅﾗｹﾝ		ﾐﾂｴﾑﾗ

		奈良県高取町		294012		奈良県		高取町		ﾅﾗｹﾝ		ﾀｶﾄﾘﾁｮｳ

		奈良県明日香村		294021		奈良県		明日香村		ﾅﾗｹﾝ		ｱｽｶﾑﾗ

		奈良県上牧町		294241		奈良県		上牧町		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾝﾏｷﾁｮｳ

		奈良県王寺町		294250		奈良県		王寺町		ﾅﾗｹﾝ		ｵｳｼﾞﾁｮｳ

		奈良県広陵町		294268		奈良県		広陵町		ﾅﾗｹﾝ		ｺｳﾘﾖｳﾁｮｳ

		奈良県河合町		294276		奈良県		河合町		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾜｲﾁｮｳ

		奈良県吉野町		294411		奈良県		吉野町		ﾅﾗｹﾝ		ﾖｼﾉﾁｮｳ

		奈良県大淀町		294420		奈良県		大淀町		ﾅﾗｹﾝ		ｵｵﾖﾄﾞﾁｮｳ

		奈良県下市町		294438		奈良県		下市町		ﾅﾗｹﾝ		ｼﾓｲﾁﾁｮｳ

		奈良県黒滝村		294446		奈良県		黒滝村		ﾅﾗｹﾝ		ｸﾛﾀｷﾑﾗ

		奈良県天川村		294462		奈良県		天川村		ﾅﾗｹﾝ		ﾃﾝｶﾜﾑﾗ

		奈良県野迫川村		294471		奈良県		野迫川村		ﾅﾗｹﾝ		ﾉｾｶﾞﾜﾑﾗ

		奈良県十津川村		294497		奈良県		十津川村		ﾅﾗｹﾝ		ﾄﾂｶﾜﾑﾗ

		奈良県下北山村		294501		奈良県		下北山村		ﾅﾗｹﾝ		ｼﾓｷﾀﾔﾏﾑﾗ

		奈良県上北山村		294519		奈良県		上北山村		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾐｷﾀﾔﾏﾑﾗ

		奈良県川上村		294527		奈良県		川上村		ﾅﾗｹﾝ		ｶﾜｶﾐﾑﾗ

		奈良県東吉野村		294535		奈良県		東吉野村		ﾅﾗｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾖｼﾉﾑﾗ

		和歌山県		300004		和歌山県				ﾜｶﾔﾏｹﾝ

		和歌山県和歌山市		302015		和歌山県		和歌山市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾜｶﾔﾏｼ

		和歌山県海南市		302023		和歌山県		海南市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｶｲﾅﾝｼ

		和歌山県橋本市		302031		和歌山県		橋本市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾊｼﾓﾄｼ

		和歌山県有田市		302040		和歌山県		有田市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｱﾘﾀﾞｼ

		和歌山県御坊市		302058		和歌山県		御坊市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｺﾞﾎﾞｳｼ

		和歌山県田辺市		302066		和歌山県		田辺市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾀﾅﾍﾞｼ

		和歌山県新宮市		302074		和歌山県		新宮市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｼﾝｸﾞｳｼ

		和歌山県紀の川市		302082		和歌山県		紀の川市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｷﾉｶﾜｼ

		和歌山県岩出市		302091		和歌山県		岩出市		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｲﾜﾃﾞｼ

		和歌山県紀美野町		303046		和歌山県		紀美野町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｷﾐﾉﾁｮｳ

		和歌山県かつらぎ町		303411		和歌山県		かつらぎ町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｶﾂﾗｷﾞﾁｮｳ

		和歌山県九度山町		303437		和歌山県		九度山町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｸﾄﾞﾔﾏﾁｮｳ

		和歌山県高野町		303445		和歌山県		高野町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｺｳﾔﾁｮｳ

		和歌山県湯浅町		303615		和歌山県		湯浅町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾕｱｻﾁｮｳ

		和歌山県広川町		303623		和歌山県		広川町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾋﾛｶﾞﾜﾁｮｳ

		和歌山県有田川町		303666		和歌山県		有田川町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｱﾘﾀﾞｶﾞﾜﾁｮｳ

		和歌山県美浜町		303810		和歌山県		美浜町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾐﾊﾏﾁｮｳ

		和歌山県日高町		303828		和歌山県		日高町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾋﾀﾞｶﾁｮｳ

		和歌山県由良町		303836		和歌山県		由良町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾕﾗﾁｮｳ

		和歌山県印南町		303909		和歌山県		印南町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｲﾅﾐﾁｮｳ

		和歌山県みなべ町		303917		和歌山県		みなべ町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾐﾅﾍﾞﾁｮｳ

		和歌山県日高川町		303925		和歌山県		日高川町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾋﾀﾞｶｶﾞﾜﾁｮｳ

		和歌山県白浜町		304018		和歌山県		白浜町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｼﾗﾊﾏﾁｮｳ

		和歌山県上富田町		304042		和歌山県		上富田町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｶﾐﾄﾝﾀﾞﾁｮｳ

		和歌山県すさみ町		304069		和歌山県		すさみ町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｽｻﾐﾁｮｳ

		和歌山県那智勝浦町		304212		和歌山県		那智勝浦町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾅﾁｶﾂｳﾗﾁｮｳ

		和歌山県太地町		304221		和歌山県		太地町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ﾀｲｼﾞﾁｮｳ

		和歌山県古座川町		304247		和歌山県		古座川町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｺｻﾞｶﾞﾜﾁｮｳ

		和歌山県北山村		304271		和歌山県		北山村		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｷﾀﾔﾏﾑﾗ

		和歌山県串本町		304280		和歌山県		串本町		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		ｸｼﾓﾄﾁｮｳ

		鳥取県		310000		鳥取県				ﾄｯﾄﾘｹﾝ

		鳥取県鳥取市		312011		鳥取県		鳥取市		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾄｯﾄﾘｼ

		鳥取県米子市		312029		鳥取県		米子市		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾖﾅｺﾞｼ

		鳥取県倉吉市		312037		鳥取県		倉吉市		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ｸﾗﾖｼｼ

		鳥取県境港市		312045		鳥取県		境港市		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ｻｶｲﾐﾅﾄｼ

		鳥取県岩美町		313025		鳥取県		岩美町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ｲﾜﾐﾁｮｳ

		鳥取県若桜町		313254		鳥取県		若桜町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾜｶｻﾁｮｳ

		鳥取県智頭町		313289		鳥取県		智頭町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾁﾂﾞﾁｮｳ

		鳥取県八頭町		313297		鳥取県		八頭町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾔｽﾞﾁｮｳ

		鳥取県三朝町		313645		鳥取県		三朝町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾐｻｻﾁｮｳ

		鳥取県湯梨浜町		313700		鳥取県		湯梨浜町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾕﾘﾊﾏﾁｮｳ

		鳥取県琴浦町		313718		鳥取県		琴浦町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ｺﾄｳﾗﾁｮｳ

		鳥取県北栄町		313726		鳥取県		北栄町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾎｸｴｲﾁｮｳ

		鳥取県日吉津村		313840		鳥取県		日吉津村		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾋｴﾂﾞｿﾝ

		鳥取県大山町		313866		鳥取県		大山町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾀﾞｲｾﾝﾁｮｳ

		鳥取県南部町		313891		鳥取県		南部町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳ

		鳥取県伯耆町		313904		鳥取県		伯耆町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾎｳｷﾁｮｳ

		鳥取県日南町		314013		鳥取県		日南町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾆﾁﾅﾝﾁｮｳ

		鳥取県日野町		314021		鳥取県		日野町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ﾋﾉﾁｮｳ

		鳥取県江府町		314030		鳥取県		江府町		ﾄｯﾄﾘｹﾝ		ｺｳﾌﾁｮｳ

		島根県		320005		島根県				ｼﾏﾈｹﾝ

		島根県松江市		322016		島根県		松江市		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾏﾂｴｼ

		島根県浜田市		322024		島根県		浜田市		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾊﾏﾀﾞｼ

		島根県出雲市		322032		島根県		出雲市		ｼﾏﾈｹﾝ		ｲｽﾞﾓｼ

		島根県益田市		322041		島根県		益田市		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾏｽﾀﾞｼ

		島根県大田市		322059		島根県		大田市		ｼﾏﾈｹﾝ		ｵｵﾀﾞｼ

		島根県安来市		322067		島根県		安来市		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾔｽｷﾞｼ

		島根県江津市		322075		島根県		江津市		ｼﾏﾈｹﾝ		ｺﾞｳﾂｼ

		島根県雲南市		322091		島根県		雲南市		ｼﾏﾈｹﾝ		ｳﾝﾅﾝｼ

		島根県奥出雲町		323438		島根県		奥出雲町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｵｸｲｽﾞﾓﾁｮｳ

		島根県飯南町		323861		島根県		飯南町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｲｲﾅﾝﾁｮｳ

		島根県川本町		324418		島根県		川本町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｶﾜﾓﾄﾏﾁ

		島根県美郷町		324485		島根県		美郷町		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾐｻﾄﾁｮｳ

		島根県邑南町		324493		島根県		邑南町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｵｵﾅﾝﾁｮｳ

		島根県津和野町		325015		島根県		津和野町		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾂﾜﾉﾁｮｳ

		島根県吉賀町		325058		島根県		吉賀町		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾖｼｶﾁｮｳ

		島根県海士町		325252		島根県		海士町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｱﾏﾁｮｳ

		島根県西ノ島町		325261		島根県		西ノ島町		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾆｼﾉｼﾏﾁｮｳ

		島根県知夫村		325279		島根県		知夫村		ｼﾏﾈｹﾝ		ﾁﾌﾞﾑﾗ

		島根県隠岐の島町		325287		島根県		隠岐の島町		ｼﾏﾈｹﾝ		ｵｷﾉｼﾏﾁｮｳ

		岡山県		330001		岡山県				ｵｶﾔﾏｹﾝ

		岡山県岡山市		331007		岡山県		岡山市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｵｶﾔﾏｼ

		岡山県倉敷市		332020		岡山県		倉敷市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｸﾗｼｷｼ

		岡山県津山市		332038		岡山県		津山市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾂﾔﾏｼ

		岡山県玉野市		332046		岡山県		玉野市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾀﾏﾉｼ

		岡山県笠岡市		332054		岡山県		笠岡市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｶｻｵｶｼ

		岡山県井原市		332071		岡山県		井原市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｲﾊﾞﾗｼ

		岡山県総社市		332089		岡山県		総社市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｿｳｼﾞﾔｼ

		岡山県高梁市		332097		岡山県		高梁市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾀｶﾊｼｼ

		岡山県新見市		332101		岡山県		新見市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾆｲﾐｼ

		岡山県備前市		332119		岡山県		備前市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾋﾞｾﾞﾝｼ

		岡山県瀬戸内市		332127		岡山県		瀬戸内市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｾﾄｳﾁｼ

		岡山県赤磐市		332135		岡山県		赤磐市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｱｶｲﾜｼ

		岡山県真庭市		332143		岡山県		真庭市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾏﾆﾜｼ

		岡山県美作市		332151		岡山県		美作市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾐﾏｻｶｼ

		岡山県浅口市		332160		岡山県		浅口市		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｱｻｸﾁｼ

		岡山県和気町		333468		岡山県		和気町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾜｹﾁｮｳ

		岡山県早島町		334235		岡山県		早島町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾊﾔｼﾏﾁｮｳ

		岡山県里庄町		334456		岡山県		里庄町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｻﾄｼｮｳﾁｮｳ

		岡山県矢掛町		334618		岡山県		矢掛町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾔｶｹﾞﾁｮｳ

		岡山県新庄村		335860		岡山県		新庄村		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｼﾝｼﾞﾖｳｿﾝ

		岡山県鏡野町		336068		岡山県		鏡野町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｶｶﾞﾐﾉﾁｮｳ

		岡山県勝央町		336220		岡山県		勝央町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｼｮｳｵｳﾁｮｳ

		岡山県奈義町		336238		岡山県		奈義町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾅｷﾞﾁｮｳ

		岡山県西粟倉村		336432		岡山県		西粟倉村		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾆｼｱﾜｸﾗｿﾝ

		岡山県久米南町		336637		岡山県		久米南町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｸﾒﾅﾝﾁｮｳ

		岡山県美咲町		336661		岡山県		美咲町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ﾐｻｷﾁｮｳ

		岡山県吉備中央町		336815		岡山県		吉備中央町		ｵｶﾔﾏｹﾝ		ｷﾋﾞﾁｭｳｵｳﾁｮｳ

		広島県		340006		広島県				ﾋﾛｼﾏｹﾝ

		広島県広島市		341002		広島県		広島市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾋﾛｼﾏｼ

		広島県呉市		342025		広島県		呉市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｸﾚｼ

		広島県竹原市		342033		広島県		竹原市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾀｹﾊﾗｼ

		広島県三原市		342041		広島県		三原市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾐﾊﾗｼ

		広島県尾道市		342050		広島県		尾道市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｵﾉﾐﾁｼ

		広島県福山市		342076		広島県		福山市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾌｸﾔﾏｼ

		広島県府中市		342084		広島県		府中市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾌﾁｭｳｼ

		広島県三次市		342092		広島県		三次市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾐﾖｼｼ

		広島県庄原市		342106		広島県		庄原市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｼｮｳﾊﾞﾗｼ

		広島県大竹市		342114		広島県		大竹市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｵｵﾀｹｼ

		広島県東広島市		342122		広島県		東広島市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼ

		広島県廿日市市		342131		広島県		廿日市市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾊﾂｶｲﾁｼ

		広島県安芸高田市		342149		広島県		安芸高田市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｱｷﾀｶﾀｼ

		広島県江田島市		342157		広島県		江田島市		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｴﾀｼﾞﾏｼ

		広島県府中町		343021		広島県		府中町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ﾌﾁｭｳﾁｮｳ

		広島県海田町		343048		広島県		海田町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｶｲﾀﾁｮｳ

		広島県熊野町		343072		広島県		熊野町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｸﾏﾉﾁｮｳ

		広島県坂町		343099		広島県		坂町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｻｶﾁｮｳ

		広島県安芸太田町		343684		広島県		安芸太田町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｱｷｵｵﾀﾁｮｳ

		広島県北広島町		343692		広島県		北広島町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｷﾀﾋﾛｼﾏﾁｮｳ

		広島県大崎上島町		344311		広島県		大崎上島町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁｮｳ

		広島県世羅町		344621		広島県		世羅町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｾﾗﾁｮｳ

		広島県神石高原町		345458		広島県		神石高原町		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		ｼﾞﾝｾｷｺｳｹﾞﾝﾁｮｳ

		山口県		350001		山口県				ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ

		山口県下関市		352012		山口県		下関市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｼﾓﾉｾｷｼ

		山口県宇部市		352021		山口県		宇部市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｳﾍﾞｼ

		山口県山口市		352039		山口県		山口市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾔﾏｸﾞﾁｼ

		山口県萩市		352047		山口県		萩市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾊｷﾞｼ

		山口県防府市		352063		山口県		防府市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾎｳﾌｼ

		山口県下松市		352071		山口県		下松市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｸﾀﾞﾏﾂｼ

		山口県岩国市		352080		山口県		岩国市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｲﾜｸﾆｼ

		山口県光市		352101		山口県		光市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾋｶﾘｼ

		山口県長門市		352110		山口県		長門市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾅｶﾞﾄｼ

		山口県柳井市		352128		山口県		柳井市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾔﾅｲｼ

		山口県美祢市		352136		山口県		美祢市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾐﾈｼ

		山口県周南市		352152		山口県		周南市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｼｭｳﾅﾝｼ

		山口県山陽小野田市		352161		山口県		山陽小野田市		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞｼ

		山口県周防大島町		353051		山口県		周防大島町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｽｵｳｵｵｼﾏﾁｮｳ

		山口県和木町		353213		山口県		和木町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾜｷﾁｮｳ

		山口県上関町		353418		山口県		上関町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｶﾐﾉｾｷﾁｮｳ

		山口県田布施町		353434		山口県		田布施町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾀﾌﾞｾﾁｮｳ

		山口県平生町		353442		山口県		平生町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ﾋﾗｵﾁｮｳ

		山口県阿武町		355020		山口県		阿武町		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		ｱﾌﾞﾁｮｳ

		徳島県		360007		徳島県				ﾄｸｼﾏｹﾝ

		徳島県徳島市		362018		徳島県		徳島市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾄｸｼﾏｼ

		徳島県鳴門市		362026		徳島県		鳴門市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾅﾙﾄｼ

		徳島県小松島市		362034		徳島県		小松島市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｺﾏﾂｼﾏｼ

		徳島県阿南市		362042		徳島県		阿南市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｱﾅﾝｼ

		徳島県吉野川市		362051		徳島県		吉野川市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾖｼﾉｶﾞﾜｼ

		徳島県阿波市		362069		徳島県		阿波市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｱﾜｼ

		徳島県美馬市		362077		徳島県		美馬市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾏｼ

		徳島県三好市		362085		徳島県		三好市		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾖｼｼ

		徳島県勝浦町		363014		徳島県		勝浦町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｶﾂｳﾗﾁｮｳ

		徳島県上勝町		363022		徳島県		上勝町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｶﾐｶﾂﾁｮｳ

		徳島県佐那河内村		363219		徳島県		佐那河内村		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｻﾅｺﾞｳﾁｿﾝ

		徳島県石井町		363413		徳島県		石井町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｲｼｲﾁｮｳ

		徳島県神山町		363421		徳島県		神山町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｶﾐﾔﾏﾁｮｳ

		徳島県那賀町		363685		徳島県		那賀町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾅｶﾁｮｳ

		徳島県牟岐町		363839		徳島県		牟岐町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾑｷﾞﾁｮｳ

		徳島県美波町		363871		徳島県		美波町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐﾁｮｳ

		徳島県海陽町		363880		徳島県		海陽町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｶｲﾖｳﾁｮｳ

		徳島県松茂町		364011		徳島県		松茂町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾏﾂｼｹﾞﾁｮｳ

		徳島県北島町		364029		徳島県		北島町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｷﾀｼﾞﾏﾁｮｳ

		徳島県藍住町		364037		徳島県		藍住町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｱｲｽﾞﾐﾁｮｳ

		徳島県板野町		364045		徳島県		板野町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｲﾀﾉﾁｮｳ

		徳島県上板町		364053		徳島県		上板町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ｶﾐｲﾀﾁｮｳ

		徳島県つるぎ町		364681		徳島県		つるぎ町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾂﾙｷﾞﾁｮｳ

		徳島県東みよし町		364894		徳島県		東みよし町		ﾄｸｼﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼﾐﾖｼﾁｮｳ

		香川県		370002		香川県				ｶｶﾞﾜｹﾝ

		香川県高松市		372013		香川県		高松市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾀｶﾏﾂｼ

		香川県丸亀市		372021		香川県		丸亀市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾏﾙｶﾞﾒｼ

		香川県坂出市		372030		香川県		坂出市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｻｶｲﾃﾞｼ

		香川県善通寺市		372048		香川県		善通寺市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｾﾞﾝﾂｳｼﾞｼ

		香川県観音寺市		372056		香川県		観音寺市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｶﾝｵﾝｼﾞｼ

		香川県さぬき市		372064		香川県		さぬき市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｻﾇｷｼ

		香川県東かがわ市		372072		香川県		東かがわ市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾋｶﾞｼｶｶﾞﾜｼ

		香川県三豊市		372081		香川県		三豊市		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾐﾄﾖｼ

		香川県土庄町		373222		香川県		土庄町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾄﾉｼｮｳﾁｮｳ

		香川県小豆島町		373249		香川県		小豆島町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｼｮｳﾄﾞｼﾏﾁｮｳ

		香川県三木町		373419		香川県		三木町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾐｷﾁｮｳ

		香川県直島町		373648		香川県		直島町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾅｵｼﾏﾁｮｳ

		香川県宇多津町		373869		香川県		宇多津町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｳﾀﾂﾞﾁｮｳ

		香川県綾川町		373877		香川県		綾川町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｱﾔｶﾞﾜﾁｮｳ

		香川県琴平町		374032		香川県		琴平町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ｺﾄﾋﾗﾁｮｳ

		香川県多度津町		374041		香川県		多度津町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾀﾄﾞﾂﾁｮｳ

		香川県まんのう町		374067		香川県		まんのう町		ｶｶﾞﾜｹﾝ		ﾏﾝﾉｳﾁｮｳ

		愛媛県		380008		愛媛県				ｴﾋﾒｹﾝ

		愛媛県松山市		382019		愛媛県		松山市		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾏﾂﾔﾏｼ

		愛媛県今治市		382027		愛媛県		今治市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｲﾏﾊﾞﾘｼ

		愛媛県宇和島市		382035		愛媛県		宇和島市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｳﾜｼﾞﾏｼ

		愛媛県八幡浜市		382043		愛媛県		八幡浜市		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾔﾜﾀﾊﾏｼ

		愛媛県新居浜市		382051		愛媛県		新居浜市		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾆｲﾊﾏｼ

		愛媛県西条市		382060		愛媛県		西条市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｻｲｼﾞｮｳｼ

		愛媛県大洲市		382078		愛媛県		大洲市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｵｵｽﾞｼ

		愛媛県伊予市		382108		愛媛県		伊予市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｲﾖｼ

		愛媛県四国中央市		382132		愛媛県		四国中央市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｼｺｸﾁｭｳｵｳｼ

		愛媛県西予市		382141		愛媛県		西予市		ｴﾋﾒｹﾝ		ｾｲﾖｼ

		愛媛県東温市		382159		愛媛県		東温市		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾄｳｵﾝｼ

		愛媛県上島町		383562		愛媛県		上島町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｶﾐｼﾞﾏﾁｮｳ

		愛媛県久万高原町		383864		愛媛県		久万高原町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｸﾏｺｳｹﾞﾝﾁｮｳ

		愛媛県松前町		384011		愛媛県		松前町		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾏｻｷﾁｮｳ

		愛媛県砥部町		384020		愛媛県		砥部町		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾄﾍﾞﾁｮｳ

		愛媛県内子町		384224		愛媛県		内子町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｳﾁｺﾁｮｳ

		愛媛県伊方町		384429		愛媛県		伊方町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｲｶﾀﾁｮｳ

		愛媛県松野町		384844		愛媛県		松野町		ｴﾋﾒｹﾝ		ﾏﾂﾉﾁｮｳ

		愛媛県鬼北町		384887		愛媛県		鬼北町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｷﾎｸﾁｮｳ

		愛媛県愛南町		385069		愛媛県		愛南町		ｴﾋﾒｹﾝ		ｱｲﾅﾝﾁｮｳ

		高知県		390003		高知県				ｺｳﾁｹﾝ

		高知県高知市		392014		高知県		高知市		ｺｳﾁｹﾝ		ｺｳﾁｼ

		高知県室戸市		392022		高知県		室戸市		ｺｳﾁｹﾝ		ﾑﾛﾄｼ

		高知県安芸市		392031		高知県		安芸市		ｺｳﾁｹﾝ		ｱｷｼ

		高知県南国市		392049		高知県		南国市		ｺｳﾁｹﾝ		ﾅﾝｺｸｼ

		高知県土佐市		392057		高知県		土佐市		ｺｳﾁｹﾝ		ﾄｻｼ

		高知県須崎市		392065		高知県		須崎市		ｺｳﾁｹﾝ		ｽｻｷｼ

		高知県宿毛市		392081		高知県		宿毛市		ｺｳﾁｹﾝ		ｽｸﾓｼ

		高知県土佐清水市		392090		高知県		土佐清水市		ｺｳﾁｹﾝ		ﾄｻｼﾐｽﾞｼ

		高知県四万十市		392103		高知県		四万十市		ｺｳﾁｹﾝ		ｼﾏﾝﾄｼ

		高知県香南市		392111		高知県		香南市		ｺｳﾁｹﾝ		ｺｳﾅﾝｼ

		高知県香美市		392120		高知県		香美市		ｺｳﾁｹﾝ		ｶﾐｼ

		高知県東洋町		393011		高知県		東洋町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾄｳﾖｳﾁｮｳ

		高知県奈半利町		393029		高知県		奈半利町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾅﾊﾘﾁｮｳ

		高知県田野町		393037		高知県		田野町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾀﾉﾁｮｳ

		高知県安田町		393045		高知県		安田町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾔｽﾀﾞﾁｮｳ

		高知県北川村		393053		高知県		北川村		ｺｳﾁｹﾝ		ｷﾀｶﾞﾜﾑﾗ

		高知県馬路村		393061		高知県		馬路村		ｺｳﾁｹﾝ		ｳﾏｼﾞﾑﾗ

		高知県芸西村		393070		高知県		芸西村		ｺｳﾁｹﾝ		ｹﾞｲｾｲﾑﾗ

		高知県本山町		393410		高知県		本山町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾓﾄﾔﾏﾁｮｳ

		高知県大豊町		393444		高知県		大豊町		ｺｳﾁｹﾝ		ｵｵﾄﾖﾁｮｳ

		高知県土佐町		393631		高知県		土佐町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾄｻﾁｮｳ

		高知県大川村		393649		高知県		大川村		ｺｳﾁｹﾝ		ｵｵｶﾜﾑﾗ

		高知県いの町		393860		高知県		いの町		ｺｳﾁｹﾝ		ｲﾉﾁｮｳ

		高知県仁淀川町		393878		高知県		仁淀川町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾆﾖﾄﾞｶﾞﾜﾁｮｳ

		高知県中土佐町		394017		高知県		中土佐町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾅｶﾄｻﾁｮｳ

		高知県佐川町		394025		高知県		佐川町		ｺｳﾁｹﾝ		ｻｶﾜﾁｮｳ

		高知県越知町		394033		高知県		越知町		ｺｳﾁｹﾝ		ｵﾁﾁｮｳ

		高知県梼原町		394050		高知県		梼原町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾕｽﾊﾗﾁｮｳ

		高知県日高村		394106		高知県		日高村		ｺｳﾁｹﾝ		ﾋﾀﾞｶﾑﾗ

		高知県津野町		394114		高知県		津野町		ｺｳﾁｹﾝ		ﾂﾉﾁｮｳ

		高知県四万十町		394122		高知県		四万十町		ｺｳﾁｹﾝ		ｼﾏﾝﾄﾁｮｳ

		高知県大月町		394246		高知県		大月町		ｺｳﾁｹﾝ		ｵｵﾂｷﾁｮｳ

		高知県三原村		394271		高知県		三原村		ｺｳﾁｹﾝ		ﾐﾊﾗﾑﾗ

		高知県黒潮町		394289		高知県		黒潮町		ｺｳﾁｹﾝ		ｸﾛｼｵﾁｮｳ

		福岡県		400009		福岡県				ﾌｸｵｶｹﾝ

		福岡県北九州市		401005		福岡県		北九州市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｷﾀｷｭｳｼｭｳｼ

		福岡県福岡市		401307		福岡県		福岡市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾌｸｵｶｼ

		福岡県大牟田市		402028		福岡県		大牟田市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｵﾑﾀｼ

		福岡県久留米市		402036		福岡県		久留米市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｸﾙﾒｼ

		福岡県直方市		402044		福岡県		直方市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾉｵｶﾞﾀｼ

		福岡県飯塚市		402052		福岡県		飯塚市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｲｲﾂﾞｶｼ

		福岡県田川市		402061		福岡県		田川市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾀｶﾞﾜｼ

		福岡県柳川市		402079		福岡県		柳川市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾔﾅｶﾞﾜｼ

		福岡県八女市		402109		福岡県		八女市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾔﾒｼ

		福岡県筑後市		402117		福岡県		筑後市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾁｸｺﾞｼ

		福岡県大川市		402125		福岡県		大川市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｵｶﾜｼ

		福岡県行橋市		402133		福岡県		行橋市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾕｸﾊｼｼ

		福岡県豊前市		402141		福岡県		豊前市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾌﾞｾﾞﾝｼ

		福岡県中間市		402150		福岡県		中間市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾅｶﾏｼ

		福岡県小郡市		402168		福岡県		小郡市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｺﾞｵﾘｼ

		福岡県筑紫野市		402176		福岡県		筑紫野市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾁｸｼﾉｼ

		福岡県春日市		402184		福岡県		春日市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶｽｶﾞｼ

		福岡県大野城市		402192		福岡県		大野城市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｵﾉｼﾞｮｳｼ

		福岡県宗像市		402206		福岡県		宗像市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾑﾅｶﾀｼ

		福岡県太宰府市		402214		福岡県		太宰府市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾀﾞｻﾞｲﾌｼ

		福岡県古賀市		402231		福岡県		古賀市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｺｶﾞｼ

		福岡県福津市		402249		福岡県		福津市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾌｸﾂｼ

		福岡県うきは市		402257		福岡県		うきは市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｳｷﾊｼ

		福岡県宮若市		402265		福岡県		宮若市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾐﾔﾜｶｼ

		福岡県嘉麻市		402273		福岡県		嘉麻市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶﾏｼ

		福岡県朝倉市		402281		福岡県		朝倉市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｱｻｸﾗｼ

		福岡県みやま市		402290		福岡県		みやま市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾐﾔﾏｼ

		福岡県糸島市		402303		福岡県		糸島市		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｲﾄｼﾏｼ

		福岡県那珂川町		403059		福岡県		那珂川町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾅｶｶﾞﾜﾏﾁ

		福岡県宇美町		403415		福岡県		宇美町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｳﾐﾏﾁ

		福岡県篠栗町		403423		福岡県		篠栗町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｻｻｸﾞﾘﾏﾁ

		福岡県志免町		403431		福岡県		志免町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｼﾒﾏﾁ

		福岡県須恵町		403440		福岡県		須恵町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｽｴﾏﾁ

		福岡県新宮町		403458		福岡県		新宮町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｼﾝｸﾞｳﾏﾁ

		福岡県久山町		403482		福岡県		久山町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾋｻﾔﾏﾏﾁ

		福岡県粕屋町		403491		福岡県		粕屋町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶｽﾔﾏﾁ

		福岡県芦屋町		403814		福岡県		芦屋町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｱｼﾔﾏﾁ

		福岡県水巻町		403822		福岡県		水巻町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾐｽﾞﾏｷﾏﾁ

		福岡県岡垣町		403831		福岡県		岡垣町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｶｶﾞｷﾏﾁ

		福岡県遠賀町		403849		福岡県		遠賀町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵﾝｶﾞﾁｮｳ

		福岡県小竹町		404012		福岡県		小竹町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｺﾀｹﾏﾁ

		福岡県鞍手町		404021		福岡県		鞍手町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｸﾗﾃﾏﾁ

		福岡県桂川町		404217		福岡県		桂川町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｹｲｾﾝﾏﾁ

		福岡県筑前町		404471		福岡県		筑前町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾁｸｾﾞﾝﾏﾁ

		福岡県東峰村		404489		福岡県		東峰村		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾄｳﾎｳﾑﾗ

		福岡県大刀洗町		405035		福岡県		大刀洗町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾀﾁｱﾗｲﾏﾁ

		福岡県大木町		405221		福岡県		大木町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｵｷﾏﾁ

		福岡県広川町		405442		福岡県		広川町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾋﾛｶﾜﾏﾁ

		福岡県香春町		406015		福岡県		香春町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶﾜﾗﾏﾁ

		福岡県添田町		406023		福岡県		添田町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｿｴﾀﾞﾏﾁ

		福岡県糸田町		406040		福岡県		糸田町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｲﾄﾀﾞﾏﾁ

		福岡県川崎町		406058		福岡県		川崎町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶﾜｻｷﾏﾁ

		福岡県大任町		406082		福岡県		大任町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｵｵﾄｳﾏﾁ

		福岡県赤村		406091		福岡県		赤村		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｱｶﾑﾗ

		福岡県福智町		406104		福岡県		福智町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾌｸﾁﾏﾁ

		福岡県苅田町		406210		福岡県		苅田町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｶﾝﾀﾞﾏﾁ

		福岡県みやこ町		406252		福岡県		みやこ町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾐﾔｺﾏﾁ

		福岡県吉富町		406422		福岡県		吉富町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾖｼﾄﾐﾏﾁ

		福岡県上毛町		406465		福岡県		上毛町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ｺｳｹﾞﾏﾁ

		福岡県築上町		406473		福岡県		築上町		ﾌｸｵｶｹﾝ		ﾁｸｼﾞｮｳﾏﾁ

		佐賀県		410004		佐賀県				ｻｶﾞｹﾝ

		佐賀県佐賀市		412015		佐賀県		佐賀市		ｻｶﾞｹﾝ		ｻｶﾞｼ

		佐賀県唐津市		412023		佐賀県		唐津市		ｻｶﾞｹﾝ		ｶﾗﾂｼ

		佐賀県鳥栖市		412031		佐賀県		鳥栖市		ｻｶﾞｹﾝ		ﾄｽｼ

		佐賀県多久市		412040		佐賀県		多久市		ｻｶﾞｹﾝ		ﾀｸｼ

		佐賀県伊万里市		412058		佐賀県		伊万里市		ｻｶﾞｹﾝ		ｲﾏﾘｼ

		佐賀県武雄市		412066		佐賀県		武雄市		ｻｶﾞｹﾝ		ﾀｹｵｼ

		佐賀県鹿島市		412074		佐賀県		鹿島市		ｻｶﾞｹﾝ		ｶｼﾏｼ

		佐賀県小城市		412082		佐賀県		小城市		ｻｶﾞｹﾝ		ｵｷﾞｼ

		佐賀県嬉野市		412091		佐賀県		嬉野市		ｻｶﾞｹﾝ		ｳﾚｼﾉｼ

		佐賀県神埼市		412104		佐賀県		神埼市		ｻｶﾞｹﾝ		ｶﾝｻﾞｷｼ

		佐賀県吉野ヶ里町		413275		佐賀県		吉野ヶ里町		ｻｶﾞｹﾝ		ﾖｼﾉｶﾞﾘﾁｮｳ

		佐賀県基山町		413411		佐賀県		基山町		ｻｶﾞｹﾝ		ｷﾔﾏﾁｮｳ

		佐賀県上峰町		413453		佐賀県		上峰町		ｻｶﾞｹﾝ		ｶﾐﾐﾈﾁｮｳ

		佐賀県みやき町		413461		佐賀県		みやき町		ｻｶﾞｹﾝ		ﾐﾔｷﾁｮｳ

		佐賀県玄海町		413879		佐賀県		玄海町		ｻｶﾞｹﾝ		ｹﾞﾝｶｲﾁｮｳ

		佐賀県有田町		414018		佐賀県		有田町		ｻｶﾞｹﾝ		ｱﾘﾀﾁｮｳ

		佐賀県大町町		414239		佐賀県		大町町		ｻｶﾞｹﾝ		ｵｵﾏﾁﾁｮｳ

		佐賀県江北町		414247		佐賀県		江北町		ｻｶﾞｹﾝ		ｺｳﾎｸﾏﾁ

		佐賀県白石町		414255		佐賀県		白石町		ｻｶﾞｹﾝ		ｼﾛｲｼﾁｮｳ

		佐賀県太良町		414417		佐賀県		太良町		ｻｶﾞｹﾝ		ﾀﾗﾁｮｳ

		長崎県		420000		長崎県				ﾅｶﾞｻｷｹﾝ

		長崎県長崎市		422011		長崎県		長崎市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾅｶﾞｻｷｼ

		長崎県佐世保市		422029		長崎県		佐世保市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｻｾﾎﾞｼ

		長崎県島原市		422037		長崎県		島原市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｼﾏﾊﾞﾗｼ

		長崎県諫早市		422045		長崎県		諫早市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｲｻﾊﾔｼ

		長崎県大村市		422053		長崎県		大村市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｵｵﾑﾗｼ

		長崎県平戸市		422070		長崎県		平戸市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾋﾗﾄﾞｼ

		長崎県松浦市		422088		長崎県		松浦市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾏﾂｳﾗｼ

		長崎県対馬市		422096		長崎県		対馬市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾂｼﾏｼ

		長崎県壱岐市		422100		長崎県		壱岐市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｲｷｼ

		長崎県五島市		422118		長崎県		五島市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｺﾞﾄｳｼ

		長崎県西海市		422126		長崎県		西海市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｻｲｶｲｼ

		長崎県雲仙市		422134		長崎県		雲仙市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｳﾝｾﾞﾝｼ

		長崎県南島原市		422142		長崎県		南島原市		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾐﾅﾐｼﾏﾊﾞﾗｼ

		長崎県長与町		423076		長崎県		長与町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾅｶﾞﾖﾁｮｳ

		長崎県時津町		423084		長崎県		時津町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾄｷﾞﾂﾁｮｳ

		長崎県東彼杵町		423211		長崎県		東彼杵町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾋｶﾞｼｿﾉｷﾞﾁｮｳ

		長崎県川棚町		423220		長崎県		川棚町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｶﾜﾀﾅﾁｮｳ

		長崎県波佐見町		423238		長崎県		波佐見町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ﾊｻﾐﾁｮｳ

		長崎県小値賀町		423831		長崎県		小値賀町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｵﾁﾞｶﾁｮｳ

		長崎県佐々町		423912		長崎県		佐々町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｻｻﾞﾁｮｳ

		長崎県新上五島町		424111		長崎県		新上五島町		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		ｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁｮｳ

		熊本県		430005		熊本県				ｸﾏﾓﾄｹﾝ

		熊本県熊本市		431001		熊本県		熊本市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｸﾏﾓﾄｼ

		熊本県八代市		432024		熊本県		八代市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾔﾂｼﾛｼ

		熊本県人吉市		432032		熊本県		人吉市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾋﾄﾖｼｼ

		熊本県荒尾市		432041		熊本県		荒尾市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｱﾗｵｼ

		熊本県水俣市		432059		熊本県		水俣市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐﾅﾏﾀｼ

		熊本県玉名市		432067		熊本県		玉名市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾀﾏﾅｼ

		熊本県山鹿市		432083		熊本県		山鹿市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾔﾏｶﾞｼ

		熊本県菊池市		432105		熊本県		菊池市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｷｸﾁｼ

		熊本県宇土市		432113		熊本県		宇土市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｳﾄｼ

		熊本県上天草市		432121		熊本県		上天草市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｶﾐｱﾏｸｻｼ

		熊本県宇城市		432130		熊本県		宇城市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｳｷｼ

		熊本県阿蘇市		432148		熊本県		阿蘇市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｱｿｼ

		熊本県天草市		432156		熊本県		天草市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｱﾏｸｻｼ

		熊本県合志市		432164		熊本県		合志市		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｺｳｼｼ

		熊本県美里町		433489		熊本県		美里町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐｻﾄﾏﾁ

		熊本県玉東町		433641		熊本県		玉東町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｷﾞｮｸﾄｳﾏﾁ

		熊本県南関町		433675		熊本県		南関町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾅﾝｶﾝﾏﾁ

		熊本県長洲町		433683		熊本県		長洲町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾅｶﾞｽﾏﾁ

		熊本県和水町		433691		熊本県		和水町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾅｺﾞﾐﾏﾁ

		熊本県大津町		434035		熊本県		大津町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｵｵﾂﾞﾏﾁ

		熊本県菊陽町		434043		熊本県		菊陽町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｷｸﾖｳﾏﾁ

		熊本県南小国町		434230		熊本県		南小国町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐﾅﾐｵｸﾞﾆﾏﾁ

		熊本県小国町		434248		熊本県		小国町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｵｸﾞﾆﾏﾁ

		熊本県産山村		434256		熊本県		産山村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｳﾌﾞﾔﾏﾑﾗ

		熊本県高森町		434281		熊本県		高森町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾀｶﾓﾘﾏﾁ

		熊本県西原村		434329		熊本県		西原村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾆｼﾊﾗﾑﾗ

		熊本県南阿蘇村		434337		熊本県		南阿蘇村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐﾅﾐｱｿﾑﾗ

		熊本県御船町		434418		熊本県		御船町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐﾌﾈﾏﾁ

		熊本県嘉島町		434426		熊本県		嘉島町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｶｼﾏﾏﾁ

		熊本県益城町		434434		熊本県		益城町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾏｼｷﾏﾁ

		熊本県甲佐町		434442		熊本県		甲佐町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｺｳｻﾏﾁ

		熊本県山都町		434477		熊本県		山都町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾔﾏﾄﾁｮｳ

		熊本県氷川町		434680		熊本県		氷川町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾋｶﾜﾁｮｳ

		熊本県芦北町		434825		熊本県		芦北町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｱｼｷﾀﾏﾁ

		熊本県津奈木町		434841		熊本県		津奈木町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾂﾅｷﾞﾏﾁ

		熊本県錦町		435015		熊本県		錦町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾆｼｷﾏﾁ

		熊本県多良木町		435058		熊本県		多良木町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾀﾗｷﾞﾏﾁ

		熊本県湯前町		435066		熊本県		湯前町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾕﾉﾏｴﾏﾁ

		熊本県水上村		435074		熊本県		水上村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾐｽﾞｶﾐﾑﾗ

		熊本県相良村		435104		熊本県		相良村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｻｶﾞﾗﾑﾗ

		熊本県五木村		435112		熊本県		五木村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｲﾂｷﾑﾗ

		熊本県山江村		435121		熊本県		山江村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾔﾏｴﾑﾗ

		熊本県球磨村		435139		熊本県		球磨村		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｸﾏﾑﾗ

		熊本県あさぎり町		435147		熊本県		あさぎり町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ｱｻｷﾞﾘﾁｮｳ

		熊本県苓北町		435317		熊本県		苓北町		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		ﾚｲﾎｸﾏﾁ

		大分県		440001		大分県				ｵｵｲﾀｹﾝ

		大分県大分市		442011		大分県		大分市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｵｵｲﾀｼ

		大分県別府市		442020		大分県		別府市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾍﾞｯﾌﾟｼ

		大分県中津市		442038		大分県		中津市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾅｶﾂｼ

		大分県日田市		442046		大分県		日田市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾋﾀｼ

		大分県佐伯市		442054		大分県		佐伯市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｻｲｷｼ

		大分県臼杵市		442062		大分県		臼杵市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｳｽｷｼ

		大分県津久見市		442071		大分県		津久見市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾂｸﾐｼ

		大分県竹田市		442089		大分県		竹田市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾀｹﾀｼ

		大分県豊後高田市		442097		大分県		豊後高田市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾌﾞﾝｺﾞﾀｶﾀﾞｼ

		大分県杵築市		442101		大分県		杵築市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｷﾂｷｼ

		大分県宇佐市		442119		大分県		宇佐市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｳｻｼ

		大分県豊後大野市		442127		大分県		豊後大野市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾌﾞﾝｺﾞｵｵﾉｼ

		大分県由布市		442135		大分県		由布市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾕﾌｼ

		大分県国東市		442143		大分県		国東市		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｸﾆｻｷｼ

		大分県姫島村		443221		大分県		姫島村		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾋﾒｼﾏﾑﾗ

		大分県日出町		443417		大分県		日出町		ｵｵｲﾀｹﾝ		ﾋｼﾞﾏﾁ

		大分県九重町		444618		大分県		九重町		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｺｺﾉｴﾏﾁ

		大分県玖珠町		444626		大分県		玖珠町		ｵｵｲﾀｹﾝ		ｸｽﾏﾁ

		宮崎県		450006		宮崎県				ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ

		宮崎県宮崎市		452017		宮崎県		宮崎市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾐﾔｻﾞｷｼ

		宮崎県都城市		452025		宮崎県		都城市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳｼ

		宮崎県延岡市		452033		宮崎県		延岡市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾉﾍﾞｵｶｼ

		宮崎県日南市		452041		宮崎県		日南市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾆﾁﾅﾝｼ

		宮崎県小林市		452050		宮崎県		小林市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｺﾊﾞﾔｼｼ

		宮崎県日向市		452068		宮崎県		日向市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾋｭｳｶﾞｼ

		宮崎県串間市		452076		宮崎県		串間市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｸｼﾏｼ

		宮崎県西都市		452084		宮崎県		西都市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｻｲﾄｼ

		宮崎県えびの市		452092		宮崎県		えびの市		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｴﾋﾞﾉｼ

		宮崎県三股町		453412		宮崎県		三股町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾐﾏﾀﾁｮｳ

		宮崎県高原町		453617		宮崎県		高原町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾀｶﾊﾙﾁｮｳ

		宮崎県国富町		453820		宮崎県		国富町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｸﾆﾄﾐﾁｮｳ

		宮崎県綾町		453838		宮崎県		綾町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｱﾔﾁｮｳ

		宮崎県高鍋町		454010		宮崎県		高鍋町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾀｶﾅﾍﾞﾁｮｳ

		宮崎県新富町		454028		宮崎県		新富町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｼﾝﾄﾐﾁｮｳ

		宮崎県西米良村		454036		宮崎県		西米良村		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾆｼﾒﾗｿﾝ

		宮崎県木城町		454044		宮崎県		木城町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｷｼﾞｮｳﾁｮｳ

		宮崎県川南町		454052		宮崎県		川南町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｶﾜﾐﾅﾐﾁｮｳ

		宮崎県都農町		454061		宮崎県		都農町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾂﾉﾁｮｳ

		宮崎県門川町		454214		宮崎県		門川町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｶﾄﾞｶﾞﾜﾁｮｳ

		宮崎県諸塚村		454290		宮崎県		諸塚村		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾓﾛﾂｶｿﾝ

		宮崎県椎葉村		454303		宮崎県		椎葉村		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｼｲﾊﾞｿﾝ

		宮崎県美郷町		454311		宮崎県		美郷町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾐｻﾄﾁｮｳ

		宮崎県高千穂町		454419		宮崎県		高千穂町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾀｶﾁﾎﾁｮｳ

		宮崎県日之影町		454427		宮崎県		日之影町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ﾋﾉｶｹﾞﾁｮｳ

		宮崎県五ヶ瀬町		454435		宮崎県		五ヶ瀬町		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		ｺﾞｶｾﾁｮｳ

		鹿児島県		460001		鹿児島県				ｶｺﾞｼﾏｹﾝ

		鹿児島県鹿児島市		462012		鹿児島県		鹿児島市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｶｺﾞｼﾏｼ

		鹿児島県鹿屋市		462039		鹿児島県		鹿屋市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｶﾉﾔｼ

		鹿児島県枕崎市		462047		鹿児島県		枕崎市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾏｸﾗｻﾞｷｼ

		鹿児島県阿久根市		462063		鹿児島県		阿久根市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｱｸﾈｼ

		鹿児島県出水市		462080		鹿児島県		出水市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｲｽﾞﾐｼ

		鹿児島県指宿市		462101		鹿児島県		指宿市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｲﾌﾞｽｷｼ

		鹿児島県西之表市		462136		鹿児島県		西之表市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾆｼﾉｵﾓﾃｼ

		鹿児島県垂水市		462144		鹿児島県		垂水市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾀﾙﾐｽﾞｼ

		鹿児島県薩摩川内市		462152		鹿児島県		薩摩川内市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼ

		鹿児島県日置市		462161		鹿児島県		日置市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾋｵｷｼ

		鹿児島県曽於市		462179		鹿児島県		曽於市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｿｵｼ

		鹿児島県霧島市		462187		鹿児島県		霧島市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｷﾘｼﾏｼ

		鹿児島県いちき串木野市		462195		鹿児島県		いちき串木野市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｲﾁｷｸｼｷﾉｼ

		鹿児島県南さつま市		462209		鹿児島県		南さつま市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐｻﾂﾏｼ

		鹿児島県志布志市		462217		鹿児島県		志布志市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｼﾌﾞｼｼ

		鹿児島県奄美市		462225		鹿児島県		奄美市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｱﾏﾐｼ

		鹿児島県南九州市		462233		鹿児島県		南九州市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳｼ

		鹿児島県伊佐市		462241		鹿児島県		伊佐市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｲｻｼ

		鹿児島県姶良市		462250		鹿児島県		姶良市		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｱｲﾗｼ

		鹿児島県三島村		463035		鹿児島県		三島村		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾐｼﾏﾑﾗ

		鹿児島県十島村		463043		鹿児島県		十島村		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾄｼﾏﾑﾗ

		鹿児島県さつま町		463922		鹿児島県		さつま町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｻﾂﾏﾁｮｳ

		鹿児島県長島町		464040		鹿児島県		長島町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳ

		鹿児島県湧水町		464520		鹿児島県		湧水町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾕｳｽｲﾁｮｳ

		鹿児島県大崎町		464686		鹿児島県		大崎町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｵｵｻｷﾁｮｳ

		鹿児島県東串良町		464821		鹿児島県		東串良町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾋｶﾞｼｸｼﾗﾁｮｳ

		鹿児島県錦江町		464902		鹿児島県		錦江町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｷﾝｺｳﾁｮｳ

		鹿児島県南大隅町		464911		鹿児島県		南大隅町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐｵｵｽﾐﾁｮｳ

		鹿児島県肝付町		464929		鹿児島県		肝付町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｷﾓﾂｷﾁｮｳ

		鹿児島県中種子町		465011		鹿児島県		中種子町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾅｶﾀﾈﾁｮｳ

		鹿児島県南種子町		465020		鹿児島県		南種子町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾐﾅﾐﾀﾈﾁｮｳ

		鹿児島県屋久島町		465054		鹿児島県		屋久島町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾔｸｼﾏﾁｮｳ

		鹿児島県大和村		465232		鹿児島県		大和村		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾔﾏﾄｿﾝ

		鹿児島県宇検村		465241		鹿児島県		宇検村		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｳｹﾝｿﾝ

		鹿児島県瀬戸内町		465259		鹿児島県		瀬戸内町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｾﾄｳﾁﾁｮｳ

		鹿児島県龍郷町		465275		鹿児島県		龍郷町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾀﾂｺﾞｳﾁｮｳ

		鹿児島県喜界町		465291		鹿児島県		喜界町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｷｶｲﾁｮｳ

		鹿児島県徳之島町		465305		鹿児島県		徳之島町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾄｸﾉｼﾏﾁｮｳ

		鹿児島県天城町		465313		鹿児島県		天城町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｱﾏｷﾞﾁｮｳ

		鹿児島県伊仙町		465321		鹿児島県		伊仙町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ｲｾﾝﾁｮｳ

		鹿児島県和泊町		465330		鹿児島県		和泊町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾜﾄﾞﾏﾘﾁｮｳ

		鹿児島県知名町		465348		鹿児島県		知名町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾁﾅﾁｮｳ

		鹿児島県与論町		465356		鹿児島県		与論町		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		ﾖﾛﾝﾁｮｳ

		沖縄県		470007		沖縄県				ｵｷﾅﾜｹﾝ

		沖縄県那覇市		472018		沖縄県		那覇市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾅﾊｼ

		沖縄県宜野湾市		472051		沖縄県		宜野湾市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｷﾞﾉﾜﾝｼ

		沖縄県石垣市		472077		沖縄県		石垣市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｲｼｶﾞｷｼ

		沖縄県浦添市		472085		沖縄県		浦添市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｳﾗｿｴｼ

		沖縄県名護市		472093		沖縄県		名護市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾅｺﾞｼ

		沖縄県糸満市		472107		沖縄県		糸満市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｲﾄﾏﾝｼ

		沖縄県沖縄市		472115		沖縄県		沖縄市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｵｷﾅﾜｼ

		沖縄県豊見城市		472123		沖縄県		豊見城市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾄﾐｸﾞｽｸｼ

		沖縄県うるま市		472131		沖縄県		うるま市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｳﾙﾏｼ

		沖縄県宮古島市		472140		沖縄県		宮古島市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾐﾔｺｼﾞﾏｼ

		沖縄県南城市		472158		沖縄県		南城市		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾅﾝｼﾞｮｳｼ

		沖縄県国頭村		473014		沖縄県		国頭村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｸﾆｶﾞﾐｿﾝ

		沖縄県大宜味村		473022		沖縄県		大宜味村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｵｵｷﾞﾐｿﾝ

		沖縄県東村		473031		沖縄県		東村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾋｶﾞｼｿﾝ

		沖縄県今帰仁村		473065		沖縄県		今帰仁村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾅｷｼﾞﾝｿﾝ

		沖縄県本部町		473081		沖縄県		本部町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾓﾄﾌﾞﾁｮｳ

		沖縄県恩納村		473111		沖縄県		恩納村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｵﾝﾅｿﾝ

		沖縄県宜野座村		473138		沖縄県		宜野座村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｷﾞﾉｻﾞｿﾝ

		沖縄県金武町		473146		沖縄県		金武町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｷﾝﾁｮｳ

		沖縄県伊江村		473154		沖縄県		伊江村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｲｴｿﾝ

		沖縄県読谷村		473243		沖縄県		読谷村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾖﾐﾀﾝｿﾝ

		沖縄県嘉手納町		473251		沖縄県		嘉手納町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｶﾃﾞﾅﾁｮｳ

		沖縄県北谷町		473260		沖縄県		北谷町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾁﾔﾀﾝﾁｮｳ

		沖縄県北中城村		473278		沖縄県		北中城村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｷﾀﾅｶｸﾞｽｸｿﾝ

		沖縄県中城村		473286		沖縄県		中城村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾅｶｸﾞｽｸｿﾝ

		沖縄県西原町		473294		沖縄県		西原町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾆｼﾊﾗﾁｮｳ

		沖縄県与那原町		473481		沖縄県		与那原町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾖﾅﾊﾞﾙﾁｮｳ

		沖縄県南風原町		473502		沖縄県		南風原町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾊｴﾊﾞﾙﾁｮｳ

		沖縄県渡嘉敷村		473537		沖縄県		渡嘉敷村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾄｶｼｷｿﾝ

		沖縄県座間味村		473545		沖縄県		座間味村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｻﾞﾏﾐｿﾝ

		沖縄県粟国村		473553		沖縄県		粟国村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｱｸﾞﾆｿﾝ

		沖縄県渡名喜村		473561		沖縄県		渡名喜村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾄﾅｷｿﾝ

		沖縄県南大東村		473570		沖縄県		南大東村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝ

		沖縄県北大東村		473588		沖縄県		北大東村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝ

		沖縄県伊平屋村		473596		沖縄県		伊平屋村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｲﾍﾔｿﾝ

		沖縄県伊是名村		473600		沖縄県		伊是名村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｲｾﾞﾅｿﾝ

		沖縄県久米島町		473618		沖縄県		久米島町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ｸﾒｼﾞﾏﾁｮｳ

		沖縄県八重瀬町		473626		沖縄県		八重瀬町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾔｴｾﾁｮｳ

		沖縄県多良間村		473758		沖縄県		多良間村		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾀﾗﾏｿﾝ

		沖縄県竹富町		473812		沖縄県		竹富町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾀｹﾄﾐﾁｮｳ

		沖縄県与那国町		473821		沖縄県		与那国町		ｵｷﾅﾜｹﾝ		ﾖﾅｸﾞﾆﾁｮｳ
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		5														(注) 人口欄の「平成17年（組替）」は，平成22年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えた平成17年の人口を示す。

		6														1) 国土交通省国土地理院「平成22年全国都道府県市区町村別面積調」による。ただし，平成12年の地域については「平成12年全国都道府県市区町村別面積調」による。また，境界未定地域については，総務省統計局において面積を推定している。

		7														2) 「面積及び人口集中地区に関する留意事項」を参照。

		8														to21-01.0001		to21-01.0002		to21-01.0003		to21-01.0004		to21-01.0005		to21-01.0006

		9						↓地域識別コードがa,0,1,2,3のもののみを抜粋 バッスイ								0		0		0		0		0		0

		10		※大項目		地域コード		地域識別コード		境域年次(2010)		境域年次(2000)				人口　平成22年　(a)		人口　平成17年（組替） 2)		平成17年～22年の人口増減数 2)		平成17年～22年の人口増減率（％） 2)		面積（km2）　(b) 1)2)		人口密度（1km2当たり）　(a)/(b) 2)

		11				0		a		2010		2000		全国		128057352		127767994		289358		0.2264714276		377950.1		343.4

		14				1000		a		2010		2000		北海道		5506419		5627737		-121318		-2.1557155212		83456.87		70.2

		17				1100		1		2010		2000		札幌市		1913545		1880863		32682		1.7376066199		1121.12		1706.8

		18				1101		0		2010		2000		札幌市 中央区		220189		202801		17388		8.5739222193		46.42		4743.4

		19				1102		0		2010		2000		札幌市 北区		278781		272877		5904		2.1636121769		63.48		4391.6

		20				1103		0		2010		2000		札幌市 東区		255873		253996		1877		0.7389880156		57.13		4478.8

		21				1104		0		2010		2000		札幌市 白石区		204259		201307		2952		1.4664169651		34.58		5906.9

		22				1105		0		2010		2000		札幌市 豊平区		212118		209428		2690		1.2844509808		46.35		4576.4

		23				1106		0		2010		2000		札幌市 南区		146341		153021		-6680		-4.3654138974		657.23		222.7

		24				1107		0		2010		2000		札幌市 西区		211229		207329		3900		1.8810682538		74.93		2819

		25				1108		0		2010		2000		札幌市 厚別区		128492		129720		-1228		-0.9466543324		24.38		5270.4

		26				1109		0		2010		2000		札幌市 手稲区		139644		137601		2043		1.4847275819		56.92		2453.3

		27				1110		0		2010		2000		札幌市 清田区		116619		112783		3836		3.4012218153		59.7		1953.4

		28				1202		2		2010				函館市		279127		294264		-15137		-5.1440203355		677.93		411.7

		34				1203		2		2010		2000		小樽市		131928		142161		-10233		-7.1981767151		243.3		542.2

		35				1204		2		2010		2000		旭川市		347095		355004		-7909		-2.2278622213		747.6		464.3

		36				1205		2		2010		2000		室蘭市		94535		98372		-3837		-3.9005001423		80.65		1172.2

		37				1206		2		2010				釧路市		181169		190478		-9309		-4.8871785718		1362.75		132.9

		41				1207		2		2010		2000		帯広市		168057		170580		-2523		-1.4790714034		618.94		271.5

		42				1208		2		2010				北見市		125689		129365		-3676		-2.8415722954		1427.56		88

		47				1209		2		2010		2000		夕張市		10922		13001		-2079		-15.9910776094		763.2		14.3

		48				1210		2		2010				岩見沢市		90145		93677		-3532		-3.7704025535		481.1		187.4

		52				1211		2		2010		2000		網走市		40998		42045		-1047		-2.4901890831		471		87

		53				1212		2		2010		2000		留萌市		24457		26826		-2369		-8.8309848654		297.51		82.2

		54				1213		2		2010		2000		苫小牧市		173320		172758		562		0.32531055		561.48		308.7

		55				1214		2		2010		2000		稚内市		39595		41592		-1997		-4.8014041162		760.89		52

		56				1215		2		2010		2000		美唄市		26034		29083		-3049		-10.4837877798		277.61		93.8

		57				1216		2		2010		2000		芦別市		16628		18899		-2271		-12.01650881		865.02		19.2

		58				1217		2		2010		2000		江別市		123722		125601		-1879		-1.4960071974		187.57		659.6

		59				1218		2		2010		2000		赤平市		12637		14401		-1764		-12.2491493646		129.88		97.3

		60				1219		2		2010		2000		紋別市		24750		26632		-1882		-7.0666866927		830.7		29.8

		61				1220		2		2010				士別市		21787		23411		-1624		-6.9369099996		1119.29		19.5

		64				1221		2		2010				名寄市		30591		31628		-1037		-3.2787403566		535.23		57.2

		67				1222		2		2010		2000		三笠市		10221		11927		-1706		-14.3036807244		302.64		33.8

		68				1223		2		2010		2000		根室市		29201		31202		-2001		-6.4130504455		512.72		70.7

		69				1224		2		2010		2000		千歳市		93604		91437		2167		2.3699377714		594.95		157.3

		70				1225		2		2010		2000		滝川市		43170		45562		-2392		-5.2499890259		115.82		372.7

		71				1226		2		2010		2000		砂川市		19056		20068		-1012		-5.0428542954		78.69		242.2

		72				1227		2		2010		2000		歌志内市		4387		5221		-834		-15.9739513503		55.99		78.4

		73				1228		2		2010		2000		深川市		23709		25838		-2129		-8.2398018422		529.23		44.8

		74				1229		2		2010		2000		富良野市		24259		25076		-817		-3.25809539		600.97		40.4

		75				1230		2		2010		2000		登別市		51526		53135		-1609		-3.0281358803		212.11		242.9

		76				1231		2		2010		2000		恵庭市		69384		67614		1770		2.6178010471		294.87		235.3

		77				1233		2		2010				伊達市		36278		37066		-788		-2.1259375169		444.28		81.7

		80				1234		2		2010		2000		北広島市		60353		60677		-324		-0.5339749823		118.54		509.1

		81				1235		2		2010				石狩市		59449		60104		-655		-1.0897777186		721.86		82.4

		85				1236		2		2010				北斗市		48032		48056		-24		-0.0499417346		397.3		120.9

		89				1303		3		2010		2000		当別町		18766		19982		-1216		-6.0854769292		422.71		44.4

		90				1304		3		2010		2000		新篠津村		3515		3737		-222		-5.9405940594		78.24		44.9

		92				1331		3		2010		2000		松前町		8748		10121		-1373		-13.5658531766		293.12		29.8

		93				1332		3		2010		2000		福島町		5114		5897		-783		-13.2779379345		187.25		27.3

		94				1333		3		2010		2000		知内町		5074		5447		-373		-6.8478061318		196.67		25.8

		95				1334		3		2010		2000		木古内町		5341		6024		-683		-11.3379814077		221.89		24.1

		96				1337		3		2010		2000		七飯町		28463		28424		39		0.1372079932		216.61		131.4

		97				1343		3		2010		2000		鹿部町		4767		4919		-152		-3.0900589551		110.61		43.1

		98				1345		3		2010				森町		17859		19149		-1290		-6.7366442112		368.27		48.5

		101				1346		3		2010				八雲町		18896		20131		-1235		-6.134816949		955.98		19.8

		104				1347		3		2010		2000		長万部町		6386		7003		-617		-8.8105097815		310.84		20.5

		106				1361		3		2010		2000		江差町		9004		10131		-1127		-11.1242720363		109.59		82.2

		107				1362		3		2010		2000		上ノ国町		5428		6417		-989		-15.4121863799		547.6		9.9

		108				1363		3		2010		2000		厚沢部町		4409		4775		-366		-7.664921466		460.42		9.6

		109				1364		3		2010		2000		乙部町		4408		4816		-408		-8.4717607973		162.56		27.1

		110				1367		3		2010		2000		奥尻町		3033		3643		-610		-16.7444413945		142.98		21.2

		111				1370		3		2010		2000		今金町		6186		6466		-280		-4.3303433344		568.14		10.9

		112				1371		3		2010				せたな町		9590		10748		-1158		-10.7740975065		638.67		15

		117				1391		3		2010		2000		島牧村		1781		1996		-215		-10.7715430862		437.26		4.1

		118				1392		3		2010		2000		寿都町		3443		3744		-301		-8.0395299145		95.37		36.1

		119				1393		3		2010		2000		黒松内町		3250		3457		-207		-5.9878507376		345.47		9.4

		120				1394		3		2010		2000		蘭越町		5292		5802		-510		-8.7900723888		449.68		11.8

		121				1395		3		2010		2000		ニセコ町		4823		4669		154		3.2983508246		197.13		24.5

		122				1396		3		2010		2000		真狩村		2189		2354		-165		-7.0093457944		114.43		19.1

		123				1397		3		2010		2000		留寿都村		2034		2165		-131		-6.0508083141		119.92		17

		124				1398		3		2010		2000		喜茂別町		2490		2707		-217		-8.0162541559		189.51		13.1

		125				1399		3		2010		2000		京極町		3811		3583		228		6.3633826402		231.61		16.5

		126				1400		3		2010		2000		倶知安町		15568		16176		-608		-3.7586547972		261.24		59.6

		127				1401		3		2010		2000		共和町		6428		7112		-684		-9.6175478065		304.96		21.1

		128				1402		3		2010		2000		岩内町		14451		15744		-1293		-8.212652439		70.63		204.6

		129				1403		3		2010		2000		泊村		1883		2185		-302		-13.8215102975		82.35		22.9

		130				1404		3		2010		2000		神恵内村		1122		1319		-197		-14.9355572403		147.71		7.6

		131				1405		3		2010		2000		積丹町		2516		2860		-344		-12.027972028		238.21		10.6

		132				1406		3		2010		2000		古平町		3611		4021		-410		-10.1964685402		188.41		19.2

		133				1407		3		2010		2000		仁木町		3800		3967		-167		-4.2097302748		167.93		22.6

		134				1408		3		2010		2000		余市町		21258		22734		-1476		-6.4924782264		140.6		151.2

		135				1409		3		2010		2000		赤井川村		1262		1310		-48		-3.6641221374		280.11		4.5

		137				1423		3		2010		2000		南幌町		8778		9564		-786		-8.2183186951		81.49		107.7

		138				1424		3		2010		2000		奈井江町		6194		6836		-642		-9.3914569924		88.05		70.3

		139				1425		3		2010		2000		上砂川町		4086		4770		-684		-14.3396226415		39.91		102.4

		140				1427		3		2010		2000		由仁町		5896		6477		-581		-8.9702022541		133.86		44

		141				1428		3		2010		2000		長沼町		11691		12401		-710		-5.7253447303		168.36		69.4

		142				1429		3		2010		2000		栗山町		13340		14352		-1012		-7.0512820513		203.84		65.4

		143				1430		3		2010		2000		月形町		4859		4785		74		1.5464994775		151.05		32.2

		144				1431		3		2010		2000		浦臼町		2206		2417		-211		-8.7298303682		101.08		21.8

		145				1432		3		2010		2000		新十津川町		7249		7684		-435		-5.6611140031		495.62		14.6

		146				1433		3		2010		2000		妹背牛町		3462		3943		-481		-12.1988333756		48.55		71.3

		147				1434		3		2010		2000		秩父別町		2730		3003		-273		-9.0909090909		47.26		57.8

		148				1436		3		2010		2000		雨竜町		3049		3316		-267		-8.0518697226		190.91		16

		149				1437		3		2010		2000		北竜町		2193		2376		-183		-7.702020202		158.82		13.8

		150				1438		3		2010		2000		沼田町		3612		4041		-429		-10.6161841128		283.21		12.8

		152				1452		3		2010		2000		鷹栖町		7345		7261		84		1.1568654455		139.44		52.7

		153				1453		3		2010		2000		東神楽町		9292		9194		98		1.0659125517		68.64		135.4

		154				1454		3		2010		2000		当麻町		7087		7473		-386		-5.1652616085		204.95		34.6

		155				1455		3		2010		2000		比布町		4042		4340		-298		-6.866359447		87.29		46.3

		156				1456		3		2010		2000		愛別町		3328		3739		-411		-10.9922439155		249.71		13.3

		157				1457		3		2010		2000		上川町		4532		5176		-644		-12.4420401855		1049.24		4.3

		158				1458		3		2010		2000		東川町		7859		7701		158		2.0516815998		247.06		31.8

		159				1459		3		2010		2000		美瑛町		10956		11628		-672		-5.7791537668		677.16		16.2

		160				1460		3		2010		2000		上富良野町		11545		12352		-807		-6.5333549223		237.18		48.7

		161				1461		3		2010		2000		中富良野町		5477		5707		-230		-4.0301384265		108.7		50.4

		162				1462		3		2010		2000		南富良野町		2814		2947		-133		-4.513064133		665.52		4.2

		163				1463		3		2010		2000		占冠村		1394		1819		-425		-23.3644859813		571.31		2.4

		164				1464		3		2010		2000		和寒町		3832		4238		-406		-9.5799905616		224.83		17

		165				1465		3		2010		2000		剣淵町		3565		3952		-387		-9.7925101215		131.2		27.2

		166				1468		3		2010		2000		下川町		3775		4146		-371		-8.9483839846		644.2		5.9

		167				1469		3		2010		2000		美深町		5178		5512		-334		-6.0595065312		672.14		7.7

		168				1470		3		2010		2000		音威子府村		995		1070		-75		-7.0093457944		275.64		3.6

		169				1471		3		2010		2000		中川町		1907		2106		-199		-9.4491927825		594.87		3.2

		170				1472		3		2010				幌加内町		1710		1952		-242		-12.3975409836		767.03		2.2

		173				1481		3		2010		2000		増毛町		5078		5708		-630		-11.0371408549		369.68		13.7

		174				1482		3		2010		2000		小平町		3717		4272		-555		-12.9915730337		627.31		5.9

		175				1483		3		2010		2000		苫前町		3656		4202		-546		-12.9938124703		454.53		8

		176				1484		3		2010		2000		羽幌町		7964		8740		-776		-8.8787185355		472.53		16.9

		177				1485		3		2010		2000		初山別村		1369		1511		-142		-9.3977498345		280.04		4.9

		178				1486		3		2010		2000		遠別町		3084		3421		-337		-9.8509207834		590.86		5.2

		179				1487		3		2010		2000		天塩町		3780		4030		-250		-6.2034739454		353.31		10.7

		181				1511		3		2010		2000		猿払村		2825		2940		-115		-3.9115646259		590		4.8

		182				1512		3		2010		2000		浜頓別町		4168		4582		-414		-9.0353557399		401.56		10.4

		183				1513		3		2010		2000		中頓別町		1974		2289		-315		-13.7614678899		398.55		5

		184				1514		3		2010				枝幸町		9125		9815		-690		-7.0300560367		1115.68		8.2

		187				1516		3		2010		2000		豊富町		4378		4850		-472		-9.7319587629		520.67		8.4

		188				1517		3		2010		2000		礼文町		3078		3410		-332		-9.7360703812		81.33		37.8

		189				1518		3		2010		2000		利尻町		2590		2951		-361		-12.233141308		76.49		33.9

		190				1519		3		2010		2000		利尻富士町		3037		3239		-202		-6.2364927447		105.69		28.7

		191				1520		3		2010				幌延町		2677		2784		-107		-3.8433908046		574.27		4.7

		194				1543		3		2010		2000		美幌町		21575		22819		-1244		-5.4515973531		438.36		49.2

		195				1544		3		2010		2000		津別町		5646		6222		-576		-9.2574734812		716.6		7.9

		196				1545		3		2010		2000		斜里町		13045		13431		-386		-2.8739483285		737.01		17.7

		197				1546		3		2010		2000		清里町		4551		5025		-474		-9.4328358209		402.73		11.3

		198				1547		3		2010		2000		小清水町		5358		5753		-395		-6.8659829654		287.04		18.7

		199				1549		3		2010		2000		訓子府町		5435		5981		-546		-9.1289082093		190.89		28.5

		200				1550		3		2010		2000		置戸町		3428		3699		-271		-7.3263044066		527.54		6.5

		201				1552		3		2010		2000		佐呂間町		5892		6393		-501		-7.8366963867		404.99		14.5

		202				1555		3		2010				遠軽町		22265		23648		-1383		-5.8482746955		1332.32		16.7

		207				1559		3		2010				湧別町		10041		10758		-717		-6.6648075851		505.74		19.9

		210				1560		3		2010		2000		滝上町		3028		3366		-338		-10.0415923945		766.89		3.9

		211				1561		3		2010		2000		興部町		4301		4589		-288		-6.2758770974		362.45		11.9

		212				1562		3		2010		2000		西興部村		1135		1224		-89		-7.2712418301		308.12		3.7

		213				1563		3		2010		2000		雄武町		4939		5507		-568		-10.3141456328		637.06		7.8

		214				1564		3		2010				大空町		7933		8392		-459		-5.4694947569		343.62		23.1

		218				1571		3		2010		2000		豊浦町		4528		4771		-243		-5.0932718508		233.54		19.4

		219				1575		3		2010		2000		壮瞥町		3232		3473		-241		-6.939245609		205.04		15.8

		220				1578		3		2010		2000		白老町		19376		20748		-1372		-6.6126855601		425.75		45.5

		221				1581		3		2010		2000		厚真町		4890		5240		-350		-6.679389313		404.56		12.1

		222				1584		3		2010				洞爺湖町		10132		11343		-1211		-10.6761879573		180.54		56.1

		225				1585		3		2010				安平町		8726		9131		-405		-4.4354397109		237.14		36.8

		228				1586		3		2010				むかわ町		9746		10602		-856		-8.0739483116		712.91		13.7

		232				1601		3		2010				日高町		13615		14730		-1115		-7.5695858792		992.67		13.7

		235				1602		3		2010		2000		平取町		5596		6173		-577		-9.3471569739		743.16		7.5

		236				1604		3		2010		2000		新冠町		5775		6034		-259		-4.2923433875		585.88		9.9

		237				1607		3		2010		2000		浦河町		14389		15698		-1309		-8.3386418652		694.25		20.7

		238				1608		3		2010		2000		様似町		5114		5711		-597		-10.4535107687		364.33		14

		239				1609		3		2010		2000		えりも町		5413		5796		-383		-6.608005521		283.93		19.1

		240				1610		3		2010				新ひだか町		25419		27265		-1846		-6.7705849991		1147.75		22.1

		244				1631		3		2010		2000		音更町		45085		42452		2633		6.2022990672		466.09		96.7

		245				1632		3		2010		2000		士幌町		6416		6755		-339		-5.0185048113		259.13		24.8

		246				1633		3		2010		2000		上士幌町		5080		5229		-149		-2.8494932109		694.09		7.3

		247				1634		3		2010		2000		鹿追町		5702		5876		-174		-2.9611980939		402.86		14.2

		248				1635		3		2010		2000		新得町		6653		7243		-590		-8.1457959409		1063.79		6.3

		249				1636		3		2010		2000		清水町		9961		10464		-503		-4.8069571865		402.18		24.8

		250				1637		3		2010		2000		芽室町		18905		18300		605		3.306010929		513.91		36.8

		251				1638		3		2010		2000		中札内村		4006		3983		23		0.5774541803		292.69		13.7

		252				1639		3		2010		2000		更別村		3391		3326		65		1.9542994588		176.45		19.2

		253				1641		3		2010		2000		大樹町		5977		6407		-430		-6.711409396		816.38		7.3

		254				1642		3		2010		2000		広尾町		7881		8325		-444		-5.3333333333		596.16		13.2

		255				1643		3		2010				幕別町		26547		26868		-321		-1.1947297901		478		55.5

		258				1644		3		2010		2000		池田町		7527		8193		-666		-8.1288905163		371.91		20.2

		259				1645		3		2010		2000		豊頃町		3394		3732		-338		-9.0568060021		536.52		6.3

		260				1646		3		2010		2000		本別町		8275		9072		-797		-8.7852733686		391.99		21.1

		261				1647		3		2010		2000		足寄町		7630		8317		-687		-8.2601899723		1408.09		5.4

		262				1648		3		2010		2000		陸別町		2650		2956		-306		-10.351826793		608.81		4.4

		263				1649		3		2010		2000		浦幌町		5460		6068		-608		-10.0197758734		729.64		7.5

		265				1661		3		2010		2000		釧路町		20526		21855		-1329		-6.0809883322		252.6		81.3

		266				1662		3		2010		2000		厚岸町		10630		11525		-895		-7.7657266811		739.07		14.4

		267				1663		3		2010		2000		浜中町		6511		7005		-494		-7.0521056388		423.44		15.4

		268				1664		3		2010		2000		標茶町		8285		8936		-651		-7.2851387645		1099.41		7.5

		269				1665		3		2010		2000		弟子屈町		8278		9023		-745		-8.25667738		774.53		10.7

		270				1667		3		2010		2000		鶴居村		2627		2672		-45		-1.6841317365		571.84		4.6

		271				1668		3		2010		2000		白糠町		9294		10397		-1103		-10.60882947		773.75		12

		273				1691		3		2010		2000		別海町		15855		16460		-605		-3.6755771567		1320.23		12

		274				1692		3		2010		2000		中標津町		23982		23792		190		0.7985877606		684.98		35

		275				1693		3		2010		2000		標津町		5646		6063		-417		-6.8777832756		624.49		9

		276				1694		3		2010		2000		羅臼町		5885		6540		-655		-10.0152905199		397.88		14.8

		277				2000		a		2010		2000		青森県		1373339		1436657		-63318		-4.4073150376		9644.54		142.4

		280				2201		2		2010				青森市		299520		311386		-11866		-3.810704399		824.54		363.3

		283				2202		2		2010				弘前市		183473		189043		-5570		-2.9464195977		524.12		350.1

		287				2203		2		2010				八戸市		237615		244700		-7085		-2.8953821005		305.4		778

		290				2204		2		2010		2000		黒石市		36132		38455		-2323		-6.0408269406		216.96		166.5

		291				2205		2		2010				五所川原市		58421		62181		-3760		-6.0468631897		404.56		144.4

		295				2206		2		2010				十和田市		66110		68359		-2249		-3.2899837622		725.67		91.1

		298				2207		2		2010		2000		三沢市		41258		42425		-1167		-2.750736594		120.09		343.6

		299				2208		2		2010				むつ市		61066		64052		-2986		-4.6618372572		863.79		70.7

		304				2209		2		2010				つがる市		37243		40091		-2848		-7.1038387668		253.85		146.7

		310				2210		2		2010				平川市		33764		35336		-1572		-4.4487208513		345.81		97.6

		315				2301		3		2010		2000		平内町		12361		13483		-1122		-8.3215901506		217		57

		316				2303		3		2010		2000		今別町		3217		3816		-599		-15.6970649895		125.28		25.7

		317				2304		3		2010		2000		蓬田村		3271		3405		-134		-3.9353891336		80.63		40.6

		318				2307		3		2010				外ヶ浜町		7089		8215		-1126		-13.7066342057		229.92		30.8

		323				2321		3		2010		2000		鰺ヶ沢町		11449		12662		-1213		-9.5798452061		342.99		33.4

		324				2323		3		2010				深浦町		9691		10910		-1219		-11.1732355637		488.85		19.8

		328				2343		3		2010		2000		西目屋村		1594		1597		-3		-0.1878522229		246.05		6.5

		330				2361		3		2010				藤崎町		16021		16617		-596		-3.5866883312		37.26		430

		333				2362		3		2010		2000		大鰐町		10978		11921		-943		-7.9104102005		163.41		67.2

		334				2367		3		2010		2000		田舎館村		8153		8541		-388		-4.5427935839		22.31		365.4

		336				2381		3		2010		2000		板柳町		15227		16222		-995		-6.1336456664		41.81		364.2

		337				2384		3		2010		2000		鶴田町		14270		15218		-948		-6.2294651071		46.4		307.5

		338				2387		3		2010				中泊町		12743		14184		-1441		-10.1593344614		216.33		58.9

		342				2401		3		2010		2000		野辺地町		14314		15218		-904		-5.9403338152		81.61		175.4

		343				2402		3		2010				七戸町		16759		18471		-1712		-9.2685831845		337.23		49.7

		346				2405		3		2010		2000		六戸町		10241		10430		-189		-1.8120805369		84.06		121.8

		347				2406		3		2010		2000		横浜町		4881		5097		-216		-4.2377869335		126.55		38.6

		348				2408		3		2010				東北町		19106		20016		-910		-4.5463629097		326.71		58.5

		351				2411		3		2010		2000		六ヶ所村		11095		11401		-306		-2.6839750899		253.01		43.9

		352				2412		3		2010				おいらせ町		24211		24172		39		0.1613437035		71.88		336.8

		356				2423		3		2010		2000		大間町		6340		6212		128		2.0605280103		52.06		121.8

		357				2424		3		2010		2000		東通村		7252		8042		-790		-9.8234270082		294.39		24.6

		358				2425		3		2010		2000		風間浦村		2463		2603		-140		-5.3784095275		69.6		35.4

		359				2426		3		2010		2000		佐井村		2422		2843		-421		-14.8083010904		135.03		17.9

		361				2441		3		2010		2000		三戸町		11299		12261		-962		-7.8460158225		151.55		74.6

		362				2442		3		2010				五戸町		18712		20138		-1426		-7.0811401331		177.82		105.2

		365				2443		3		2010		2000		田子町		6175		6883		-708		-10.2862124074		242.1		25.5

		366				2445		3		2010				南部町		19853		21552		-1699		-7.8832590943		153.15		129.6

		370				2446		3		2010		2000		階上町		14699		15356		-657		-4.2784579318		93.91		156.5

		371				2450		3		2010		2000		新郷村		2851		3143		-292		-9.2904867961		150.85		18.9

		372				3000		a		2010		2000		岩手県		1330147		1385041		-54894		-3.9633483774		15278.89		87.1

		375				3201		2		2010				盛岡市		298348		300746		-2398		-0.7973505882		886.47		336.6

		378				3202		2		2010				宮古市		59430		63588		-4158		-6.5389696169		1259.89		47.2

		383				3203		2		2010				大船渡市		40737		43331		-2594		-5.9864761949		323.3		126

		386				3205		2		2010				花巻市		101438		105028		-3590		-3.4181361161		908.32		111.7

		391				3206		2		2010		2000		北上市		93138		94321		-1183		-1.2542275845		437.55		212.9

		392				3207		2		2010				久慈市		36872		39141		-2269		-5.7969903682		623.14		59.2

		395				3208		2		2010				遠野市		29331		31402		-2071		-6.5951213299		825.62		35.5

		398				3209		2		2010				一関市		118578		125818		-7240		-5.7543435756		1133.1		104.6

		406				3210		2		2010		2000		陸前高田市		23300		24709		-1409		-5.7023756526		232.29		100.3

		407				3211		2		2010		2000		釜石市		39574		42987		-3413		-7.9396096494		441.43		89.6

		408				3213		2		2010				二戸市		29702		31477		-1775		-5.6390380278		420.31		70.7

		411				3214		2		2010				八幡平市		28680		31079		-2399		-7.7190385791		862.25		33.3

		415				3215		2		2010				奥州市		124746		130171		-5425		-4.1675949328		993.35		125.6

		422				3301		3		2010		2000		雫石町		18033		19055		-1022		-5.3634216741		609.01		29.6

		423				3302		3		2010		2000		葛巻町		7304		8021		-717		-8.939035033		434.99		16.8

		424				3303		3		2010		2000		岩手町		14984		16254		-1270		-7.8134613018		360.55		41.6

		425				3305		3		2010		2000		滝沢村		53857		53560		297		0.5545182972		182.32		295.4

		427				3321		3		2010		2000		紫波町		33288		33692		-404		-1.1990977087		239.03		139.3

		428				3322		3		2010		2000		矢巾町		27205		27085		120		0.4430496585		67.28		404.4

		430				3366		3		2010				西和賀町		6602		7375		-773		-10.4813559322		590.78		11.2

		434				3381		3		2010		2000		金ケ崎町		16325		16396		-71		-0.4330324469		179.77		90.8

		436				3402		3		2010		2000		平泉町		8345		8819		-474		-5.374759043		63.39		131.6

		438				3422		3		2010		2000		藤沢町		9064		9904		-840		-8.4814216478		123.15		73.6

		440				3441		3		2010		2000		住田町		6190		6848		-658		-9.6086448598		334.83		18.5

		442				3461		3		2010		2000		大槌町		15276		16516		-1240		-7.5078711552		200.59		76.2

		444				3482		3		2010		2000		山田町		18617		20142		-1525		-7.5712441664		263.45		70.7

		445				3483		3		2010		2000		岩泉町		10804		11914		-1110		-9.3167701863		992.92		10.9

		446				3484		3		2010		2000		田野畑村		3843		4241		-398		-9.3845791087		156.19		24.6

		447				3485		3		2010		2000		普代村		3088		3358		-270		-8.0405002978		69.69		44.3

		449				3501		3		2010		2000		軽米町		10209		10997		-788		-7.1655906156		245.74		41.5

		450				3503		3		2010		2000		野田村		4632		5019		-387		-7.7106993425		80.83		57.3

		451				3506		3		2010		2000		九戸村		6507		6974		-467		-6.6963005449		134.05		48.5

		452				3507		3		2010				洋野町		17913		19524		-1611		-8.2513829133		303.2		59.1

		456				3524		3		2010		2000		一戸町		14187		15549		-1362		-8.7594057496		300.11		47.3

		457				4000		a		2010		2000		宮城県		2348165		2360218		-12053		-0.5106731666		7285.76		322.3

		460				4100		1		2010		2000		仙台市		1045986		1025126		20860		2.0348718109		783.54		1334.9

		461				4101		0		2010		2000		仙台市 青葉区		291436		281218		10218		3.633480076		302.27		964.2

		462				4102		0		2010		2000		仙台市 宮城野区		190473		182706		7767		4.2510919182		58.1		3278.4

		463				4103		0		2010		2000		仙台市 若林区		132306		129942		2364		1.8192732142		48.38		2734.7

		464				4104		0		2010		2000		仙台市 太白区		220588		222447		-1859		-0.8357046847		228.18		966.7

		465				4105		0		2010		2000		仙台市 泉区		211183		208813		2370		1.1349868064		146.61		1440.4

		466				4202		2		2010				石巻市		160826		167324		-6498		-3.8834835409		555.78		289.4

		474				4203		2		2010		2000		塩竈市		56490		59357		-2867		-4.8300958606		17.86		3162.9

		475				4205		2		2010				気仙沼市		73489		78011		-4522		-5.7966184256		333.37		220.4

		479				4206		2		2010		2000		白石市		37422		39492		-2070		-5.2415679125		286.47		130.6

		480				4207		2		2010		2000		名取市		73134		68662		4472		6.5130639946		100.07		730.8

		481				4208		2		2010		2000		角田市		31336		33199		-1863		-5.6116148077		147.58		212.3

		482				4209		2		2010		2000		多賀城市		63060		62717		343		0.5469011592		19.65		3209.2

		483				4211		2		2010		2000		岩沼市		44187		43921		266		0.6056328408		60.71		727.8

		484				4212		2		2010				登米市		83969		89316		-5347		-5.9866093421		536.38		156.5

		494				4213		2		2010				栗原市		74932		80248		-5316		-6.6244641611		804.93		93.1

		505				4214		2		2010				東松島市		42903		43235		-332		-0.7678963802		101.86		421.2

		508				4215		2		2010				大崎市		135147		138491		-3344		-2.4145973385		796.76		169.6

		517				4301		3		2010		2000		蔵王町		12882		13318		-436		-3.2737648296		152.85		84.3

		518				4302		3		2010		2000		七ヶ宿町		1694		1871		-177		-9.460181721		263		6.4

		520				4321		3		2010		2000		大河原町		23530		23335		195		0.8356545961		25.01		940.8

		521				4322		3		2010		2000		村田町		11995		12740		-745		-5.8477237049		78.41		153

		522				4323		3		2010		2000		柴田町		39341		39809		-468		-1.1756135547		53.98		728.8

		523				4324		3		2010		2000		川崎町		9978		10583		-605		-5.7167154871		270.8		36.8

		525				4341		3		2010		2000		丸森町		15501		16792		-1291		-7.6881848499		273.34		56.7

		527				4361		3		2010		2000		亘理町		34845		35132		-287		-0.8169190482		73.21		476

		528				4362		3		2010		2000		山元町		16704		17713		-1009		-5.696381189		64.48		259.1

		530				4401		3		2010		2000		松島町		15085		16193		-1108		-6.8424627926		54.04		279.1

		531				4404		3		2010		2000		七ヶ浜町		20416		21068		-652		-3.0947408392		13.27		1538.5

		532				4406		3		2010		2000		利府町		33994		32257		1737		5.384877701		44.75		759.6

		534				4421		3		2010		2000		大和町		24894		24509		385		1.5708515239		225.59		110.4

		535				4422		3		2010		2000		大郷町		8927		9424		-497		-5.2737691002		82.02		108.8

		536				4423		3		2010		2000		富谷町		47042		41593		5449		13.1007621475		49.13		957.5

		537				4424		3		2010		2000		大衡村		5334		5607		-273		-4.8689138577		60.19		88.6

		539				4444		3		2010		2000		色麻町		7431		7856		-425		-5.4098778004		109.23		68

		540				4445		3		2010				加美町		25527		27212		-1685		-6.192121123		460.82		55.4

		545				4501		3		2010		2000		涌谷町		17494		18410		-916		-4.9755567626		82.08		213.1

		546				4505		3		2010				美里町		25190		26329		-1139		-4.3260283338		75.06		335.6

		550				4581		3		2010		2000		女川町		10051		10723		-672		-6.266902919		65.8		152.8

		552				4606		3		2010				南三陸町		17429		18645		-1216		-6.5218557254		163.74		106.4

		555				5000		a		2010		2000		秋田県		1085997		1145501		-59504		-5.1945829816		11636.25		93.3

		558				5201		2		2010				秋田市		323600		333109		-9509		-2.85462116		905.67		357.3

		562				5202		2		2010				能代市		59084		62858		-3774		-6.0040090362		426.74		138.5

		565				5203		2		2010				横手市		98367		103652		-5285		-5.0987921121		693.04		141.9

		574				5204		2		2010				大館市		78946		82504		-3558		-4.3125181809		913.7		86.4

		578				5206		2		2010				男鹿市		32294		35637		-3343		-9.3806998344		240.8		134.1

		581				5207		2		2010				湯沢市		50849		55290		-4441		-8.0321938868		790.72		64.3

		586				5209		2		2010		2000		鹿角市		34473		36753		-2280		-6.2035752183		707.34		48.7

		587				5210		2		2010				由利本荘市		85229		89555		-4326		-4.830551058		1209.08		70.5

		596				5211		2		2010				潟上市		34442		35814		-1372		-3.8309041157		97.96		351.6

		600				5212		2		2010				大仙市		88301		93352		-5051		-5.4107035736		866.67		101.9

		609				5213		2		2010				北秋田市		36387		40049		-3662		-9.1437988464		1152.57		31.6

		614				5214		2		2010				にかほ市		27544		28972		-1428		-4.9288968659		240.65		114.5

		618				5215		2		2010				仙北市		29568		31868		-2300		-7.2172712439		1093.64		27

		623				5303		3		2010		2000		小坂町		6054		6824		-770		-11.2837045721		201.95		30

		625				5327		3		2010		2000		上小阿仁村		2727		3107		-380		-12.2304473769		256.82		10.6

		627				5346		3		2010		2000		藤里町		3848		4348		-500		-11.4995400184		281.98		13.6

		628				5348		3		2010				三種町		18876		20438		-1562		-7.6426264801		248.09		76.1

		632				5349		3		2010				八峰町		8220		9012		-792		-8.7882822903		234.19		35.1

		636				5361		3		2010		2000		五城目町		10516		11678		-1162		-9.9503339613		214.94		48.9

		637				5363		3		2010		2000		八郎潟町		6623		7093		-470		-6.6262512336		17		389.6

		638				5366		3		2010		2000		井川町		5493		5847		-354		-6.0543868651		47.95		114.6

		639				5368		3		2010		2000		大潟村		3218		3256		-38		-1.1670761671		170.05		18.9

		641				5434		3		2010				美郷町		21674		23038		-1364		-5.9206528344		168.36		128.7

		646				5463		3		2010		2000		羽後町		16792		18267		-1475		-8.0746701703		230.75		72.8

		647				5464		3		2010		2000		東成瀬村		2872		3180		-308		-9.6855345912		203.57		14.1

		648				6000		a		2010		2000		山形県		1168924		1216181		-47257		-3.8856880678		9323.46		125.4

		651				6201		2		2010		2000		山形市		254244		256012		-1768		-0.6905926285		381.34		666.7

		652				6202		2		2010		2000		米沢市		89401		93178		-3777		-4.0535319496		548.74		162.9

		653				6203		2		2010				鶴岡市		136623		142384		-5761		-4.0461006855		1311.51		104.2

		660				6204		2		2010				酒田市		111151		117577		-6426		-5.4653546187		602.79		184.4

		665				6205		2		2010		2000		新庄市		38850		40717		-1867		-4.5853083479		223.08		174.2

		666				6206		2		2010		2000		寒河江市		42373		43625		-1252		-2.8699140401		139.08		304.7

		667				6207		2		2010		2000		上山市		33836		36013		-2177		-6.0450392914		240.95		140.4

		668				6208		2		2010		2000		村山市		26811		28192		-1381		-4.8985527809		196.83		136.2

		669				6209		2		2010		2000		長井市		29473		30929		-1456		-4.7075560154		214.69		137.3

		670				6210		2		2010		2000		天童市		62214		63864		-1650		-2.5836151823		113.01		550.5

		671				6211		2		2010		2000		東根市		46414		45834		580		1.2654361391		207.17		224

		672				6212		2		2010		2000		尾花沢市		18955		20695		-1740		-8.4078279778		372.32		50.9

		673				6213		2		2010		2000		南陽市		33658		35190		-1532		-4.3535095197		160.7		209.4

		675				6301		3		2010		2000		山辺町		15139		15415		-276		-1.7904638339		61.36		246.7

		676				6302		3		2010		2000		中山町		12015		12523		-508		-4.0565359738		31.23		384.7

		678				6321		3		2010		2000		河北町		19959		20738		-779		-3.7563892371		52.38		381

		679				6322		3		2010		2000		西川町		6270		6917		-647		-9.3537660836		393.23		15.9

		680				6323		3		2010		2000		朝日町		7856		8593		-737		-8.5767485162		196.73		39.9

		681				6324		3		2010		2000		大江町		9227		9915		-688		-6.9389813414		153.92		59.9

		683				6341		3		2010		2000		大石田町		8160		8824		-664		-7.5249320036		79.59		102.5

		685				6361		3		2010		2000		金山町		6365		6949		-584		-8.404086919		161.79		39.3

		686				6362		3		2010		2000		最上町		9847		10761		-914		-8.4936344206		330.27		29.8

		687				6363		3		2010		2000		舟形町		6164		6671		-507		-7.600059961		119.03		51.8

		688				6364		3		2010		2000		真室川町		9165		10054		-889		-8.8422518401		374.29		24.5

		689				6365		3		2010		2000		大蔵村		3762		4226		-464		-10.979649787		211.59		17.8

		690				6366		3		2010		2000		鮭川村		4862		5447		-585		-10.7398568019		122.32		39.7

		691				6367		3		2010		2000		戸沢村		5304		5915		-611		-10.3296703297		261.25		20.3

		693				6381		3		2010		2000		高畠町		25025		26026		-1001		-3.8461538462		180.04		139

		694				6382		3		2010		2000		川西町		17313		18769		-1456		-7.7574724279		166.46		104

		696				6401		3		2010		2000		小国町		8862		9742		-880		-9.0330527612		737.55		12

		697				6402		3		2010		2000		白鷹町		15314		16331		-1017		-6.2274202437		157.74		97.1

		698				6403		3		2010		2000		飯豊町		7943		8623		-680		-7.8858865824		329.6		24.1

		700				6426		3		2010		2000		三川町		7731		8003		-272		-3.3987254779		33.21		232.8

		701				6428		3		2010				庄内町		23158		24677		-1519		-6.1555294404		249.26		92.9

		705				6461		3		2010		2000		遊佐町		15480		16852		-1372		-8.1414668882		208.41		74.3

		706				7000		a		2010		2000		福島県		2029064		2091319		-62255		-2.9768294555		13782.76		147.2

		709				7201		2		2010				福島市		292590		297357		-4767		-1.6031235182		767.74		381.1

		712				7202		2		2010				会津若松市		126220		131389		-5169		-3.9341192946		383.03		329.5

		716				7203		2		2010		2000		郡山市		338712		338834		-122		-0.0360058318		757.06		447.4

		717				7204		2		2010		2000		いわき市		342249		354492		-12243		-3.453674554		1231.35		277.9

		718				7205		2		2010				白河市		64704		65707		-1003		-1.5264735873		305.3		211.9

		723				7207		2		2010				須賀川市		79267		80364		-1097		-1.3650390722		279.55		283.6

		727				7208		2		2010				喜多方市		52356		56396		-4040		-7.1636286261		554.67		94.4

		733				7209		2		2010		2000		相馬市		37817		38630		-813		-2.1045819311		197.67		191.3

		734				7210		2		2010				二本松市		59871		63178		-3307		-5.2344170439		344.65		173.7

		739				7211		2		2010				田村市		40422		43253		-2831		-6.5452107368		458.3		88.2

		745				7212		2		2010				南相馬市		70878		72837		-1959		-2.6895671156		398.5		177.9

		749				7213		2		2010				伊達市		66027		69289		-3262		-4.7078179798		265.1		249.1

		755				7214		2		2010				本宮市		31489		31367		122		0.3889437944		87.94		358.1

		759				7301		3		2010		2000		桑折町		12853		13411		-558		-4.1607635523		42.97		299.1

		760				7303		3		2010		2000		国見町		10086		10692		-606		-5.6677890011		37.9		266.1

		761				7308		3		2010		2000		川俣町		15569		17034		-1465		-8.6004461665		127.66		122

		763				7322		3		2010		2000		大玉村		8574		8464		110		1.2996219282		79.46		107.9

		765				7342		3		2010		2000		鏡石町		12815		12746		69		0.5413463047		31.25		410.1

		766				7344		3		2010		2000		天栄村		6291		6486		-195		-3.0064754857		225.56		27.9

		768				7362		3		2010		2000		下郷町		6461		7053		-592		-8.3935913796		317.09		20.4

		769				7364		3		2010		2000		檜枝岐村		636		706		-70		-9.9150141643		390.5		1.6

		770				7367		3		2010		2000		只見町		4932		5284		-352		-6.6616199849		747.53		6.6

		771				7368		3		2010				南会津町		17864		19870		-2006		-10.09562154		886.52		20.2

		777				7402		3		2010		2000		北塩原村		3185		3475		-290		-8.345323741		233.94		13.6

		778				7405		3		2010		2000		西会津町		7366		8237		-871		-10.5742381935		298.13		24.7

		779				7407		3		2010		2000		磐梯町		3761		3951		-190		-4.8089091369		59.69		63

		780				7408		3		2010		2000		猪苗代町		15805		17009		-1204		-7.0786054442		395		40

		782				7421		3		2010		2000		会津坂下町		17360		18274		-914		-5.0016416767		91.65		189.4

		783				7422		3		2010		2000		湯川村		3364		3570		-206		-5.7703081232		16.36		205.6

		784				7423		3		2010		2000		柳津町		4009		4260		-251		-5.8920187793		176.07		22.8

		786				7444		3		2010		2000		三島町		1926		2250		-324		-14.4		90.83		21.2

		787				7445		3		2010		2000		金山町		2462		2834		-372		-13.1263232181		293.97		8.4

		788				7446		3		2010		2000		昭和村		1500		1632		-132		-8.0882352941		209.34		7.2

		789				7447		3		2010				会津美里町		22737		24741		-2004		-8.0999151206		276.37		82.3

		794				7461		3		2010		2000		西郷村		19767		19494		273		1.4004309018		192.32		102.8

		795				7464		3		2010		2000		泉崎村		6802		6761		41		0.6064191688		35.4		192.1

		796				7465		3		2010		2000		中島村		5154		5174		-20		-0.3865481252		18.91		272.6

		797				7466		3		2010		2000		矢吹町		18407		18735		-328		-1.7507339205		60.37		304.9

		799				7481		3		2010		2000		棚倉町		15062		15795		-733		-4.6407090852		159.82		94.2

		800				7482		3		2010		2000		矢祭町		6348		6740		-392		-5.8160237389		118.22		53.7

		801				7483		3		2010		2000		塙町		9884		10619		-735		-6.921555702		211.6		46.7

		802				7484		3		2010		2000		鮫川村		3989		4322		-333		-7.7047663119		131.3		30.4

		804				7501		3		2010		2000		石川町		17775		18921		-1146		-6.0567623276		115.71		153.6

		805				7502		3		2010		2000		玉川村		7231		7602		-371		-4.8802946593		46.56		155.3

		806				7503		3		2010		2000		平田村		6921		7538		-617		-8.1851950119		93.53		74

		807				7504		3		2010		2000		浅川町		6888		7272		-384		-5.2805280528		37.43		184

		808				7505		3		2010		2000		古殿町		6030		6511		-481		-7.3874980802		163.47		36.9

		810				7521		3		2010		2000		三春町		18191		19194		-1003		-5.2255913306		72.76		250

		811				7522		3		2010		2000		小野町		11202		12105		-903		-7.4597273854		125.11		89.5

		813				7541		3		2010		2000		広野町		5418		5533		-115		-2.0784384601		58.39		92.8

		814				7542		3		2010		2000		楢葉町		7700		8188		-488		-5.9599413776		103.45		74.4

		815				7543		3		2010		2000		富岡町		16001		15910		91		0.5719673162		68.47		233.7

		816				7544		3		2010		2000		川内村		2820		3125		-305		-9.76		197.38		14.3

		817				7545		3		2010		2000		大熊町		11515		10992		523		4.7580058224		78.7		146.3

		818				7546		3		2010		2000		双葉町		6932		7170		-238		-3.3193863319		51.4		134.9

		819				7547		3		2010		2000		浪江町		20905		21615		-710		-3.2847559565		223.1		93.7

		820				7548		3		2010		2000		葛尾村		1531		1625		-94		-5.7846153846		84.23		18.2

		822				7561		3		2010		2000		新地町		8224		8584		-360		-4.1938490214		46.35		177.4

		823				7564		3		2010		2000		飯舘村		6209		6722		-513		-7.6316572449		230.13		27

		824				8000		a		2010		2000		茨城県		2969770		2975167		-5397		-0.1814015818		6095.72		487.2

		827				8201		2		2010				水戸市		268750		262603		6147		2.340795802		217.43		1236

		830				8202		2		2010				日立市		193129		199218		-6089		-3.0564507223		225.55		856.3

		833				8203		2		2010				土浦市		143839		144060		-221		-0.1534083021		122.99		1169.5

		836				8204		2		2010				古河市		142995		145265		-2270		-1.5626613431		123.58		1157.1

		840				8205		2		2010				石岡市		79687		81887		-2200		-2.6866291353		215.62		369.6

		843				8207		2		2010		2000		結城市		52494		52460		34		0.0648112848		65.84		797.3

		844				8208		2		2010		2000		龍ケ崎市		80334		78950		1384		1.7530082331		78.2		1027.3

		845				8210		2		2010				下妻市		44987		46435		-1448		-3.118337461		80.88		556.2

		848				8211		2		2010				常総市		65320		66536		-1216		-1.8275820608		123.52		528.8

		851				8212		2		2010				常陸太田市		56250		59802		-3552		-5.9396006823		372.01		151.2

		856				8214		2		2010		2000		高萩市		31017		32932		-1915		-5.8150127536		193.65		160.2

		857				8215		2		2010		2000		北茨城市		47026		49645		-2619		-5.2754557357		186.55		252.1

		858				8216		2		2010				笠間市		79409		81497		-2088		-2.562057499		240.27		330.5

		862				8217		2		2010				取手市		109651		111327		-1676		-1.5054748623		69.96		1567.3

		865				8219		2		2010		2000		牛久市		81684		77223		4461		5.776776349		58.88		1387.3

		866				8220		2		2010				つくば市		214590		200528		14062		7.0124870342		284.07		755.4

		869				8221		2		2010		2000		ひたちなか市		157060		153639		3421		2.2266481818		99.07		1585.3

		870				8222		2		2010		2000		鹿嶋市		66093		64435		1658		2.5731357182		105.97		623.7

		871				8223		2		2010				潮来市		30534		31524		-990		-3.1404644081		71.41		427.6

		874				8224		2		2010				守谷市		62482		53700		8782		16.3538175047		35.63		1753.6

		876				8225		2		2010				常陸大宮市		45178		47808		-2630		-5.5011713521		348.38		129.7

		882				8226		2		2010				那珂市		54240		54705		-465		-0.8500137099		97.8		554.6

		885				8227		2		2010				筑西市		108527		112581		-4054		-3.6009628623		205.35		528.5

		890				8228		2		2010				坂東市		56114		57516		-1402		-2.4375825857		123.18		455.5

		893				8229		2		2010				稲敷市		46895		49689		-2794		-5.6229749039		205.78		227.9

		898				8230		2		2010				かすみがうら市		43553		44603		-1050		-2.354101742		156.61		278.1

		901				8231		2		2010				桜川市		45673		48400		-2727		-5.6342975207		179.78		254

		905				8232		2		2010				神栖市		94795		91867		2928		3.1872163018		147.26		643.7

		908				8233		2		2010				行方市		37611		40035		-2424		-6.0547021356		222.38		169.1

		912				8234		2		2010				鉾田市		50156		51054		-898		-1.7589219258		208.18		240.9

		916				8235		2		2010				つくばみらい市		44461		40174		4287		10.6710807985		79.14		561.8

		919				8236		2		2010				小美玉市		52279		53265		-986		-1.8511217497		145.03		360.5

		924				8302		3		2010		2000		茨城町		34513		35008		-495		-1.4139625229		121.64		283.7

		925				8309		3		2010		2000		大洗町		18328		19205		-877		-4.5665191356		23.19		790.3

		926				8310		3		2010				城里町		21491		22993		-1502		-6.5324229113		161.73		132.9

		931				8341		3		2010		2000		東海村		37438		35450		1988		5.6078984485		37.48		998.9

		933				8364		3		2010		2000		大子町		20073		22103		-2030		-9.184273628		325.78		61.6

		935				8442		3		2010		2000		美浦村		17299		18118		-819		-4.5203664864		66.57		259.9

		936				8443		3		2010		2000		阿見町		47940		47994		-54		-0.1125140643		71.39		671.5

		937				8447		3		2010		2000		河内町		10172		10959		-787		-7.1813121635		44.32		229.5

		939				8521		3		2010		2000		八千代町		23106		23609		-503		-2.1305434368		59.1		391

		941				8542		3		2010		2000		五霞町		9410		9873		-463		-4.6895573787		23.09		407.5

		942				8546		3		2010		2000		境町		25714		26468		-754		-2.8487229862		46.58		552

		944				8564		3		2010		2000		利根町		17473		18024		-551		-3.0570350644		24.9		701.7

		945				9000		a		2010		2000		栃木県		2007683		2016631		-8948		-0.4437103268		6408.28		313.3

		948				9201		2		2010				宇都宮市		511739		502396		9343		1.8596883733		416.84		1227.7

		952				9202		2		2010		2000		足利市		154530		159756		-5226		-3.2712386389		177.82		869

		953				9203		2		2010				栃木市		139262		142774		-3512		-2.459831622		252.83		550.8

		958				9204		2		2010				佐野市		121249		123926		-2677		-2.1601600955		356.07		340.5

		962				9205		2		2010				鹿沼市		102348		104148		-1800		-1.7283097131		490.62		208.6

		965				9206		2		2010				日光市		90066		94291		-4225		-4.4808094092		1449.87		62.1

		971				9208		2		2010		2000		小山市		164454		160150		4304		2.687480487		171.61		958.3

		972				9209		2		2010				真岡市		82289		83002		-713		-0.8590154454		167.21		492.1

		975				9210		2		2010				大田原市		77729		79023		-1294		-1.6374979436		354.12		219.5

		979				9211		2		2010		2000		矢板市		35343		35685		-342		-0.9583858764		170.66		207.1

		980				9213		2		2010				那須塩原市		117812		115032		2780		2.4167188261		592.82		198.7

		984				9214		2		2010				さくら市		44768		41383		3385		8.1796873112		125.46		356.8

		987				9215		2		2010				那須烏山市		29206		31152		-1946		-6.2467899332		174.42		167.4

		990				9216		2		2010				下野市		59483		59132		351		0.5935872286		74.58		797.6

		995				9301		3		2010		2000		上三川町		31621		31592		29		0.0917953912		54.52		580

		997				9321		3		2010		2000		西方町		6521		6978		-457		-6.5491544855		32		203.8

		999				9342		3		2010		2000		益子町		24348		25080		-732		-2.9186602871		89.54		271.9

		1000				9343		3		2010		2000		茂木町		15018		16403		-1385		-8.4435773944		172.71		87

		1001				9344		3		2010		2000		市貝町		12094		12401		-307		-2.4756068059		64.24		188.3

		1002				9345		3		2010		2000		芳賀町		16030		16367		-337		-2.0590212012		70.23		228.3

		1004				9361		3		2010		2000		壬生町		39605		40107		-502		-1.2516518314		61.08		648.4

		1005				9364		3		2010		2000		野木町		25720		25907		-187		-0.7218126375		30.25		850.2

		1006				9367		3		2010		2000		岩舟町		18241		19011		-770		-4.0502866761		46.74		390.3

		1008				9384		3		2010		2000		塩谷町		12560		13462		-902		-6.7003417026		175.99		71.4

		1009				9386		3		2010		2000		高根沢町		30436		30915		-479		-1.5494096717		70.9		429.3

		1011				9407		3		2010		2000		那須町		26765		26693		72		0.269733638		372.31		71.9

		1012				9411		3		2010				那珂川町		18446		19865		-1419		-7.1432167128		192.84		95.7

		1015				10000		a		2010		2000		群馬県		2008068		2023996		-15928		-0.786958077		6362.33		315.6

		1018				10201		2		2010				前橋市		340291		340904		-613		-0.1798160186		311.64		1091.9

		1024				10202		2		2010				高崎市		371302		364919		6383		1.749155292		459.41		808.2

		1032				10203		2		2010				桐生市		121704		128037		-6333		-4.9462264814		274.57		443.3

		1036				10204		2		2010				伊勢崎市		207221		202447		4774		2.3581480585		139.33		1487.3

		1041				10205		2		2010				太田市		216465		213160		3305		1.5504785138		175.66		1232.3

		1046				10206		2		2010				沼田市		51265		53177		-1912		-3.5955394249		443.37		115.6

		1050				10207		2		2010		2000		館林市		78608		79454		-846		-1.064767035		60.98		1289.1

		1051				10208		2		2010				渋川市		83330		87469		-4139		-4.7319621809		240.42		346.6

		1058				10209		2		2010				藤岡市		67975		69288		-1313		-1.8949890313		180.09		377.5

		1061				10210		2		2010				富岡市		52070		53765		-1695		-3.1526085744		122.9		423.7

		1064				10211		2		2010				安中市		61077		63179		-2102		-3.3270548758		276.34		221

		1067				10212		2		2010				みどり市		51899		52115		-216		-0.4144680035		208.23		249.2

		1072				10344		3		2010		2000		榛東村		14370		14158		212		1.4973866365		27.94		514.3

		1073				10345		3		2010		2000		吉岡町		19801		18060		1741		9.6400885936		20.5		965.9

		1075				10366		3		2010		2000		上野村		1306		1535		-229		-14.9185667752		181.86		7.2

		1076				10367		3		2010				神流町		2352		2757		-405		-14.6898803047		114.69		20.5

		1080				10382		3		2010		2000		下仁田町		8911		10144		-1233		-12.1549684543		188.27		47.3

		1081				10383		3		2010		2000		南牧村		2423		2929		-506		-17.2755206555		118.78		20.4

		1082				10384		3		2010		2000		甘楽町		13618		14313		-695		-4.8557255642		58.57		232.5

		1084				10421		3		2010				中之条町		18216		19398		-1182		-6.0934116919		439.28		41.5

		1087				10424		3		2010		2000		長野原町		6017		6563		-546		-8.3193661435		133.93		44.9

		1088				10425		3		2010		2000		嬬恋村		10183		10858		-675		-6.2166144778		337.51		30.2

		1089				10426		3		2010		2000		草津町		7160		7602		-442		-5.8142594054		49.74		143.9

		1090				10428		3		2010		2000		高山村		3911		4351		-440		-10.112617789		64.16		61

		1091				10429		3		2010				東吾妻町		15622		16847		-1225		-7.2713242714		253.65		61.6

		1095				10443		3		2010		2000		片品村		4904		5478		-574		-10.4782767433		392.01		12.5

		1096				10444		3		2010		2000		川場村		3898		4179		-281		-6.7240966738		85.29		45.7

		1097				10448		3		2010		2000		昭和村		7620		7783		-163		-2.0943081074		64.17		118.7

		1098				10449		3		2010				みなかみ町		21345		23310		-1965		-8.4298584299		780.91		27.3

		1103				10464		3		2010		2000		玉村町		37536		38168		-632		-1.6558373507		25.81		1454.3

		1105				10521		3		2010		2000		板倉町		15706		15865		-159		-1.0022061141		41.84		375.4

		1106				10522		3		2010		2000		明和町		11209		11326		-117		-1.0330213668		19.67		569.9

		1107				10523		3		2010		2000		千代田町		11473		11620		-147		-1.265060241		21.76		527.3

		1108				10524		3		2010		2000		大泉町		40257		41466		-1209		-2.9156417306		17.93		2245.2

		1109				10525		3		2010		2000		邑楽町		27023		27372		-349		-1.2750255736		31.12		868.3

		1110				11000		a		2010		2000		埼玉県		7194556		7054382		140174		1.9870486174		3798.13		1894.2

		1113				11100		1		2010				さいたま市		1222434		1176314		46120		3.9207218481		217.49		5620.6

		1117				11101		0		2010				さいたま市 西区		84029		82342		1687		2.048772194		29.14		2883.6

		1118				11102		0		2010				さいたま市 北区		138630		132109		6521		4.9360755134		16.91		8198.1

		1119				11103		0		2010				さいたま市 大宮区		108488		106477		2011		1.8886707928		12.75		8508.9

		1120				11104		0		2010				さいたま市 見沼区		157143		152611		4532		2.9696417689		30.63		5130.4

		1121				11105		0		2010				さいたま市 中央区		96055		90381		5674		6.277868136		8.39		11448.7

		1122				11106		0		2010				さいたま市 桜区		96911		92889		4022		4.3298991269		18.6		5210.3

		1123				11107		0		2010				さいたま市 浦和区		144786		139837		4949		3.5391205475		11.51		12579.1

		1124				11108		0		2010				さいたま市 南区		174988		166674		8314		4.9881805201		13.89		12598.1

		1125				11109		0		2010				さいたま市 緑区		110118		104018		6100		5.8643696283		26.51		4153.8

		1126				11110		0		2010				さいたま市 岩槻区		111286		108976		2310		2.1197327852		49.16		2263.8

		1128				11201		2		2010		2000		川越市		342670		333795		8875		2.6588175377		109.16		3139.2

		1129				11202		2		2010				熊谷市		203180		204675		-1495		-0.7304262856		159.88		1270.8

		1134				11203		2		2010		2000		川口市		500598		480079		20519		4.274088223		55.75		8979.3

		1135				11206		2		2010				行田市		85786		88815		-3029		-3.4104599448		67.37		1273.4

		1138				11207		2		2010				秩父市		66955		70563		-3608		-5.1131612885		577.69		115.9

		1143				11208		2		2010		2000		所沢市		341924		336100		5824		1.7328176138		71.99		4749.6

		1144				11209		2		2010				飯能市		83549		84860		-1311		-1.5448974782		193.18		432.5

		1147				11210		2		2010				加須市		115002		115497		-495		-0.4285825606		133.47		861.6

		1152				11211		2		2010				本庄市		81889		81957		-68		-0.0829703381		89.71		912.8

		1155				11212		2		2010		2000		東松山市		90099		91302		-1203		-1.3176053099		65.33		1379.1

		1156				11214		2		2010				春日部市		237171		238506		-1335		-0.5597343463		65.98		3594.6

		1159				11215		2		2010		2000		狭山市		155727		158074		-2347		-1.4847476498		49.04		3175.5

		1160				11216		2		2010		2000		羽生市		56204		56693		-489		-0.8625403489		58.55		959.9

		1161				11217		2		2010				鴻巣市		119639		119594		45		0.0376273057		67.49		1772.7

		1165				11218		2		2010				深谷市		144618		146600		-1982		-1.3519781719		138.41		1044.9

		1170				11219		2		2010		2000		上尾市		223926		220232		3694		1.6773220967		45.55		4916

		1171				11221		2		2010		2000		草加市		243855		236316		7539		3.1902198751		27.42		8893.3

		1172				11222		2		2010		2000		越谷市		326313		315792		10521		3.331623347		60.31		5410.6

		1173				11223		2		2010		2000		蕨市		71502		70010		1492		2.1311241251		5.1		14020

		1174				11224		2		2010		2000		戸田市		123079		116696		6383		5.4697676013		18.17		6773.7

		1175				11225		2		2010		2000		入間市		149872		148576		1296		0.8722808529		44.74		3349.8

		1176				11226		2		2010		2000		鳩ヶ谷市		60908		58355		2553		4.3749464485		6.22		9792.3

		1177				11227		2		2010		2000		朝霞市		129691		124393		5298		4.2590821027		18.38		7056.1

		1178				11228		2		2010		2000		志木市		69611		67448		2163		3.2069149567		9.06		7683.3

		1179				11229		2		2010		2000		和光市		80745		76688		4057		5.2902670561		11.04		7313.9

		1180				11230		2		2010		2000		新座市		158777		153305		5472		3.5693552069		22.8		6963.9

		1181				11231		2		2010		2000		桶川市		74711		73677		1034		1.4034230493		25.26		2957.7

		1182				11232		2		2010				久喜市		154310		154684		-374		-0.2417832484		82.4		1872.7

		1187				11233		2		2010		2000		北本市		68888		70126		-1238		-1.7653937199		19.84		3472.2

		1188				11234		2		2010		2000		八潮市		82977		75507		7470		9.893122492		18.03		4602.2

		1189				11235		2		2010		2000		富士見市		106736		104748		1988		1.8978882652		19.7		5418.1

		1190				11237		2		2010		2000		三郷市		131415		128278		3137		2.4454699949		30.21		4350

		1191				11238		2		2010		2000		蓮田市		63309		63474		-165		-0.2599489555		27.27		2321.6

		1192				11239		2		2010		2000		坂戸市		101700		98964		2736		2.7646416879		40.97		2482.3

		1193				11240		2		2010		2000		幸手市		54012		54006		6		0.0111098767		33.95		1590.9

		1194				11241		2		2010		2000		鶴ヶ島市		69990		69783		207		0.2966338507		17.73		3947.5

		1195				11242		2		2010		2000		日高市		57473		53619		3854		7.1877506108		47.48		1210.5

		1196				11243		2		2010		2000		吉川市		65298		60284		5014		8.3172981222		31.62		2065.1

		1197				11245		2		2010				ふじみ野市		105695		101960		3735		3.6632012554		14.67		7204.8

		1201				11301		3		2010		2000		伊奈町		42494		36535		5959		16.3103872998		14.8		2871.2

		1203				11324		3		2010		2000		三芳町		38706		37050		1656		4.4696356275		15.3		2529.8

		1204				11326		3		2010		2000		毛呂山町		39054		39122		-68		-0.1738152446		34.03		1147.6

		1205				11327		3		2010		2000		越生町		12537		13356		-819		-6.1320754717		40.44		310

		1207				11341		3		2010		2000		滑川町		17323		15434		1889		12.2392121291		29.71		583.1

		1208				11342		3		2010		2000		嵐山町		18887		19479		-592		-3.0391703886		29.85		632.7

		1209				11343		3		2010		2000		小川町		32913		35401		-2488		-7.0280500551		60.45		544.5

		1210				11346		3		2010		2000		川島町		22147		22906		-759		-3.3135423033		41.72		530.8

		1211				11347		3		2010		2000		吉見町		21079		22217		-1138		-5.1222037179		38.63		545.7

		1212				11348		3		2010		2000		鳩山町		15305		15985		-680		-4.2539881139		25.71		595.3

		1213				11349		3		2010				ときがわ町		12418		13271		-853		-6.4275487906		55.77		222.7

		1217				11361		3		2010		2000		横瀬町		9039		9684		-645		-6.6604708798		49.35		183.2

		1218				11362		3		2010		2000		皆野町		10888		11518		-630		-5.4696996006		63.61		171.2

		1219				11363		3		2010		2000		長瀞町		7908		8352		-444		-5.316091954		30.4		260.1

		1220				11365		3		2010				小鹿野町		13436		14479		-1043		-7.2035361558		171.45		78.4

		1223				11369		3		2010		2000		東秩父村		3348		3795		-447		-11.7786561265		37.17		90.1

		1225				11381		3		2010		2000		美里町		11605		11963		-358		-2.9925603945		33.48		346.6

		1226				11383		3		2010				神川町		14470		15062		-592		-3.9304209268		47.42		305.1

		1229				11385		3		2010		2000		上里町		30998		30855		143		0.4634581105		29.21		1061.2

		1231				11408		3		2010		2000		寄居町		35774		37061		-1287		-3.4726531934		64.17		557.5

		1233				11442		3		2010		2000		宮代町		33641		34620		-979		-2.8278451762		15.95		2109.2

		1234				11445		3		2010		2000		白岡町		50272		48389		1883		3.8913802724		24.88		2020.6

		1236				11464		3		2010		2000		杉戸町		46923		46646		277		0.5938344124		30		1564.1

		1237				11465		3		2010		2000		松伏町		31153		30857		296		0.9592637003		16.22		1920.7

		1238				12000		a		2010		2000		千葉県		6216289		6056462		159827		2.6389499348		5156.7		1205.5

		1241				12100		1		2010		2000		千葉市		961749		924319		37430		4.0494677703		272.08		3534.8

		1242				12101		0		2010		2000		千葉市 中央区		199364		184637		14727		7.976191121		44.81		4449.1

		1243				12102		0		2010		2000		千葉市 花見川区		180949		181708		-759		-0.4177031281		34.24		5284.7

		1244				12103		0		2010		2000		千葉市 稲毛区		157768		149685		8083		5.4000066807		21.25		7424.4

		1245				12104		0		2010		2000		千葉市 若葉区		151585		149898		1687		1.1254319604		84.21		1800.1

		1246				12105		0		2010		2000		千葉市 緑区		121921		112850		9071		8.0381036774		66.41		1835.9

		1247				12106		0		2010		2000		千葉市 美浜区		150162		145541		4621		3.1750503295		21.16		7096.5

		1248				12202		2		2010		2000		銚子市		70210		75020		-4810		-6.411623567		83.91		836.7

		1249				12203		2		2010		2000		市川市		473919		466608		7311		1.5668398313		57.49		8243.5

		1250				12204		2		2010		2000		船橋市		609040		569835		39205		6.8800617723		85.64		7111.6

		1251				12205		2		2010		2000		館山市		49290		50527		-1237		-2.448196014		110.21		447.2

		1252				12206		2		2010		2000		木更津市		129312		122234		7078		5.7905329123		138.73		932.1

		1253				12207		2		2010		2000		松戸市		484457		472579		11878		2.513442197		61.33		7899.2

		1254				12208		2		2010				野田市		155491		151240		4251		2.8107643481		103.54		1501.7

		1257				12210		2		2010		2000		茂原市		93015		93260		-245		-0.2627064122		100.01		930.1

		1258				12211		2		2010				成田市		128933		121139		7794		6.433931269		213.84		602.9

		1262				12212		2		2010		2000		佐倉市		172183		171246		937		0.5471660652		103.59		1662.2

		1263				12213		2		2010		2000		東金市		61751		61701		50		0.0810359638		89.34		691.2

		1264				12215		2		2010				旭市		69058		70643		-1585		-2.2436759481		129.91		531.6

		1269				12216		2		2010		2000		習志野市		164530		158785		5745		3.6180999465		20.99		7838.5

		1270				12217		2		2010				柏市		404012		380963		23049		6.0501938508		114.9		3516.2

		1273				12218		2		2010		2000		勝浦市		20788		22198		-1410		-6.3519235967		94.2		220.7

		1274				12219		2		2010		2000		市原市		280416		280255		161		0.0574476816		368.2		761.6

		1275				12220		2		2010		2000		流山市		163984		152641		11343		7.4311620076		35.28		4648.1

		1276				12221		2		2010		2000		八千代市		189781		180729		9052		5.0086040425		51.27		3701.6

		1277				12222		2		2010		2000		我孫子市		134017		131205		2812		2.1432110057		43.19		3103

		1278				12223		2		2010				鴨川市		35766		36475		-709		-1.9437971213		191.3		187

		1281				12224		2		2010		2000		鎌ケ谷市		107853		102812		5041		4.9031241489		21.11		5109.1

		1282				12225		2		2010		2000		君津市		89168		90977		-1809		-1.9884146543		318.83		279.7

		1283				12226		2		2010		2000		富津市		48073		50162		-2089		-4.1645069973		205.35		234.1

		1284				12227		2		2010		2000		浦安市		164877		155290		9587		6.1736106639		17.3		9530.5

		1285				12228		2		2010		2000		四街道市		86726		84770		1956		2.3074200779		34.7		2499.3

		1286				12229		2		2010		2000		袖ケ浦市		60355		59108		1247		2.1096975029		94.92		635.9

		1287				12230		2		2010		2000		八街市		73212		75735		-2523		-3.3313527431		74.87		977.9

		1288				12231		2		2010				印西市		88176		81102		7074		8.7223496338		123.8		712.2

		1292				12232		2		2010				白井市		60345		53005		7340		13.8477502122		35.41		1704.2

		1294				12233		2		2010				富里市		51087		51370		-283		-0.5509051976		53.91		947.6

		1296				12234		2		2010				南房総市		42104		44763		-2659		-5.9401738043		230.22		182.9

		1304				12235		2		2010				匝瑳市		39814		42086		-2272		-5.3984697999		101.78		391.2

		1307				12236		2		2010				香取市		82866		87332		-4466		-5.1138185316		262.31		315.9

		1312				12237		2		2010				山武市		56089		59024		-2935		-4.9725535375		146.38		383.2

		1317				12238		2		2010				いすみ市		40962		42305		-1343		-3.1745656542		157.5		260.1

		1322				12322		3		2010		2000		酒々井町		21234		21385		-151		-0.7061024082		19.02		1116.4

		1323				12329		3		2010		2000		栄町		22580		24377		-1797		-7.3717028346		32.46		695.6

		1325				12342		3		2010		2000		神崎町		6454		6705		-251		-3.7434750186		19.85		325.1

		1326				12347		3		2010		2000		多古町		16002		16950		-948		-5.592920354		72.68		220.2

		1327				12349		3		2010		2000		東庄町		15154		16166		-1012		-6.2600519609		46.16		328.3

		1329				12402		3		2010		2000		大網白里町		50113		49548		565		1.1403083878		58.06		863.1

		1330				12403		3		2010		2000		九十九里町		18004		19009		-1005		-5.2869693303		23.72		759

		1331				12409		3		2010		2000		芝山町		7920		8389		-469		-5.5906544284		43.47		182.2

		1332				12410		3		2010				横芝光町		24675		25981		-1306		-5.0267503175		66.91		368.8

		1336				12421		3		2010		2000		一宮町		12034		11656		378		3.2429649966		23.02		522.8

		1337				12422		3		2010		2000		睦沢町		7340		7838		-498		-6.3536616484		35.59		206.2

		1338				12423		3		2010		2000		長生村		14752		14543		209		1.4371175136		28.32		520.9

		1339				12424		3		2010		2000		白子町		12151		12850		-699		-5.439688716		27.46		442.5

		1340				12426		3		2010		2000		長柄町		8035		8564		-529		-6.1770200841		47.2		170.2

		1341				12427		3		2010		2000		長南町		9073		9824		-751		-7.6445439739		65.38		138.8

		1343				12441		3		2010		2000		大多喜町		10671		11514		-843		-7.3215216258		129.84		82.2

		1344				12443		3		2010		2000		御宿町		7738		7942		-204		-2.5686225132		24.92		310.5

		1346				12463		3		2010		2000		鋸南町		8950		9778		-828		-8.4679893639		45.16		198.2

		1347				13000		a		2010		2000		東京都		13159388		12576611		582777		4.6338158984		2187.5		6015.7

		1350				13100		1		2010		2000		特別区部		8945695		8489653		456042		5.3717389863		621.83		14386.1

		1351				13101		0		2010		2000		千代田区		47115		41778		5337		12.7746660922		11.64		4047.7

		1352				13102		0		2010		2000		中央区		122762		98399		24363		24.7593979614		10.18		12059.1

		1353				13103		0		2010		2000		港区		205131		185861		19270		10.3679631553		20.34		10085.1

		1354				13104		0		2010		2000		新宿区		326309		305716		20593		6.7359902655		18.23		17899.6

		1355				13105		0		2010		2000		文京区		206626		189632		16994		8.9615676679		11.31		18269.3

		1356				13106		0		2010		2000		台東区		175928		165186		10742		6.5029724069		10.08		17453.2

		1357				13107		0		2010		2000		墨田区		247606		231173		16433		7.1085291102		13.75		18007.7

		1358				13108		0		2010		2000		江東区		460819		420845		39974		9.4985089522		39.94		11537.8

		1359				13109		0		2010		2000		品川区		365302		346357		18945		5.4697898411		22.72		16078.4

		1360				13110		0		2010		2000		目黒区		268330		264064		4266		1.6155174503		14.7		18253.7

		1361				13111		0		2010		2000		大田区		693373		665674		27699		4.1610457972		59.46		11661.2

		1362				13112		0		2010		2000		世田谷区		877138		841165		35973		4.2765688064		58.08		15102.2

		1363				13113		0		2010		2000		渋谷区		204492		203334		1158		0.5695063295		15.11		13533.6

		1364				13114		0		2010		2000		中野区		314750		310627		4123		1.3273153976		15.59		20189.2

		1365				13115		0		2010		2000		杉並区		549569		528587		20982		3.9694506297		34.02		16154.3

		1366				13116		0		2010		2000		豊島区		284678		250585		34093		13.6053634495		13.01		21881.5

		1367				13117		0		2010		2000		北区		335544		330412		5132		1.5532123531		20.59		16296.5

		1368				13118		0		2010		2000		荒川区		203296		191207		12089		6.3224672737		10.2		19931

		1369				13119		0		2010		2000		板橋区		535824		523083		12741		2.4357511141		32.17		16656

		1370				13120		0		2010		2000		練馬区		716124		692339		23785		3.4354557522		48.16		14869.7

		1371				13121		0		2010		2000		足立区		683426		624807		58619		9.3819371422		53.2		12846.4

		1372				13122		0		2010		2000		葛飾区		442586		424878		17708		4.1677846346		34.79		12721.6

		1373				13123		0		2010		2000		江戸川区		678967		653944		25023		3.8264744382		49.76		13644.8

		1374				13201		2		2010		2000		八王子市		580053		560012		20041		3.5786733141		186.31		3113.4

		1375				13202		2		2010		2000		立川市		179668		172566		7102		4.1155268129		24.38		7369.5

		1376				13203		2		2010		2000		武蔵野市		138734		137525		1209		0.8791128886		10.73		12929.5

		1377				13204		2		2010		2000		三鷹市		186083		177016		9067		5.1221358521		16.5		11277.8

		1378				13205		2		2010		2000		青梅市		139339		142354		-3015		-2.1179594532		103.26		1349.4

		1379				13206		2		2010		2000		府中市		255506		245623		9883		4.0236459941		29.34		8708.5

		1380				13207		2		2010		2000		昭島市		112297		110143		2154		1.9556394868		17.33		6479.9

		1381				13208		2		2010		2000		調布市		223593		216119		7474		3.4582799291		21.53		10385.2

		1382				13209		2		2010		2000		町田市		426987		405544		21443		5.2874657251		71.63		5961

		1383				13210		2		2010		2000		小金井市		118852		114112		4740		4.153813797		11.33		10490

		1384				13211		2		2010		2000		小平市		187035		183796		3239		1.762279919		20.46		9141.5

		1385				13212		2		2010		2000		日野市		180052		176538		3514		1.9905062933		27.53		6540.2

		1386				13213		2		2010		2000		東村山市		153557		144929		8628		5.9532598721		17.17		8943.3

		1387				13214		2		2010		2000		国分寺市		120650		117604		3046		2.5900479576		11.48		10509.6

		1388				13215		2		2010		2000		国立市		75510		72667		2843		3.9123673745		8.15		9265

		1389				13218		2		2010		2000		福生市		59796		61074		-1278		-2.0925434719		10.24		5839.5

		1390				13219		2		2010		2000		狛江市		78751		78319		432		0.551590291		6.39		12324.1

		1391				13220		2		2010		2000		東大和市		83068		79353		3715		4.6816125414		13.54		6135

		1392				13221		2		2010		2000		清瀬市		74104		73529		575		0.7820043792		10.19		7272.2

		1393				13222		2		2010		2000		東久留米市		116546		115330		1216		1.0543657331		12.92		9020.6

		1394				13223		2		2010		2000		武蔵村山市		70053		66553		3500		5.2589665379		15.37		4557.8

		1395				13224		2		2010		2000		多摩市		147648		145877		1771		1.2140364828		21.08		7004.2

		1396				13225		2		2010		2000		稲城市		84835		76492		8343		10.9070229566		17.97		4720.9

		1397				13227		2		2010		2000		羽村市		57032		56514		518		0.9165870404		9.91		5755

		1398				13228		2		2010		2000		あきる野市		80868		79587		1281		1.6095593501		73.34		1102.6

		1399				13229		2		2010				西東京市		196511		189735		6776		3.5712968087		15.85		12398.2

		1403				13303		3		2010		2000		瑞穂町		33497		33691		-194		-0.575821436		16.83		1990.3

		1404				13305		3		2010		2000		日の出町		16650		15941		709		4.447650712		28.08		592.9

		1405				13307		3		2010		2000		檜原村		2558		2930		-372		-12.6962457338		105.42		24.3

		1406				13308		3		2010		2000		奥多摩町		6045		6741		-696		-10.3248776146		225.63		26.8

		1408				13361		3		2010		2000		大島町		8461		8702		-241		-2.7694782809		91.06		92.9

		1409				13362		3		2010		2000		利島村		341		308		33		10.7142857143		4.12		82.8

		1410				13363		3		2010		2000		新島村		2883		3161		-278		-8.7946852262		27.83		103.6

		1411				13364		3		2010		2000		神津島村		1889		2068		-179		-8.6557059961		18.87		100.1

		1413				13381		3		2010		2000		三宅村		2676		2439		237		9.717097171		55.5		48.2

		1414				13382		3		2010		2000		御蔵島村		348		292		56		19.1780821918		20.58		16.9

		1416				13401		3		2010		2000		八丈町		8231		8837		-606		-6.8575308363		72.62		113.3

		1417				13402		3		2010		2000		青ヶ島村		201		214		-13		-6.0747663551		5.98		33.6

		1419				13421		3		2010		2000		小笠原村		2785		2723		62		2.2769004774		104.41		26.7

		1420				14000		a		2010		2000		神奈川県		9048331		8791587		256744		2.9203373634		2415.86		3745.4

		1423				14100		1		2010		2000		横浜市		3688773		3579628		109145		3.0490598464		437.38		8433.8

		1424				14101		0		2010		2000		横浜市 鶴見区		272178		264548		7630		2.8841646884		33.23		8190.7

		1425				14102		0		2010		2000		横浜市 神奈川区		233429		221845		11584		5.2216637743		23.88		9775.1

		1426				14103		0		2010		2000		横浜市 西区		94867		84944		9923		11.6818139009		7.04		13475.4

		1427				14104		0		2010		2000		横浜市 中区		146033		140167		5866		4.1850078835		20.86		7000.6

		1428				14105		0		2010		2000		横浜市 南区		196153		196822		-669		-0.3399010273		12.67		15481.7

		1429				14106		0		2010		2000		横浜市 保土ケ谷区		206634		204266		2368		1.159272713		21.91		9431

		1430				14107		0		2010		2000		横浜市 磯子区		163237		163525		-288		-0.1761198593		19.17		8515.2

		1431				14108		0		2010		2000		横浜市 金沢区		209274		210658		-1384		-0.6569890533		31.01		6748.6

		1432				14109		0		2010		2000		横浜市 港北区		329471		311722		17749		5.6938554225		31.4		10492.7

		1433				14110		0		2010		2000		横浜市 戸塚区		274324		261616		12708		4.8575010703		35.81		7660.5

		1434				14111		0		2010		2000		横浜市 港南区		221411		221837		-426		-0.192032889		19.87		11143

		1435				14112		0		2010		2000		横浜市 旭区		251086		249680		1406		0.5631207946		32.77		7662.1

		1436				14113		0		2010		2000		横浜市 緑区		177631		169831		7800		4.5928010787		25.52		6960.5

		1437				14114		0		2010		2000		横浜市 瀬谷区		126913		127405		-492		-0.3861700875		17.16		7395.9

		1438				14115		0		2010		2000		横浜市 栄区		124866		123802		1064		0.8594368427		18.5		6749.5

		1439				14116		0		2010		2000		横浜市 泉区		155698		152349		3349		2.1982421939		23.51		6622.6

		1440				14117		0		2010		2000		横浜市 青葉区		304297		295603		8694		2.9411068223		35.14		8659.6

		1441				14118		0		2010		2000		横浜市 都筑区		201271		179008		22263		12.4368743296		27.93		7206.3

		1442				14130		1		2010		2000		川崎市		1425512		1327011		98501		7.4227719288		142.7		9989.6

		1443				14131		0		2010		2000		川崎市 川崎区		217328		203804		13524		6.6357873251		39.21		5542.7

		1444				14132		0		2010		2000		川崎市 幸区		154212		144487		9725		6.7307093372		10.05		15344.5

		1445				14133		0		2010		2000		川崎市 中原区		233925		210543		23382		11.1055698836		14.7		15913.3

		1446				14134		0		2010		2000		川崎市 高津区		217360		201792		15568		7.7148747225		16.36		13286.1

		1447				14135		0		2010		2000		川崎市 多摩区		213894		205389		8505		4.1409228342		20.49		10438.9

		1448				14136		0		2010		2000		川崎市 宮前区		218867		207895		10972		5.2776642055		18.61		11760.7

		1449				14137		0		2010		2000		川崎市 麻生区		169926		153101		16825		10.9894775344		23.28		7299.2

		1450				14150		1		2010				相模原市		717544		701620		15924		2.2696046293		328.84		2182

		1456				14151		0		2010				相模原市 緑区		176192		173843		2349		1.3512192035		253.81		694.2

		1457				14152		0		2010				相模原市 中央区		266988		259861		7127		2.742620093		36.83		7249.2

		1458				14153		0		2010				相模原市 南区		274364		267916		6448		2.4067244957		38.2		7182.3

		1459				14201		2		2010		2000		横須賀市		418325		426178		-7853		-1.8426572934		100.7		4154.2

		1460				14203		2		2010		2000		平塚市		260780		258958		1822		0.703588999		67.8		3846.3

		1461				14204		2		2010		2000		鎌倉市		174314		171158		3156		1.8439103051		39.6		4401.9

		1462				14205		2		2010		2000		藤沢市		409657		396014		13643		3.4450802244		69.51		5893.5

		1463				14206		2		2010		2000		小田原市		198327		198741		-414		-0.2083113198		114.09		1738.3

		1464				14207		2		2010		2000		茅ヶ崎市		235081		228420		6661		2.9161194291		35.71		6583.1

		1465				14208		2		2010		2000		逗子市		58302		58033		269		0.4635293712		17.34		3362.3

		1466				14210		2		2010		2000		三浦市		48352		49861		-1509		-3.0264134293		32.28		1497.9

		1467				14211		2		2010		2000		秦野市		170145		168317		1828		1.0860459728		103.61		1642.2

		1468				14212		2		2010		2000		厚木市		224420		222403		2017		0.9069122269		93.83		2391.8

		1469				14213		2		2010		2000		大和市		228186		221220		6966		3.148901546		27.06		8432.6

		1470				14214		2		2010		2000		伊勢原市		101039		100579		460		0.4573519323		55.52		1819.9

		1471				14215		2		2010		2000		海老名市		127707		123764		3943		3.185902201		26.48		4822.8

		1472				14216		2		2010		2000		座間市		129436		128174		1262		0.9845990607		17.58		7362.7

		1473				14217		2		2010		2000		南足柄市		44020		44134		-114		-0.2583042552		76.93		572.2

		1474				14218		2		2010		2000		綾瀬市		83167		81767		1400		1.7121821762		22.28		3732.8

		1476				14301		3		2010		2000		葉山町		32766		31531		1235		3.9167803114		17.06		1920.6

		1478				14321		3		2010		2000		寒川町		47672		47457		215		0.4530417009		13.42		3552.3

		1480				14341		3		2010		2000		大磯町		33032		32590		442		1.3562442467		17.21		1919.3

		1481				14342		3		2010		2000		二宮町		29522		30247		-725		-2.3969319271		9.08		3251.3

		1483				14361		3		2010		2000		中井町		10010		10173		-163		-1.6022805465		20.02		500

		1484				14362		3		2010		2000		大井町		17972		17530		442		2.5213918996		14.41		1247.2

		1485				14363		3		2010		2000		松田町		11676		12399		-723		-5.8311154125		37.75		309.3

		1486				14364		3		2010		2000		山北町		11764		12655		-891		-7.0406953773		224.7		52.4

		1487				14366		3		2010		2000		開成町		16369		15123		1246		8.2391059975		6.56		2495.3

		1489				14382		3		2010		2000		箱根町		13853		14206		-353		-2.4848655498		92.82		149.2

		1490				14383		3		2010		2000		真鶴町		8212		8714		-502		-5.7608446179		7.02		1169.8

		1491				14384		3		2010		2000		湯河原町		26848		27430		-582		-2.1217644914		40.99		655

		1493				14401		3		2010		2000		愛川町		42089		42045		44		0.10464978		34.29		1227.4

		1494				14402		3		2010		2000		清川村		3459		3507		-48		-1.3686911891		71.29		48.5

		1495				15000		a		2010		2000		新潟県		2374450		2431459		-57009		-2.3446416329		12583.81		188.7

		1498				15100		1		2010				新潟市		811901		813847		-1946		-0.2391112826		726.1		1118.2

		1514				15101		0		2010				新潟市 北区		77621		78173		-552		-0.7061261561		107.92		719.2

		1515				15102		0		2010				新潟市 東区		138096		139565		-1469		-1.0525561566		38.77		3561.9

		1516				15103		0		2010				新潟市 中央区		180537		179784		753		0.4188359365		37.42		4824.6

		1517				15104		0		2010				新潟市 江南区		69365		67353		2012		2.9872462993		75.46		919.2

		1518				15105		0		2010				新潟市 秋葉区		77329		77050		279		0.3621025308		95.38		810.7

		1519				15106		0		2010				新潟市 南区		46949		48054		-1105		-2.2994963999		100.83		465.6

		1520				15107		0		2010				新潟市 西区		161264		160910		354		0.2199987571		93.81		1719

		1521				15108		0		2010				新潟市 西蒲区		60740		62958		-2218		-3.5229835764		176.51		344.1

		1522				15202		2		2010				長岡市		282674		288457		-5783		-2.0048048756		890.91		317.3

		1534				15204		2		2010				三条市		102292		104749		-2457		-2.345607118		432.01		236.8

		1538				15205		2		2010				柏崎市		91451		94648		-3197		-3.3777787169		442.7		206.6

		1542				15206		2		2010				新発田市		101202		104634		-3432		-3.2800045874		532.82		189.9

		1547				15208		2		2010		2000		小千谷市		38600		39956		-1356		-3.3937331064		155.12		248.8

		1548				15209		2		2010		2000		加茂市		29762		31482		-1720		-5.4634394257		133.68		222.6

		1549				15210		2		2010				十日町市		58911		62058		-3147		-5.0710625544		589.92		99.9

		1555				15211		2		2010		2000		見附市		41862		42668		-806		-1.8890034686		77.96		537

		1556				15212		2		2010				村上市		66427		70705		-4278		-6.0504914787		1174.24		56.6

		1562				15213		2		2010				燕市		81876		83269		-1393		-1.6728914722		110.94		738

		1566				15216		2		2010				糸魚川市		47702		49844		-2142		-4.2974079127		746.24		63.9

		1570				15217		2		2010				妙高市		35457		37831		-2374		-6.2752768893		445.52		79.6

		1574				15218		2		2010				五泉市		54550		56962		-2412		-4.234401882		351.87		155

		1577				15222		2		2010				上越市		203899		208082		-4183		-2.0102651839		973.61		209.4

		1592				15223		2		2010				阿賀野市		45560		47043		-1483		-3.1524350063		192.72		236.4

		1597				15224		2		2010				佐渡市		62727		67386		-4659		-6.9138990295		855.31		73.3

		1608				15225		2		2010				魚沼市		40361		43555		-3194		-7.3332568017		946.93		42.6

		1615				15226		2		2010				南魚沼市		61624		63329		-1705		-2.6922894724		584.82		105.4

		1619				15227		2		2010				胎内市		31424		32813		-1389		-4.2330783531		265.18		118.5

		1623				15307		3		2010		2000		聖籠町		13724		13497		227		1.6818552271		37.99		361.3

		1625				15342		3		2010		2000		弥彦村		8582		8545		37		0.4330017554		25.16		341.1

		1627				15361		3		2010		2000		田上町		12791		13363		-572		-4.280475941		31.77		402.6

		1629				15385		3		2010				阿賀町		13303		14703		-1400		-9.5218662858		952.88		14

		1635				15405		3		2010		2000		出雲崎町		4907		5338		-431		-8.074185088		44.38		110.6

		1637				15461		3		2010		2000		湯沢町		8396		8713		-317		-3.6382417078		357		23.5

		1639				15482		3		2010		2000		津南町		10881		11719		-838		-7.1507807833		170.28		63.9

		1641				15504		3		2010		2000		刈羽村		4800		4806		-6		-0.1248439451		26.28		182.6

		1643				15581		3		2010		2000		関川村		6438		7019		-581		-8.277532412		299.61		21.5

		1644				15586		3		2010		2000		粟島浦村		366		438		-72		-16.4383561644		9.86		37.1

		1645				16000		a		2010		2000		富山県		1093247		1111729		-18482		-1.6624555085		4247.61		257.4

		1648				16201		2		2010				富山市		421953		421239		714		0.1694999751		1241.85		339.8

		1656				16202		2		2010				高岡市		176061		181229		-5168		-2.8516407418		209.42		840.7

		1659				16204		2		2010		2000		魚津市		44959		46331		-1372		-2.9613002094		200.63		224.1

		1660				16205		2		2010		2000		氷見市		51726		54495		-2769		-5.0812001101		230.49		224.4

		1661				16206		2		2010		2000		滑川市		33676		34002		-326		-0.9587671313		54.61		616.7

		1662				16207		2		2010				黒部市		41852		42694		-842		-1.972174076		426.34		98.2

		1665				16208		2		2010				砺波市		49410		49429		-19		-0.0384389731		126.96		389.2

		1668				16209		2		2010		2000		小矢部市		32067		33533		-1466		-4.3718128411		134.11		239.1

		1669				16210		2		2010				南砺市		54724		58140		-3416		-5.8754729962		668.86		81.8

		1678				16211		2		2010				射水市		93588		94209		-621		-0.6591726905		109.18		857.2

		1685				16321		3		2010		2000		舟橋村		2967		2673		294		10.9988776655		3.47		855

		1686				16322		3		2010		2000		上市町		21965		23039		-1074		-4.6616606624		236.77		92.8

		1687				16323		3		2010		2000		立山町		27466		28011		-545		-1.9456642033		307.31		89.4

		1689				16342		3		2010		2000		入善町		27182		28005		-823		-2.9387609355		71.29		381.3

		1690				16343		3		2010		2000		朝日町		13651		14700		-1049		-7.1360544218		226.32		60.3

		1691				17000		a		2010		2000		石川県		1169788		1174026		-4238		-0.3609800805		4185.66		279.5

		1694				17201		2		2010		2000		金沢市		462361		454607		7754		1.7056490551		467.77		988.4

		1695				17202		2		2010				七尾市		57900		61871		-3971		-6.4181926912		318.03		182.1

		1700				17203		2		2010		2000		小松市		108433		109084		-651		-0.5967877966		371.13		292.2

		1701				17204		2		2010				輪島市		29858		32823		-2965		-9.0332998202		426.36		70

		1704				17205		2		2010		2000		珠洲市		16300		18050		-1750		-9.6952908587		247.2		65.9

		1705				17206		2		2010				加賀市		71887		74982		-3095		-4.1276573044		306		234.9

		1708				17207		2		2010		2000		羽咋市		23032		24517		-1485		-6.0570216584		81.96		281

		1709				17209		2		2010				かほく市		34651		34847		-196		-0.5624587482		64.76		535.1

		1713				17210		2		2010				白山市		110459		109450		1009		0.921882138		755.17		146.3

		1722				17211		2		2010				能美市		48680		47207		1473		3.1202999555		83.85		580.6

		1727				17324		3		2010		2000		川北町		6147		5677		470		8.2790206095		14.76		416.5

		1729				17344		3		2010		2000		野々市町		51885		47977		3908		8.1455697522		13.56		3826.3

		1731				17361		3		2010		2000		津幡町		36940		35712		1228		3.4386200717		110.44		334.5

		1732				17365		3		2010		2000		内灘町		26927		26896		31		0.1152587745		20.38		1321.2

		1734				17384		3		2010				志賀町		22216		23790		-1574		-6.6162253047		246.55		90.1

		1737				17386		3		2010				宝達志水町		14277		15236		-959		-6.2943029667		111.68		127.8

		1741				17407		3		2010				中能登町		18535		18959		-424		-2.2364048737		89.36		207.4

		1746				17461		3		2010				穴水町		9735		10549		-814		-7.71637122		183.24		53.1

		1748				17463		3		2010				能登町		19565		21792		-2227		-10.2193465492		273.46		71.5

		1752				18000		a		2010		2000		福井県		806314		821592		-15278		-1.8595604631		4189.83		192.4

		1755				18201		2		2010				福井市		266796		269144		-2348		-0.8723954463		536.19		497.6

		1760				18202		2		2010		2000		敦賀市		67760		68402		-642		-0.9385690477		251.2		269.7

		1761				18204		2		2010		2000		小浜市		31340		32182		-842		-2.616369399		232.87		134.6

		1762				18205		2		2010				大野市		35291		37843		-2552		-6.7436514018		872.3		40.5

		1765				18206		2		2010		2000		勝山市		25466		26961		-1495		-5.5450465487		253.68		100.4

		1766				18207		2		2010		2000		鯖江市		67450		66831		619		0.9262168754		84.75		795.9

		1767				18208		2		2010				あわら市		29989		31081		-1092		-3.5134004697		116.99		256.3

		1770				18209		2		2010				越前市		85614		87742		-2128		-2.4252923343		230.75		371

		1773				18210		2		2010				坂井市		91900		92318		-418		-0.4527827726		209.91		437.8

		1779				18322		3		2010				永平寺町		20647		20764		-117		-0.5634752456		94.34		218.9

		1784				18382		3		2010		2000		池田町		3046		3405		-359		-10.543318649		194.72		15.6

		1786				18404		3		2010				南越前町		11551		12274		-723		-5.8905002444		343.84		33.6

		1791				18423		3		2010				越前町		23160		23995		-835		-3.4798916441		152.96		151.4

		1797				18442		3		2010		2000		美浜町		10563		11023		-460		-4.1730926245		152.32		69.3

		1799				18481		3		2010		2000		高浜町		11062		11630		-568		-4.8839208942		72.15		153.3

		1800				18483		3		2010				おおい町		8580		9217		-637		-6.9111424542		212.21		40.4

		1804				18501		3		2010				若狭町		16099		16780		-681		-4.0584028605		178.65		90.1

		1807				19000		a		2010		2000		山梨県		863075		884515		-21440		-2.423927237		4465.37		193.3

		1810				19201		2		2010				甲府市		198992		200096		-1104		-0.5517351671		212.41		936.8

		1814				19202		2		2010		2000		富士吉田市		50619		52572		-1953		-3.7149052728		121.83		415.5

		1815				19204		2		2010		2000		都留市		33588		35017		-1429		-4.0808750036		161.58		207.9

		1816				19205		2		2010				山梨市		36832		38686		-1854		-4.7924313705		289.87		127.1

		1820				19206		2		2010		2000		大月市		28120		30879		-2759		-8.934874834		280.3		100.3

		1821				19207		2		2010		2000		韮崎市		32477		33801		-1324		-3.9170438744		143.73		226

		1822				19208		2		2010				南アルプス市		72635		72055		580		0.8049406703		264.07		275.1

		1829				19209		2		2010				北杜市		46968		48144		-1176		-2.442671984		602.89		77.9

		1838				19210		2		2010				甲斐市		73807		74062		-255		-0.3443061219		71.94		1026

		1842				19211		2		2010				笛吹市		70529		71711		-1182		-1.6482826902		201.92		349.3

		1850				19212		2		2010				上野原市		27114		28986		-1872		-6.4582902091		170.65		158.9

		1853				19213		2		2010				甲州市		33927		35922		-1995		-5.5536996826		264.01		128.5

		1857				19214		2		2010				中央市		31322		31650		-328		-1.0363349131		31.81		984.7

		1862				19346		3		2010				市川三郷町		17111		17939		-828		-4.6156418975		75.07		227.9

		1867				19364		3		2010		2000		早川町		1246		1534		-288		-18.7744458931		369.86		3.4

		1868				19365		3		2010				身延町		14462		16334		-1872		-11.4607567038		302		47.9

		1872				19366		3		2010				南部町		9011		10254		-1243		-12.1220986932		200.63		44.9

		1875				19368		3		2010				富士川町		16307		17405		-1098		-6.308532031		111.98		145.6

		1879				19384		3		2010		2000		昭和町		17653		16764		889		5.303030303		9.14		1931.4

		1881				19422		3		2010		2000		道志村		1919		2051		-132		-6.4358849342		79.57		24.1

		1882				19423		3		2010		2000		西桂町		4541		4850		-309		-6.3711340206		15.18		299.1

		1883				19424		3		2010		2000		忍野村		8635		8490		145		1.7078916372		25.15		343.3

		1884				19425		3		2010		2000		山中湖村		5324		5440		-116		-2.1323529412		52.81		100.8

		1885				19429		3		2010		2000		鳴沢村		2964		2958		6		0.2028397566		89.56		33.1

		1886				19430		3		2010				富士河口湖町		25471		25117		354		1.4094039893		158.51		160.7

		1892				19442		3		2010		2000		小菅村		816		1018		-202		-19.8428290766		52.65		15.5

		1893				19443		3		2010		2000		丹波山村		685		780		-95		-12.1794871795		101.55		6.7

		1894				20000		a		2010		2000		長野県		2152449		2196114		-43665		-1.9882847612		13562.23		158.7

		1897				20201		2		2010				長野市		381511		386572		-5061		-1.3091998386		834.85		457

		1905				20202		2		2010				松本市		243037		242541		496		0.204501507		978.77		248.3

		1912				20203		2		2010				上田市		159597		163651		-4054		-2.4772228706		552		289.1

		1917				20204		2		2010		2000		岡谷市		52841		54699		-1858		-3.3967714218		85.14		620.6

		1918				20205		2		2010				飯田市		105335		108624		-3289		-3.0278759758		658.73		159.9

		1922				20206		2		2010		2000		諏訪市		51200		53240		-2040		-3.8317054846		109.06		469.5

		1923				20207		2		2010		2000		須坂市		52168		53668		-1500		-2.7949616159		149.84		348.2

		1924				20208		2		2010		2000		小諸市		43997		45499		-1502		-3.3011714543		98.66		445.9

		1925				20209		2		2010				伊那市		71093		71788		-695		-0.968128378		667.81		106.5

		1929				20210		2		2010		2000		駒ヶ根市		33693		34417		-724		-2.1036115873		165.92		203.1

		1930				20211		2		2010				中野市		45638		46788		-1150		-2.4578951868		112.06		407.3

		1933				20212		2		2010				大町市		29801		32145		-2344		-7.2919583139		564.99		52.7

		1937				20213		2		2010		2000		飯山市		23545		24960		-1415		-5.6690705128		202.32		116.4

		1938				20214		2		2010		2000		茅野市		56391		57099		-708		-1.2399516629		266.4		211.7

		1939				20215		2		2010				塩尻市		67670		68346		-676		-0.9890849501		290.13		233.2

		1942				20217		2		2010				佐久市		100552		100462		90		0.0895861122		423.99		237.2

		1947				20218		2		2010				千曲市		62068		64022		-1954		-3.0520758489		119.84		517.9

		1951				20219		2		2010				東御市		30696		31271		-575		-1.8387643504		112.3		273.3

		1954				20220		2		2010				安曇野市		96479		96266		213		0.2212619201		331.82		290.8

		1961				20303		3		2010		2000		小海町		5180		5663		-483		-8.5290482077		114.19		45.4

		1962				20304		3		2010		2000		川上村		4972		4759		213		4.4757301954		209.61		23.7

		1963				20305		3		2010		2000		南牧村		3528		3494		34		0.9730967373		133.1		26.5

		1964				20306		3		2010		2000		南相木村		1121		1151		-30		-2.606429192		66.03		17

		1965				20307		3		2010		2000		北相木村		842		942		-100		-10.6157112527		56.26		15

		1966				20309		3		2010				佐久穂町		12069		12980		-911		-7.0184899846		188.13		64.2

		1970				20321		3		2010		2000		軽井沢町		19018		17144		1874		10.9309379375		156.05		121.9

		1971				20323		3		2010		2000		御代田町		14738		14124		614		4.347210422		58.78		250.7

		1972				20324		3		2010		2000		立科町		7707		8237		-530		-6.4343814496		66.82		115.3

		1974				20349		3		2010		2000		青木村		4609		4774		-165		-3.4562211982		57.09		80.7

		1975				20350		3		2010				長和町		6780		7304		-524		-7.1741511501		183.95		36.9

		1979				20361		3		2010		2000		下諏訪町		21532		22863		-1331		-5.8216332065		66.9		321.9

		1980				20362		3		2010		2000		富士見町		15338		15528		-190		-1.2235960845		144.65		106

		1981				20363		3		2010		2000		原村		7573		7456		117		1.5692060086		43.25		175.1

		1983				20382		3		2010		2000		辰野町		20909		21801		-892		-4.0915554332		169.02		123.7

		1984				20383		3		2010		2000		箕輪町		26214		26276		-62		-0.2359567666		86.12		304.4

		1985				20384		3		2010		2000		飯島町		9902		10570		-668		-6.3197729423		86.94		113.9

		1986				20385		3		2010		2000		南箕輪村		14543		13620		923		6.7767988253		40.9		355.6

		1987				20386		3		2010		2000		中川村		5074		5263		-189		-3.5911077332		77.05		65.9

		1988				20388		3		2010		2000		宮田村		8974		8968		6		0.0669045495		54.52		164.6

		1990				20402		3		2010		2000		松川町		13676		14117		-441		-3.1238931784		72.9		187.6

		1991				20403		3		2010		2000		高森町		13216		12976		240		1.849568434		45.26		292

		1992				20404		3		2010		2000		阿南町		5455		5972		-517		-8.6570663094		123.35		44.2

		1993				20407		3		2010				阿智村		7036		7548		-512		-6.7832538421		214.47		32.8

		1997				20409		3		2010		2000		平谷村		563		688		-125		-18.1686046512		77.4		7.3

		1998				20410		3		2010		2000		根羽村		1129		1253		-124		-9.8962490024		89.95		12.6

		1999				20411		3		2010		2000		下條村		4200		4210		-10		-0.2375296912		37.66		111.5

		2000				20412		3		2010		2000		売木村		656		735		-79		-10.7482993197		43.55		15.1

		2001				20413		3		2010		2000		天龍村		1657		2002		-345		-17.2327672328		109.56		15.1

		2002				20414		3		2010		2000		泰阜村		1910		2062		-152		-7.3714839961		64.54		29.6

		2003				20415		3		2010		2000		喬木村		6692		6912		-220		-3.1828703704		66.62		100.5

		2004				20416		3		2010		2000		豊丘村		6819		7068		-249		-3.5229202037		76.85		88.7

		2005				20417		3		2010		2000		大鹿村		1160		1356		-196		-14.4542772861		248.35		4.7

		2007				20422		3		2010		2000		上松町		5245		5770		-525		-9.0987868284		168.47		31.1

		2008				20423		3		2010		2000		南木曽町		4810		5238		-428		-8.1710576556		215.96		22.3

		2009				20425		3		2010		2000		木祖村		3134		3361		-227		-6.7539422791		140.46		22.3

		2010				20429		3		2010		2000		王滝村		965		1097		-132		-12.032816773		310.86		3.1

		2011				20430		3		2010		2000		大桑村		4145		4457		-312		-7.0002243662		234.45		17.7

		2012				20432		3		2010				木曽町		12743		13900		-1157		-8.3237410072		476.06		26.8

		2018				20446		3		2010		2000		麻績村		2970		3204		-234		-7.3033707865		34.38		86.4

		2019				20448		3		2010		2000		生坂村		1953		2160		-207		-9.5833333333		38.97		50.1

		2020				20450		3		2010		2000		山形村		8425		8195		230		2.8065893838		24.94		337.8

		2021				20451		3		2010		2000		朝日村		4741		4875		-134		-2.7487179487		70.63		67.1

		2022				20452		3		2010				筑北村		5172		5702		-530		-9.2949842161		99.5		52

		2027				20481		3		2010		2000		池田町		10329		10630		-301		-2.8316086548		40.18		257.1

		2028				20482		3		2010		2000		松川村		10093		10072		21		0.2084988086		47.08		214.4

		2029				20485		3		2010		2000		白馬村		9205		9500		-295		-3.1052631579		189.37		48.6

		2030				20486		3		2010		2000		小谷村		3221		3920		-699		-17.8316326531		267.91		12

		2032				20521		3		2010		2000		坂城町		15730		16463		-733		-4.452408431		53.64		293.3

		2034				20541		3		2010		2000		小布施町		11072		11477		-405		-3.5287967239		19.07		580.6

		2035				20543		3		2010		2000		高山村		7563		7654		-91		-1.1889208257		98.5		76.8

		2037				20561		3		2010		2000		山ノ内町		13678		14704		-1026		-6.9776931447		265.93		51.4

		2038				20562		3		2010		2000		木島平村		4939		5312		-373		-7.0218373494		99.31		49.7

		2039				20563		3		2010		2000		野沢温泉村		3853		4259		-406		-9.5327541676		57.95		66.5

		2041				20583		3		2010		2000		信濃町		9238		9927		-689		-6.9406668681		149.27		61.9

		2042				20588		3		2010		2000		小川村		3041		3371		-330		-9.7893800059		58.07		52.4

		2043				20590		3		2010				飯綱町		11865		12504		-639		-5.1103646833		75.31		157.5

		2047				20602		3		2010		2000		栄村		2215		2488		-273		-10.9726688103		271.51		8.2

		2048				21000		a		2010		2000		岐阜県		2080773		2107226		-26453		-1.2553470772		10621.17		195.9

		2051				21201		2		2010				岐阜市		413136		413367		-231		-0.0558825451		202.89		2036.3

		2054				21202		2		2010				大垣市		161160		162070		-910		-0.5614857778		206.52		780.4

		2058				21203		2		2010				高山市		92747		96231		-3484		-3.620454947		2177.67		42.6

		2069				21204		2		2010				多治見市		112595		114876		-2281		-1.9856192764		91.24		1234.1

		2072				21205		2		2010				関市		91418		92597		-1179		-1.2732593929		472.84		193.3

		2079				21206		2		2010				中津川市		80910		84080		-3170		-3.7702188392		676.38		119.6

		2088				21207		2		2010		2000		美濃市		22629		23390		-761		-3.2535271484		117.05		193.3

		2089				21208		2		2010		2000		瑞浪市		40387		42065		-1678		-3.989064543		175		230.8

		2090				21209		2		2010		2000		羽島市		67197		66730		467		0.6998351566		53.64		1252.7

		2091				21210		2		2010				恵那市		53718		55761		-2043		-3.6638510787		504.19		106.5

		2098				21211		2		2010		2000		美濃加茂市		54729		52133		2596		4.9795714806		74.81		731.6

		2099				21212		2		2010		2000		土岐市		60475		62102		-1627		-2.6198834176		116.01		521.3

		2100				21213		2		2010				各務原市		145604		144174		1430		0.9918570616		87.77		1658.9

		2103				21214		2		2010				可児市		97436		97686		-250		-0.2559220359		87.6		1112.3

		2106				21215		2		2010				山県市		29629		30316		-687		-2.2661300963		222.04		133.4

		2110				21216		2		2010				瑞穂市		51950		50009		1941		3.8813013658		28.19		1842.9

		2113				21217		2		2010				飛騨市		26732		28902		-2170		-7.5081309252		792.31		33.7

		2118				21218		2		2010				本巣市		35047		34603		444		1.2831257405		374.57		93.6

		2123				21219		2		2010				郡上市		44491		47495		-3004		-6.3248763028		1030.79		43.2

		2131				21220		2		2010				下呂市		36314		38494		-2180		-5.6632202421		851.06		42.7

		2137				21221		2		2010				海津市		37941		39453		-1512		-3.8324081819		112.31		337.8

		2142				21302		3		2010		2000		岐南町		23804		22776		1028		4.5135230067		7.9		3013.2

		2143				21303		3		2010		2000		笠松町		22809		22696		113		0.4978850899		10.36		2201.6

		2145				21341		3		2010		2000		養老町		31332		32550		-1218		-3.7419354839		72.14		434.3

		2147				21361		3		2010		2000		垂井町		28505		28895		-390		-1.3497144835		57.14		498.9

		2148				21362		3		2010		2000		関ケ原町		8096		8618		-522		-6.057089812		49.29		164.3

		2150				21381		3		2010		2000		神戸町		20065		20830		-765		-3.672587614		18.77		1069

		2151				21382		3		2010		2000		輪之内町		10028		9419		609		6.4656545281		22.36		448.5

		2152				21383		3		2010		2000		安八町		15271		15263		8		0.0524143353		18.18		840

		2154				21401		3		2010				揖斐川町		23784		26192		-2408		-9.1936469151		803.68		29.6

		2161				21403		3		2010		2000		大野町		23859		23788		71		0.2984698167		34.18		698

		2162				21404		3		2010		2000		池田町		24980		24559		421		1.7142391791		38.79		644

		2164				21421		3		2010		2000		北方町		18395		17547		848		4.8327349404		5.17		3558

		2166				21501		3		2010		2000		坂祝町		8361		8552		-191		-2.2333956969		12.89		648.6

		2167				21502		3		2010		2000		富加町		5516		5710		-194		-3.3975481611		16.82		327.9

		2168				21503		3		2010		2000		川辺町		10593		10838		-245		-2.2605646798		41.18		257.2

		2169				21504		3		2010		2000		七宗町		4484		4870		-386		-7.9260780287		90.47		49.6

		2170				21505		3		2010		2000		八百津町		12045		12935		-890		-6.8805566293		128.81		93.5

		2171				21506		3		2010		2000		白川町		9530		10545		-1015		-9.6254148886		237.89		40.1

		2172				21507		3		2010		2000		東白川村		2514		2854		-340		-11.9131044149		87.11		28.9

		2174				21521		3		2010		2000		御嵩町		18824		19272		-448		-2.3246160232		56.61		332.5

		2176				21604		3		2010		2000		白川村		1733		1983		-250		-12.6071608674		356.55		4.9

		2177				22000		a		2010		2000		静岡県		3765007		3792377		-27370		-0.721710948		7780.42		483.9

		2180				22100		1		2010				静岡市		716197		723323		-7126		-0.9851753643		1411.85		507.3

		2182				22101		0		2010				静岡市 葵区		255375		262764		-7389		-2.8120290451		1073.42		237.9

		2183				22102		0		2010				静岡市 駿河区		213059		208055		5004		2.405133258		72.89		2923

		2184				22103		0		2010				静岡市 清水区		247763		252504		-4741		-1.8775940183		265.54		933.1

		2188				22130		1		2010				浜松市		800866		804032		-3166		-0.3937654223		1558.04		514

		2201				22131		0		2010				浜松市 中区		238477		244953		-6476		-2.6437724788		44.23		5391.7

		2202				22132		0		2010				浜松市 東区		126609		125743		866		0.6887063296		46.29		2735.1

		2203				22133		0		2010				浜松市 西区		113654		109906		3748		3.410186887		114.4		993.5

		2204				22134		0		2010				浜松市 南区		102381		103242		-861		-0.8339629221		47.02		2177.4

		2205				22135		0		2010				浜松市 北区		94680		95830		-1150		-1.2000417406		295.59		320.3

		2206				22136		0		2010				浜松市 浜北区		91108		86838		4270		4.9172021465		66.51		1369.8

		2207				22137		0		2010				浜松市 天竜区		33957		37520		-3563		-9.4962686567		944		36

		2208				22203		2		2010				沼津市		202304		208005		-5701		-2.7407995		187.12		1081.1

		2211				22205		2		2010		2000		熱海市		39611		41202		-1591		-3.8614630358		61.61		642.9

		2212				22206		2		2010		2000		三島市		111838		112241		-403		-0.3590488324		62.13		1800.1

		2213				22207		2		2010				富士宮市		132001		131476		525		0.399312422		388.99		339.3

		2216				22208		2		2010		2000		伊東市		71437		72441		-1004		-1.3859554672		124.13		575.5

		2217				22209		2		2010				島田市		100276		102108		-1832		-1.7941787127		315.88		317.4

		2221				22210		2		2010				富士市		254027		253297		730		0.2881992286		245.02		1036.8

		2224				22211		2		2010				磐田市		168625		170899		-2274		-1.3306104775		164.08		1027.7

		2230				22212		2		2010				焼津市		143249		143101		148		0.1034234562		70.55		2030.5

		2233				22213		2		2010				掛川市		116363		117857		-1494		-1.2676379002		265.63		438.1

		2237				22214		2		2010				藤枝市		142151		141944		207		0.1458321592		194.03		732.6

		2240				22215		2		2010		2000		御殿場市		89030		85976		3054		3.5521540895		194.63		457.4

		2241				22216		2		2010				袋井市		84846		82991		1855		2.2351821282		108.56		781.6

		2244				22219		2		2010		2000		下田市		25013		26557		-1544		-5.8139097037		104.7		238.9

		2245				22220		2		2010		2000		裾野市		54546		53062		1484		2.7967283555		138.39		394.1

		2246				22221		2		2010				湖西市		60107		60994		-887		-1.4542414008		86.65		693.7

		2249				22222		2		2010				伊豆市		34202		36627		-2425		-6.6207988642		363.97		94

		2254				22223		2		2010				御前崎市		34700		35272		-572		-1.6216829213		65.86		526.9

		2257				22224		2		2010				菊川市		47041		47502		-461		-0.9704854532		94.24		499.2

		2260				22225		2		2010				伊豆の国市		49269		50011		-742		-1.4836735918		94.71		520.2

		2264				22226		2		2010				牧之原市		49019		50645		-1626		-3.2105834732		111.68		438.9

		2268				22301		3		2010		2000		東伊豆町		14064		15165		-1101		-7.2601384768		77.83		180.7

		2269				22302		3		2010		2000		河津町		7998		8303		-305		-3.6733710707		100.79		79.4

		2270				22304		3		2010		2000		南伊豆町		9516		10003		-487		-4.8685394382		110.59		86

		2271				22305		3		2010		2000		松崎町		7653		8104		-451		-5.5651530109		85.23		89.8

		2272				22306		3		2010				西伊豆町		9469		10372		-903		-8.7061318936		105.52		89.7

		2276				22325		3		2010		2000		函南町		38571		38803		-232		-0.5978919156		65.13		592.2

		2278				22341		3		2010		2000		清水町		32302		31961		341		1.0669253152		8.84		3654.1

		2279				22342		3		2010		2000		長泉町		40763		38716		2047		5.2872197541		26.51		1537.6

		2280				22344		3		2010		2000		小山町		20629		21478		-849		-3.9528820188		136.13		151.5

		2282				22424		3		2010		2000		吉田町		29815		28648		1167		4.0735827981		20.84		1430.7

		2283				22429		3		2010				川根本町		8074		8988		-914		-10.1691143747		496.72		16.3

		2287				22461		3		2010		2000		森町		19435		20273		-838		-4.1335766783		133.84		145.2

		2288				23000		a		2010		2000		愛知県		7410719		7254704		156015		2.1505357076		5165.04		1434.8

		2291				23100		1		2010		2000		名古屋市		2263894		2215062		48832		2.2045432588		326.43		6935.3

		2292				23101		0		2010		2000		名古屋市 千種区		160015		153118		6897		4.5043691793		18.23		8777.6

		2293				23102		0		2010		2000		名古屋市 東区		73272		68485		4787		6.9898517924		7.7		9515.8

		2294				23103		0		2010		2000		名古屋市 北区		165785		166441		-656		-0.394133657		17.55		9446.4

		2295				23104		0		2010		2000		名古屋市 西区		144995		143104		1891		1.3214165921		17.89		8104.8

		2296				23105		0		2010		2000		名古屋市 中村区		136164		134576		1588		1.1800023778		16.31		8348.5

		2297				23106		0		2010		2000		名古屋市 中区		78353		70738		7615		10.7650767621		9.38		8353.2

		2298				23107		0		2010		2000		名古屋市 昭和区		105536		105001		535		0.509518957		10.94		9646.8

		2299				23108		0		2010		2000		名古屋市 瑞穂区		105061		105358		-297		-0.2818960117		11.23		9355.4

		2300				23109		0		2010		2000		名古屋市 熱田区		64719		63608		1111		1.7466356433		8.13		7960.5

		2301				23110		0		2010		2000		名古屋市 中川区		221521		215809		5712		2.6467848885		32.03		6916

		2302				23111		0		2010		2000		名古屋市 港区		149215		151872		-2657		-1.7494995786		45.69		3265.8

		2303				23112		0		2010		2000		名古屋市 南区		141310		143973		-2663		-1.8496523654		18.46		7654.9

		2304				23113		0		2010		2000		名古屋市 守山区		168551		161345		7206		4.4662059562		33.99		4958.8

		2305				23114		0		2010		2000		名古屋市 緑区		229592		216545		13047		6.0250756194		37.84		6067.4

		2306				23115		0		2010		2000		名古屋市 名東区		161012		157125		3887		2.4738265712		19.44		8282.5

		2307				23116		0		2010		2000		名古屋市 天白区		158793		157964		829		0.5248031197		21.62		7344.7

		2308				23201		2		2010		2000		豊橋市		376665		372479		4186		1.1238217457		261.35		1441.2

		2309				23202		2		2010				岡崎市		372357		363807		8550		2.3501471934		387.24		961.6

		2312				23203		2		2010				一宮市		378566		371687		6879		1.8507507661		113.91		3323.4

		2316				23204		2		2010		2000		瀬戸市		132224		131925		299		0.2266439265		111.61		1184.7

		2317				23205		2		2010		2000		半田市		118828		115845		2983		2.5749924468		47.24		2515.4

		2318				23206		2		2010		2000		春日井市		305569		295802		9767		3.301870846		92.71		3296

		2319				23207		2		2010				豊川市		181928		181444		484		0.2667489694		160.75		1131.7

		2325				23208		2		2010		2000		津島市		65258		65547		-289		-0.4409049995		25.08		2602

		2326				23209		2		2010		2000		碧南市		72018		71408		610		0.8542460229		35.86		2008.3

		2327				23210		2		2010		2000		刈谷市		145781		142134		3647		2.5658885277		50.45		2889.6

		2328				23211		2		2010				豊田市		421487		412141		9346		2.2676705302		918.47		458.9

		2336				23212		2		2010		2000		安城市		178691		170250		8441		4.9580029369		86.01		2077.6

		2337				23213		2		2010		2000		西尾市		106823		104321		2502		2.3983665801		75.78		1409.6

		2338				23214		2		2010		2000		蒲郡市		82249		82108		141		0.1717250451		56.81		1447.8

		2339				23215		2		2010		2000		犬山市		75198		74294		904		1.2167873583		74.97		1003

		2340				23216		2		2010		2000		常滑市		54858		51265		3593		7.0086803862		55.63		986.1

		2341				23217		2		2010		2000		江南市		99730		99055		675		0.6814396043		30.17		3305.6

		2342				23219		2		2010		2000		小牧市		147132		147182		-50		-0.0339715454		62.82		2342.1

		2343				23220		2		2010				稲沢市		136442		136965		-523		-0.3818493776		79.3		1720.6

		2347				23221		2		2010				新城市		49864		52178		-2314		-4.4348192725		499		99.9

		2351				23222		2		2010		2000		東海市		107690		104339		3351		3.2116466518		43.36		2483.6

		2352				23223		2		2010		2000		大府市		85249		80262		4987		6.2134011114		33.68		2531.1

		2353				23224		2		2010		2000		知多市		84768		83373		1395		1.6732035551		45.76		1852.4

		2354				23225		2		2010		2000		知立市		68398		66085		2313		3.5000378301		16.34		4185.9

		2355				23226		2		2010		2000		尾張旭市		81140		78394		2746		3.5028190933		21.03		3858.3

		2356				23227		2		2010		2000		高浜市		44027		41351		2676		6.471427535		13		3386.7

		2357				23228		2		2010		2000		岩倉市		47340		47926		-586		-1.2227183575		10.49		4512.9

		2358				23229		2		2010		2000		豊明市		69745		68285		1460		2.1380976788		23.18		3008.8

		2359				23230		2		2010		2000		日進市		84237		78591		5646		7.1840287056		34.9		2413.7

		2360				23231		2		2010				田原市		64119		66390		-2271		-3.4206958879		188.81		339.6

		2364				23232		2		2010				愛西市		64978		65556		-578		-0.8816889377		66.63		975.2

		2369				23233		2		2010				清須市		65757		63358		2399		3.7864200259		17.32		3796.6

		2374				23234		2		2010				北名古屋市		81571		78078		3493		4.4737313968		18.37		4440.4

		2377				23235		2		2010				弥富市		43272		42575		697		1.6371109806		48.92		884.5

		2380				23236		2		2010				みよし市		60098		56252		3846		6.8370902368		32.11		1871.6

		2382				23237		2		2010				あま市		86714		85307		1407		1.6493371001		27.59		3143

		2387				23302		3		2010		2000		東郷町		41851		39384		2467		6.263965062		18.03		2321.2

		2388				23304		3		2010		2000		長久手町		52022		46493		5529		11.8921127912		21.54		2415.1

		2390				23342		3		2010		2000		豊山町		14405		13565		840		6.1924069296		6.19		2327.1

		2392				23361		3		2010		2000		大口町		22446		21602		844		3.9070456439		13.58		1652.9

		2393				23362		3		2010		2000		扶桑町		33558		32535		1023		3.1443061319		11.18		3001.6

		2395				23424		3		2010		2000		大治町		29891		28501		1390		4.8770218589		6.59		4535.8

		2396				23425		3		2010		2000		蟹江町		36688		36750		-62		-0.168707483		11.1		3305.2

		2397				23427		3		2010		2000		飛島村		4525		4369		156		3.5706111238		22.53		200.8

		2399				23441		3		2010		2000		阿久比町		25466		24577		889		3.617203076		23.94		1063.7

		2400				23442		3		2010		2000		東浦町		49800		48046		1754		3.6506681097		31.08		1602.3

		2401				23445		3		2010		2000		南知多町		20549		21909		-1360		-6.2074946369		38.24		537.4

		2402				23446		3		2010		2000		美浜町		25178		26294		-1116		-4.2443142922		46.39		542.7

		2403				23447		3		2010		2000		武豊町		42408		40981		1427		3.4821014617		25.82		1642.4

		2405				23481		3		2010		2000		一色町		23825		24068		-243		-1.0096393552		22.53		1057.5

		2406				23482		3		2010		2000		吉良町		22298		22041		257		1.1660088018		35.98		619.7

		2407				23483		3		2010		2000		幡豆町		12352		12802		-450		-3.5150757694		26.05		474.2

		2409				23501		3		2010		2000		幸田町		37930		35596		2334		6.5569165075		56.78		668

		2411				23561		3		2010				設楽町		5769		6306		-537		-8.515699334		273.96		21.1

		2414				23562		3		2010		2000		東栄町		3757		4347		-590		-13.57257879		123.4		30.4

		2415				23563		3		2010				豊根村		1336		1517		-181		-11.9314436388		155.91		8.6

		2418				24000		a		2010		2000		三重県		1854724		1866963		-12239		-0.6555566447		5777.27		321

		2421				24201		2		2010				津市		285746		288538		-2792		-0.9676368451		710.81		402

		2432				24202		2		2010				四日市市		307766		303845		3921		1.2904605967		205.58		1497.1

		2435				24203		2		2010				伊勢市		130271		135030		-4759		-3.5244019847		208.53		624.7

		2440				24204		2		2010				松阪市		168017		168973		-956		-0.5657708628		623.77		269.4

		2446				24205		2		2010				桑名市		140290		138963		1327		0.9549304491		136.61		1026.9

		2450				24207		2		2010		2000		鈴鹿市		199293		193114		6179		3.1996644469		194.67		1023.7

		2451				24208		2		2010		2000		名張市		80284		82156		-1872		-2.278591947		129.76		618.7

		2452				24209		2		2010		2000		尾鷲市		20033		22103		-2070		-9.3652445369		193.16		103.7

		2453				24210		2		2010				亀山市		51023		49253		1770		3.5936897245		190.91		267.3

		2456				24211		2		2010		2000		鳥羽市		21435		23067		-1632		-7.0750422682		107.99		198.5

		2457				24212		2		2010				熊野市		19662		21230		-1568		-7.3857748469		373.63		52.6

		2460				24214		2		2010				いなべ市		45684		46446		-762		-1.6406149076		219.58		208.1

		2465				24215		2		2010				志摩市		54694		58225		-3531		-6.0644053242		179.72		304.3

		2471				24216		2		2010				伊賀市		97207		100623		-3416		-3.394850084		558.17		174.2

		2479				24303		3		2010		2000		木曽岬町		6855		6965		-110		-1.5793251974		15.72		436.1

		2481				24324		3		2010		2000		東員町		25661		25897		-236		-0.9113024675		22.66		1132.4

		2483				24341		3		2010		2000		菰野町		39978		38986		992		2.544503155		106.89		374

		2484				24343		3		2010		2000		朝日町		9626		7114		2512		35.3106550464		5.99		1607

		2485				24344		3		2010		2000		川越町		14003		13048		955		7.3191293685		8.71		1607.7

		2487				24441		3		2010				多気町		15438		15793		-355		-2.2478313177		103.17		149.6

		2490				24442		3		2010		2000		明和町		22833		22618		215		0.9505703422		40.92		558

		2491				24443		3		2010				大台町		10416		11099		-683		-6.1537075412		362.94		28.7

		2495				24461		3		2010		2000		玉城町		15297		14831		466		3.1420672915		40.94		373.6

		2496				24470		3		2010		2000		度会町		8692		9057		-365		-4.0300320194		134.97		64.4

		2497				24471		3		2010				大紀町		9846		10788		-942		-8.7319243604		233.54		42.2

		2501				24472		3		2010				南伊勢町		14791		16687		-1896		-11.3621381914		242.98		60.9

		2505				24543		3		2010				紀北町		18611		19963		-1352		-6.772529179		257.01		72.4

		2509				24561		3		2010		2000		御浜町		9376		9903		-527		-5.3216197112		88.28		106.2

		2510				24562		3		2010				紀宝町		11896		12648		-752		-5.9456040481		79.66		149.3

		2513				25000		a		2010		2000		滋賀県		1410777		1380361		30416		2.203481553		4017.36		351.2

		2516				25201		2		2010				大津市		337634		323719		13915		4.2984810901		464.1		727.5

		2519				25202		2		2010		2000		彦根市		112156		109779		2377		2.1652592937		196.84		569.8

		2520				25203		2		2010				長浜市		124131		124498		-367		-0.2947838519		680.79		182.3

		2530				25204		2		2010				近江八幡市		81738		80610		1128		1.3993301079		177.39		460.8

		2533				25206		2		2010		2000		草津市		130874		121159		9715		8.018389059		67.92		1926.9

		2534				25207		2		2010		2000		守山市		76560		70823		5737		8.1004758341		55.73		1373.8

		2535				25208		2		2010				栗東市		63655		59869		3786		6.3238069786		52.75		1206.7

		2537				25209		2		2010				甲賀市		92704		93853		-1149		-1.2242549519		481.69		192.5

		2543				25210		2		2010				野洲市		49955		49486		469		0.9477427959		80.15		623.3

		2546				25211		2		2010				湖南市		54614		55325		-711		-1.2851333032		70.49		774.8

		2549				25212		2		2010				高島市		52486		53950		-1464		-2.7136237257		693		75.7

		2556				25213		2		2010				東近江市		115479		116797		-1318		-1.1284536418		388.58		297.2

		2564				25214		2		2010				米原市		40060		41009		-949		-2.3141261674		250.46		159.9

		2570				25383		3		2010		2000		日野町		22870		22809		61		0.2674382919		117.63		194.4

		2571				25384		3		2010		2000		竜王町		12916		13280		-364		-2.7409638554		44.52		290.1

		2573				25425		3		2010				愛荘町		20118		19729		389		1.9717167621		37.95		530.1

		2577				25441		3		2010		2000		豊郷町		7566		7418		148		1.9951469399		7.82		967.5

		2578				25442		3		2010		2000		甲良町		7500		8103		-603		-7.4416882636		13.62		550.7

		2579				25443		3		2010		2000		多賀町		7761		8145		-384		-4.7145488029		135.93		57.1

		2580				26000		a		2010		2000		京都府		2636092		2647660		-11568		-0.4369141053		4613.21		571.4

		2583				26100		1		2010				京都市		1474015		1474811		-796		-0.0539730176		827.9		1780.4

		2585				26101		0		2010		2000		京都市 北区		122037		124266		-2229		-1.793732799		94.92		1285.7

		2586				26102		0		2010		2000		京都市 上京区		83264		83534		-270		-0.3232216822		7.11		11710.8

		2587				26103		0		2010		2000		京都市 左京区		168802		169587		-785		-0.4628892545		246.88		683.7

		2588				26104		0		2010		2000		京都市 中京区		105306		102129		3177		3.1107716711		7.38		14269.1

		2589				26105		0		2010		2000		京都市 東山区		40528		42464		-1936		-4.559155991		7.46		5432.7

		2590				26106		0		2010		2000		京都市 下京区		79287		75437		3850		5.1035963784		6.82		11625.7

		2591				26107		0		2010		2000		京都市 南区		98744		98193		551		0.5611397961		15.78		6257.5

		2592				26108		0		2010				京都市 右京区		202943		202356		587		0.2900828243		291.95		695.1

		2595				26109		0		2010		2000		京都市 伏見区		284085		285419		-1334		-0.4673830404		61.62		4610.3

		2596				26110		0		2010		2000		京都市 山科区		136045		136670		-625		-0.4573059194		28.78		4727.1

		2597				26111		0		2010		2000		京都市 西京区		152974		154756		-1782		-1.1514900876		59.2		2584

		2598				26201		2		2010				福知山市		79652		81977		-2325		-2.8361613623		552.57		144.1

		2603				26202		2		2010		2000		舞鶴市		88669		91733		-3064		-3.3401284162		342.35		259

		2604				26203		2		2010		2000		綾部市		35836		37755		-1919		-5.082770494		347.11		103.2

		2605				26204		2		2010		2000		宇治市		189609		189591		18		0.0094941216		67.55		2806.9

		2606				26205		2		2010		2000		宮津市		19948		21512		-1564		-7.2703607289		169.32		117.8

		2607				26206		2		2010		2000		亀岡市		92399		93996		-1597		-1.6990084684		224.9		410.8

		2608				26207		2		2010		2000		城陽市		80037		81636		-1599		-1.9586946935		32.74		2444.6

		2609				26208		2		2010		2000		向日市		54328		55041		-713		-1.2953979761		7.67		7083.2

		2610				26209		2		2010		2000		長岡京市		79844		78335		1509		1.9263419927		19.18		4162.9

		2611				26210		2		2010		2000		八幡市		74227		74252		-25		-0.0336691268		24.37		3045.8

		2612				26211		2		2010		2000		京田辺市		67910		64008		3902		6.0961129859		42.94		1581.5

		2613				26212		2		2010				京丹後市		59038		62723		-3685		-5.8750378649		501.84		117.6

		2620				26213		2		2010				南丹市		35214		36736		-1522		-4.1430749129		616.31		57.1

		2625				26214		2		2010				木津川市		69761		63649		6112		9.6026646137		85.12		819.6

		2630				26303		3		2010		2000		大山崎町		15121		15191		-70		-0.4607991574		5.97		2532.8

		2632				26322		3		2010		2000		久御山町		15914		16610		-696		-4.1902468393		13.86		1148.2

		2634				26343		3		2010		2000		井手町		8447		8951		-504		-5.6306557926		18.02		468.8

		2635				26344		3		2010		2000		宇治田原町		9711		10060		-349		-3.4691848907		58.26		166.7

		2637				26364		3		2010		2000		笠置町		1626		1876		-250		-13.3262260128		23.57		69

		2638				26365		3		2010		2000		和束町		4482		4998		-516		-10.3241296519		64.87		69.1

		2639				26366		3		2010		2000		精華町		35630		34236		1394		4.0717373525		25.66		1388.5

		2640				26367		3		2010		2000		南山城村		3078		3466		-388		-11.1944604732		64.21		47.9

		2642				26407		3		2010				京丹波町		15732		16893		-1161		-6.8726691529		303.07		51.9

		2647				26463		3		2010		2000		伊根町		2410		2718		-308		-11.331861663		62		38.9

		2648				26465		3		2010				与謝野町		23454		24906		-1452		-5.8299205011		107.04		219.1

		2652				27000		a		2010		2000		大阪府		8865245		8817166		48079		0.5452885882		1898.47		4669.7

		2655				27100		1		2010		2000		大阪市		2665314		2628811		36503		1.3885745305		222.47		11980.6

		2656				27102		0		2010		2000		大阪市 都島区		102632		99831		2801		2.8057417035		6.05		16964

		2657				27103		0		2010		2000		大阪市 福島区		67290		60959		6331		10.3856690563		4.67		14409

		2658				27104		0		2010		2000		大阪市 此花区		65569		63809		1760		2.7582315974		16.41		3995.7

		2659				27106		0		2010		2000		大阪市 西区		83058		72591		10467		14.419142869		5.2		15972.7

		2660				27107		0		2010		2000		大阪市 港区		84947		83191		1756		2.1108052554		7.9		10752.8

		2661				27108		0		2010		2000		大阪市 大正区		69510		73207		-3697		-5.0500635185		9.43		7371.2

		2662				27109		0		2010		2000		大阪市 天王寺区		69775		64137		5638		8.7905577124		4.8		14536.5

		2663				27111		0		2010		2000		大阪市 浪速区		61745		54174		7571		13.9753387234		4.37		14129.3

		2664				27113		0		2010		2000		大阪市 西淀川区		97504		95662		1842		1.9255294683		14.23		6852

		2665				27114		0		2010		2000		大阪市 東淀川区		176585		178343		-1758		-0.9857409598		13.25		13327.2

		2666				27115		0		2010		2000		大阪市 東成区		80231		78929		1302		1.6495838032		4.55		17633.2

		2667				27116		0		2010		2000		大阪市 生野区		134009		138564		-4555		-3.2872896279		8.38		15991.5

		2668				27117		0		2010		2000		大阪市 旭区		92455		95204		-2749		-2.8874837192		6.3		14675.4

		2669				27118		0		2010		2000		大阪市 城東区		165832		160925		4907		3.0492465434		8.42		19695

		2670				27119		0		2010		2000		大阪市 阿倍野区		106350		107354		-1004		-0.9352236526		5.99		17754.6

		2671				27120		0		2010		2000		大阪市 住吉区		155572		158999		-3427		-2.1553594677		9.34		16656.5

		2672				27121		0		2010		2000		大阪市 東住吉区		130724		135016		-4292		-3.1788825028		9.75		13407.6

		2673				27122		0		2010		2000		大阪市 西成区		121972		132767		-10795		-8.1307855115		7.35		16594.8

		2674				27123		0		2010		2000		大阪市 淀川区		172078		169222		2856		1.6877238184		12.64		13613.8

		2675				27124		0		2010		2000		大阪市 鶴見区		111182		107419		3763		3.5031046649		8.16		13625.2

		2676				27125		0		2010		2000		大阪市 住之江区		127210		130627		-3417		-2.6158451162		20.77		6124.7

		2677				27126		0		2010		2000		大阪市 平野区		200005		200678		-673		-0.335363119		15.3		13072.2

		2678				27127		0		2010		2000		大阪市 北区		110392		100385		10007		9.9686208099		10.33		10686.5

		2679				27128		0		2010		2000		大阪市 中央区		78687		66818		11869		17.7631775869		8.88		8861.1

		2680				27140		1		2010				堺市		841966		830966		11000		1.3237605389		149.99		5613.5

		2683				27141		0		2010				堺市 堺区		148748		148095		653		0.4409331848		23.69		6278.9

		2684				27142		0		2010				堺市 中区		123532		119830		3702		3.0893766169		17.94		6885.8

		2685				27143		0		2010				堺市 東区		85444		84892		552		0.6502379494		10.48		8153.1

		2686				27144		0		2010				堺市 西区		133622		131030		2592		1.9781729375		28.62		4668.8

		2687				27145		0		2010				堺市 南区		154779		157099		-2320		-1.4767757911		40.44		3827.4

		2688				27146		0		2010				堺市 北区		156561		150885		5676		3.7618053484		15.58		10048.8

		2689				27147		0		2010				堺市 美原区		39280		39135		145		0.3705123291		13.24		2966.8

		2690				27202		2		2010		2000		岸和田市		199234		201047		-1813		-0.901779186		72.32		2754.9

		2691				27203		2		2010		2000		豊中市		389341		386623		2718		0.7030104262		36.38		10702.1

		2692				27204		2		2010		2000		池田市		104229		101616		2613		2.5714454417		22.09		4718.4

		2693				27205		2		2010		2000		吹田市		355798		353885		1913		0.5405710895		36.11		9853.2

		2694				27206		2		2010		2000		泉大津市		77548		77673		-125		-0.1609310829		13.26		5848.3

		2695				27207		2		2010		2000		高槻市		357359		351826		5533		1.5726523907		105.31		3393.4

		2696				27208		2		2010		2000		貝塚市		90519		90267		252		0.2791717904		43.99		2057.7

		2697				27209		2		2010		2000		守口市		146697		147465		-768		-0.5208015461		12.73		11523.7

		2698				27210		2		2010		2000		枚方市		407978		404044		3934		0.9736563345		65.08		6268.9

		2699				27211		2		2010		2000		茨木市		274822		267961		6861		2.5604472293		76.52		3591.5

		2700				27212		2		2010		2000		八尾市		271460		273487		-2027		-0.7411686844		41.71		6508.3

		2701				27213		2		2010		2000		泉佐野市		100801		98889		1912		1.9334809736		55.03		1831.7

		2702				27214		2		2010		2000		富田林市		119576		123934		-4358		-3.5163877548		39.66		3015

		2703				27215		2		2010		2000		寝屋川市		238204		241816		-3612		-1.4936976875		24.73		9632.2

		2704				27216		2		2010		2000		河内長野市		112490		117239		-4749		-4.0506998524		109.61		1026.3

		2705				27217		2		2010		2000		松原市		124594		127276		-2682		-2.1072315283		16.66		7478.6

		2706				27218		2		2010		2000		大東市		127534		126504		1030		0.8142035034		18.27		6980.5

		2707				27219		2		2010		2000		和泉市		184988		177856		7132		4.0099856063		84.98		2176.8

		2708				27220		2		2010		2000		箕面市		129895		127135		2760		2.1709206749		47.84		2715.2

		2709				27221		2		2010		2000		柏原市		74773		77034		-2261		-2.9350676325		25.39		2945

		2710				27222		2		2010		2000		羽曳野市		117681		118695		-1014		-0.8542904082		26.44		4450.9

		2711				27223		2		2010		2000		門真市		130282		131706		-1424		-1.0811959971		12.28		10609.3

		2712				27224		2		2010		2000		摂津市		83720		85009		-1289		-1.5163100378		14.88		5626.3

		2713				27225		2		2010		2000		高石市		59572		61127		-1555		-2.5438840447		11.35		5248.6

		2714				27226		2		2010		2000		藤井寺市		66165		65780		385		0.5852842809		8.89		7442.6

		2715				27227		2		2010		2000		東大阪市		509533		513821		-4288		-0.83453187		61.81		8243.5

		2716				27228		2		2010		2000		泉南市		64403		64683		-280		-0.432880355		48.48		1328.4

		2717				27229		2		2010		2000		四條畷市		57554		57342		212		0.3697115552		18.74		3071.2

		2718				27230		2		2010		2000		交野市		77686		77644		42		0.05409304		25.55		3040.5

		2719				27231		2		2010		2000		大阪狭山市		58227		58111		116		0.1996179725		11.86		4909.5

		2720				27232		2		2010		2000		阪南市		56646		57616		-970		-1.6835601222		36.1		1569.1

		2722				27301		3		2010		2000		島本町		28935		29052		-117		-0.4027261462		16.78		1724.4

		2724				27321		3		2010		2000		豊能町		21989		23928		-1939		-8.103477098		34.37		639.8

		2725				27322		3		2010		2000		能勢町		11650		12897		-1247		-9.6689152516		98.68		118.1

		2727				27341		3		2010		2000		忠岡町		18149		17586		563		3.2014102127		4.03		4503.5

		2729				27361		3		2010		2000		熊取町		45069		44505		564		1.2672733401		17.23		2615.7

		2730				27362		3		2010		2000		田尻町		8085		7240		845		11.6712707182		4.96		1630

		2731				27366		3		2010		2000		岬町		17504		18504		-1000		-5.4042369217		49.1		356.5

		2733				27381		3		2010		2000		太子町		14220		14483		-263		-1.8159221156		14.17		1003.5

		2734				27382		3		2010		2000		河南町		17040		17545		-505		-2.8783129097		25.26		674.6

		2735				27383		3		2010		2000		千早赤阪村		6015		6538		-523		-7.9993881921		37.38		160.9

		2736				28000		a		2010		2000		兵庫県		5588133		5590601		-2468		-0.0441455221		8396.13		665.6

		2739				28100		1		2010		2000		神戸市		1544200		1525393		18807		1.23292817		552.66		2794.1

		2740				28101		0		2010		2000		神戸市 東灘区		210408		206037		4371		2.1214636206		30.37		6928.2

		2741				28102		0		2010		2000		神戸市 灘区		133451		128050		5401		4.2178836392		32.4		4118.9

		2742				28105		0		2010		2000		神戸市 兵庫区		108304		106985		1319		1.2328831145		14.54		7448.7

		2743				28106		0		2010		2000		神戸市 長田区		101624		103791		-2167		-2.0878496209		11.46		8867.7

		2744				28107		0		2010		2000		神戸市 須磨区		167475		171628		-4153		-2.4197683362		28.93		5789

		2745				28108		0		2010		2000		神戸市 垂水区		220411		222729		-2318		-1.0407266229		28.02		7866.2

		2746				28109		0		2010		2000		神戸市 北区		226836		225945		891		0.3943437562		240.7		942.4

		2747				28110		0		2010		2000		神戸市 中央区		126393		116591		9802		8.407166934		28.42		4447.3

		2748				28111		0		2010		2000		神戸市 西区		249298		243637		5661		2.3235387072		137.82		1808.9

		2749				28201		2		2010				姫路市		536270		536232		38		0.007086485		534.44		1003.4

		2755				28202		2		2010		2000		尼崎市		453748		462647		-8899		-1.9234967481		49.97		9080.4

		2756				28203		2		2010		2000		明石市		290959		291027		-68		-0.0233655297		49.25		5907.8

		2757				28204		2		2010		2000		西宮市		482640		465337		17303		3.7183804426		99.37		4857

		2758				28205		2		2010				洲本市		47254		50030		-2776		-5.5486707975		182.48		259

		2761				28206		2		2010		2000		芦屋市		93238		90590		2648		2.9230599404		18.5		5039.9

		2762				28207		2		2010		2000		伊丹市		196127		192250		3877		2.0166449935		24.97		7854.5

		2763				28208		2		2010		2000		相生市		31158		32475		-1317		-4.0554272517		90.45		344.5

		2764				28209		2		2010				豊岡市		85592		89208		-3616		-4.0534481212		697.66		122.7

		2771				28210		2		2010		2000		加古川市		266937		267100		-163		-0.061025833		138.51		1927.2

		2772				28212		2		2010		2000		赤穂市		50523		51794		-1271		-2.4539521952		126.88		398.2

		2773				28213		2		2010				西脇市		42802		43953		-1151		-2.6187063454		132.47		323.1

		2776				28214		2		2010		2000		宝塚市		225700		219862		5838		2.6553019621		101.96		2213.6

		2777				28215		2		2010				三木市		81009		84361		-3352		-3.9734000308		176.58		458.8

		2780				28216		2		2010		2000		高砂市		93901		94813		-912		-0.9618934112		34.4		2729.7

		2781				28217		2		2010		2000		川西市		156423		157668		-1245		-0.7896339143		53.44		2927.1

		2782				28218		2		2010		2000		小野市		49680		49761		-81		-0.1627780792		92.92		534.7

		2783				28219		2		2010		2000		三田市		114216		113572		644		0.5670411721		210.22		543.3

		2784				28220		2		2010		2000		加西市		47993		49396		-1403		-2.8403109564		150.95		317.9

		2785				28221		2		2010		2000		篠山市		43263		45245		-1982		-4.3805945408		377.61		114.6

		2786				28222		2		2010				養父市		26501		28306		-1805		-6.3767399138		422.78		62.7

		2791				28223		2		2010				丹波市		67757		70810		-3053		-4.3115379184		493.28		137.4

		2798				28224		2		2010				南あわじ市		49834		52283		-2449		-4.6841229463		229.23		217.4

		2803				28225		2		2010				朝来市		32814		34791		-1977		-5.6825040959		402.98		81.4

		2808				28226		2		2010				淡路市		46459		49078		-2619		-5.3364032764		184.26		252.1

		2814				28227		2		2010				宍粟市		40938		43302		-2364		-5.4593321325		658.6		62.2

		2819				28228		2		2010				加東市		40181		39970		211		0.5278959219		157.49		255.1

		2823				28229		2		2010				たつの市		80518		81561		-1043		-1.2787974645		210.93		381.7

		2829				28301		3		2010		2000		猪名川町		31739		30021		1718		5.7226608041		90.41		351.1

		2831				28365		3		2010				多可町		23104		24304		-1200		-4.9374588545		185.15		124.8

		2836				28381		3		2010		2000		稲美町		31026		31944		-918		-2.8737791134		34.96		887.5

		2837				28382		3		2010		2000		播磨町		33183		33545		-362		-1.0791474139		9.09		3650.5

		2839				28442		3		2010		2000		市川町		13288		14150		-862		-6.0918727915		82.7		160.7

		2840				28443		3		2010		2000		福崎町		19830		20669		-839		-4.0592191204		45.82		432.8

		2841				28446		3		2010				神河町		12289		13077		-788		-6.0258469068		202.27		60.8

		2845				28464		3		2010		2000		太子町		33438		32555		883		2.712332975		22.62		1478.2

		2847				28481		3		2010		2000		上郡町		16636		17603		-967		-5.4933818099		150.28		110.7

		2849				28501		3		2010				佐用町		19265		21012		-1747		-8.3142965924		307.51		62.6

		2855				28585		3		2010				香美町		19696		21439		-1743		-8.1300433789		369.08		53.4

		2859				28586		3		2010				新温泉町		16004		17467		-1463		-8.3757943551		241		66.4

		2862				29000		a		2010		2000		奈良県		1400728		1421310		-20582		-1.4481006958		3691.09		379.5

		2865				29201		2		2010				奈良市		366591		370102		-3511		-0.9486573971		276.84		1324.2

		2869				29202		2		2010		2000		大和高田市		68451		70800		-2349		-3.3177966102		16.49		4151.1

		2870				29203		2		2010		2000		大和郡山市		89023		91672		-2649		-2.8896500567		42.68		2085.8

		2871				29204		2		2010		2000		天理市		69178		71152		-1974		-2.7743422532		86.37		800.9

		2872				29205		2		2010		2000		橿原市		125605		124728		877		0.7031300109		39.52		3178.3

		2873				29206		2		2010		2000		桜井市		60146		61130		-984		-1.6096842794		98.92		608

		2874				29207		2		2010				五條市		34460		37375		-2915		-7.7993311037		292.05		118

		2878				29208		2		2010		2000		御所市		30287		32273		-1986		-6.1537508134		60.58		500

		2879				29209		2		2010		2000		生駒市		118113		113686		4427		3.894059075		53.18		2221

		2880				29210		2		2010		2000		香芝市		75227		70998		4229		5.9565058171		24.23		3104.7

		2881				29211		2		2010				葛城市		35859		34985		874		2.4982135201		33.73		1063.1

		2884				29212		2		2010				宇陀市		34227		37183		-2956		-7.949869564		247.62		138.2

		2890				29322		3		2010		2000		山添村		4107		4595		-488		-10.6202393906		66.56		61.7

		2892				29342		3		2010		2000		平群町		19727		20286		-559		-2.7555949916		23.9		825.4

		2893				29343		3		2010		2000		三郷町		23440		23062		378		1.6390599254		8.8		2663.6

		2894				29344		3		2010		2000		斑鳩町		27734		27816		-82		-0.294794363		14.27		1943.5

		2895				29345		3		2010		2000		安堵町		7929		8257		-328		-3.9723870655		4.33		1831.2

		2897				29361		3		2010		2000		川西町		8653		9174		-521		-5.6790930892		5.94		1456.7

		2898				29362		3		2010		2000		三宅町		7440		7764		-324		-4.1731066461		4.07		1828

		2899				29363		3		2010		2000		田原本町		32121		33029		-908		-2.7490992764		21.1		1522.3

		2901				29385		3		2010		2000		曽爾村		1895		2193		-298		-13.5886912905		47.84		39.6

		2902				29386		3		2010		2000		御杖村		2102		2366		-264		-11.1580726965		79.63		26.4

		2904				29401		3		2010		2000		高取町		7657		7914		-257		-3.2474096538		25.77		297.1

		2905				29402		3		2010		2000		明日香村		5856		6343		-487		-7.6777550055		24.08		243.2

		2907				29424		3		2010		2000		上牧町		23728		24953		-1225		-4.9092293512		6.14		3864.5

		2908				29425		3		2010		2000		王寺町		22182		22751		-569		-2.5009889675		7		3168.9

		2909				29426		3		2010		2000		広陵町		33070		32810		260		0.7924413289		16.33		2025.1

		2910				29427		3		2010		2000		河合町		18531		19446		-915		-4.7053378587		8.27		2240.7

		2912				29441		3		2010		2000		吉野町		8642		9984		-1342		-13.4415064103		95.65		90.4

		2913				29442		3		2010		2000		大淀町		19176		20070		-894		-4.4544095665		38.06		503.8

		2914				29443		3		2010		2000		下市町		7020		7737		-717		-9.2671578131		62.01		113.2

		2915				29444		3		2010		2000		黒滝村		840		1076		-236		-21.9330855019		47.71		17.6

		2916				29446		3		2010		2000		天川村		1572		1800		-228		-12.6666666667		175.7		8.9

		2917				29447		3		2010		2000		野迫川村		524		743		-219		-29.4751009421		155.03		3.4

		2918				29449		3		2010		2000		十津川村		4107		4390		-283		-6.4464692483		672.35		6.1

		2919				29450		3		2010		2000		下北山村		1039		1212		-173		-14.2739273927		133.53		7.8

		2920				29451		3		2010		2000		上北山村		683		802		-119		-14.8379052369		274.05		2.5

		2921				29452		3		2010		2000		川上村		1643		2045		-402		-19.6577017115		269.16		6.1

		2922				29453		3		2010		2000		東吉野村		2143		2608		-465		-17.8297546012		131.6		16.3

		2923				30000		a		2010		2000		和歌山県		1002198		1035969		-33771		-3.2598465784		4726.29		212

		2926				30201		2		2010		2000		和歌山市		370364		375591		-5227		-1.3916733894		209.23		1770.1

		2927				30202		2		2010				海南市		54783		57744		-2961		-5.1278054863		101.19		541.4

		2930				30203		2		2010				橋本市		66361		68529		-2168		-3.1636241591		130.31		509.3

		2933				30204		2		2010		2000		有田市		30592		32143		-1551		-4.8253118875		36.92		828.6

		2934				30205		2		2010		2000		御坊市		26111		27053		-942		-3.4820537463		43.93		594.4

		2935				30206		2		2010				田辺市		79119		82499		-3380		-4.0970193578		1026.77		77.1

		2941				30207		2		2010				新宮市		31498		33790		-2292		-6.7830719148		255.43		123.3

		2944				30208		2		2010				紀の川市		65840		67862		-2022		-2.9795761988		228.24		288.5

		2950				30209		2		2010				岩出市		52882		50834		2048		4.0287996223		38.5		1373.6

		2953				30304		3		2010				紀美野町		10391		11643		-1252		-10.7532422915		128.31		81

		2957				30341		3		2010				かつらぎ町		18230		19670		-1440		-7.3207930859		151.73		120.1

		2960				30343		3		2010		2000		九度山町		4963		5516		-553		-10.0253807107		44.12		112.5

		2961				30344		3		2010		2000		高野町		3975		4632		-657		-14.1839378238		137.08		29

		2963				30361		3		2010		2000		湯浅町		13210		14742		-1532		-10.3920770587		20.8		635.1

		2964				30362		3		2010		2000		広川町		7714		8071		-357		-4.4232437121		65.31		118.1

		2965				30366		3		2010				有田川町		27162		28640		-1478		-5.1606145251		351.77		77.2

		2970				30381		3		2010		2000		美浜町		8077		8462		-385		-4.5497518317		12.79		631.5

		2971				30382		3		2010		2000		日高町		7432		7344		88		1.1982570806		46.42		160.1

		2972				30383		3		2010		2000		由良町		6508		7179		-671		-9.3467056693		30.74		211.7

		2973				30390		3		2010		2000		印南町		8606		9192		-586		-6.3751087903		113.63		75.7

		2974				30391		3		2010				みなべ町		13470		14200		-730		-5.1408450704		120.26		112

		2977				30392		3		2010				日高川町		10509		11305		-796		-7.0411322424		331.65		31.7

		2982				30401		3		2010				白浜町		22696		23642		-946		-4.0013535234		201.04		112.9

		2985				30404		3		2010		2000		上富田町		14807		14775		32		0.2165820643		57.49		257.6

		2986				30406		3		2010		2000		すさみ町		4730		5293		-563		-10.6366899679		174.71		27.1

		2988				30421		3		2010		2000		那智勝浦町		17080		18185		-1105		-6.0764366236		183.45		93.1

		2989				30422		3		2010		2000		太地町		3250		3506		-256		-7.301768397		5.96		545.3

		2990				30424		3		2010		2000		古座川町		3103		3426		-323		-9.4279042615		294.52		10.5

		2991				30427		3		2010		2000		北山村		486		570		-84		-14.7368421053		48.21		10.1

		2992				30428		3		2010				串本町		18249		19931		-1682		-8.4391149466		135.78		134.4

		2995				31000		a		2010		2000		鳥取県		588667		607012		-18345		-3.0221807806		3507.28		167.8

		2998				31201		2		2010				鳥取市		197449		201740		-4291		-2.1269951423		765.66		257.9

		3008				31202		2		2010				米子市		148271		149584		-1313		-0.8777676757		132.21		1121.5

		3011				31203		2		2010				倉吉市		50720		52592		-1872		-3.5594767265		272.15		186.4

		3014				31204		2		2010		2000		境港市		35259		36459		-1200		-3.2913683864		28.79		1224.7

		3016				31302		3		2010		2000		岩美町		12362		13270		-908		-6.8425018839		122.38		101

		3018				31325		3		2010		2000		若桜町		3873		4378		-505		-11.5349474646		199.31		19.4

		3019				31328		3		2010		2000		智頭町		7718		8647		-929		-10.7436105008		224.61		34.4

		3020				31329		3		2010				八頭町		18427		19434		-1007		-5.181640424		206.71		89.1

		3025				31364		3		2010		2000		三朝町		7015		7509		-494		-6.5787721401		233.46		30

		3026				31370		3		2010				湯梨浜町		17029		17525		-496		-2.8302425107		77.95		218.5

		3030				31371		3		2010				琴浦町		18531		19499		-968		-4.9643571465		139.92		132.4

		3033				31372		3		2010				北栄町		15442		16052		-610		-3.8001495141		57.15		270.2

		3037				31384		3		2010		2000		日吉津村		3339		3073		266		8.6560364465		4.16		802.6

		3038				31386		3		2010				大山町		17491		18897		-1406		-7.4403344446		189.79		92.2

		3042				31389		3		2010				南部町		11536		12070		-534		-4.4241922121		114.03		101.2

		3045				31390		3		2010				伯耆町		11621		12343		-722		-5.8494693348		139.45		83.3

		3049				31401		3		2010		2000		日南町		5460		6112		-652		-10.667539267		340.87		16

		3050				31402		3		2010		2000		日野町		3745		4185		-440		-10.513739546		134.02		27.9

		3051				31403		3		2010		2000		江府町		3379		3643		-264		-7.2467746363		124.66		27.1

		3052				32000		a		2010		2000		島根県		717397		742223		-24826		-3.3448168542		6707.95		107

		3055				32201		2		2010				松江市		194258		196603		-2345		-1.1927590118		530.35		366.3

		3064				32202		2		2010				浜田市		61713		63046		-1333		-2.1143292199		689.6		89.5

		3070				32203		2		2010				出雲市		143796		146307		-2511		-1.7162541779		543.48		264.6

		3077				32204		2		2010				益田市		50015		52368		-2353		-4.4932019554		733.24		68.2

		3081				32205		2		2010				大田市		37996		40703		-2707		-6.6506154338		436.12		87.1

		3085				32206		2		2010				安来市		41836		43839		-2003		-4.568991081		420.97		99.4

		3089				32207		2		2010				江津市		25697		27774		-2077		-7.4782170375		268.51		95.7

		3092				32209		2		2010				雲南市		41917		44403		-2486		-5.5987208072		553.37		75.7

		3100				32304		3		2010		2000		東出雲町		14355		14193		162		1.1414077362		42.64		336.7

		3102				32343		3		2010				奥出雲町		14456		15812		-1356		-8.5757652416		368.06		39.3

		3106				32386		3		2010				飯南町		5534		5979		-445		-7.4427161733		242.84		22.8

		3110				32401		3		2010		2000		斐川町		27689		27444		245		0.8927270077		80.64		343.4

		3112				32441		3		2010		2000		川本町		3900		4324		-424		-9.8057354302		106.39		36.7

		3113				32448		3		2010				美郷町		5351		5911		-560		-9.4738622906		282.92		18.9

		3116				32449		3		2010				邑南町		11959		12944		-985		-7.6097033375		419.22		28.5

		3121				32501		3		2010				津和野町		8427		9515		-1088		-11.4345769837		307.09		27.4

		3124				32505		3		2010				吉賀町		6810		7362		-552		-7.4979625102		336.29		20.3

		3128				32525		3		2010		2000		海士町		2374		2581		-207		-8.0201472298		33.52		70.8

		3129				32526		3		2010		2000		西ノ島町		3136		3486		-350		-10.0401606426		56.05		56

		3130				32527		3		2010		2000		知夫村		657		725		-68		-9.3793103448		13.7		48

		3131				32528		3		2010				隠岐の島町		15521		16904		-1383		-8.181495504		242.95		63.9

		3136				33000		a		2010		2000		岡山県		1945276		1957264		-11988		-0.6124876358		7113.21		273.5

		3139				33100		1		2010				岡山市		709584		696172		13412		1.9265353964		789.91		898.3

		3145				33101		0		2010				岡山市 北区		302685		295158		7527		2.5501595755		450.75		671.5

		3146				33102		0		2010				岡山市 中区		142237		139029		3208		2.3074322623		51.29		2773.2

		3147				33103		0		2010				岡山市 東区		96948		96718		230		0.237804752		160.42		604.3

		3148				33104		0		2010				岡山市 南区		167714		165267		2447		1.4806343674		127.45		1315.9

		3149				33202		2		2010				倉敷市		475513		469377		6136		1.307264736		354.72		1340.5

		3153				33203		2		2010				津山市		106788		110569		-3781		-3.4195841511		506.36		210.9

		3159				33204		2		2010		2000		玉野市		64588		67047		-2459		-3.6675764762		103.63		623.3

		3160				33205		2		2010		2000		笠岡市		54225		57272		-3047		-5.3202262886		136.03		398.6

		3161				33207		2		2010				井原市		43927		45104		-1177		-2.6095246541		243.36		180.5

		3165				33208		2		2010				総社市		66201		66584		-383		-0.5752132644		212		312.3

		3169				33209		2		2010				高梁市		34963		38799		-3836		-9.8868527539		547.01		63.9

		3175				33210		2		2010				新見市		33870		36073		-2203		-6.1070606825		793.27		42.7

		3181				33211		2		2010				備前市		37839		40241		-2402		-5.9690365548		258.23		146.5

		3185				33212		2		2010				瀬戸内市		37852		39081		-1229		-3.1447506461		125.53		301.5

		3189				33213		2		2010				赤磐市		43458		43913		-455		-1.0361396397		209.43		207.5

		3194				33214		2		2010				真庭市		48964		51782		-2818		-5.4420454984		828.43		59.1

		3204				33215		2		2010				美作市		30498		32479		-1981		-6.0993257182		429.19		71.1

		3211				33216		2		2010				浅口市		36114		37327		-1213		-3.2496584242		66.46		543.4

		3216				33346		3		2010				和気町		15362		16180		-818		-5.0556242274		144.23		106.5

		3220				33423		3		2010		2000		早島町		12214		11921		293		2.457847496		7.61		1605

		3222				33445		3		2010		2000		里庄町		10916		10823		93		0.8592811605		12.23		892.6

		3224				33461		3		2010		2000		矢掛町		15092		15713		-621		-3.9521415389		90.62		166.5

		3226				33586		3		2010		2000		新庄村		957		1019		-62		-6.0843964671		67.1		14.3

		3228				33606		3		2010				鏡野町		13580		14059		-479		-3.4070702041		419.69		32.4

		3234				33622		3		2010		2000		勝央町		11195		11263		-68		-0.6037467815		54.09		207

		3235				33623		3		2010		2000		奈義町		6085		6475		-390		-6.0231660232		69.54		87.5

		3237				33643		3		2010		2000		西粟倉村		1520		1684		-164		-9.7387173397		57.93		26.2

		3239				33663		3		2010		2000		久米南町		5296		5690		-394		-6.9244288225		78.6		67.4

		3240				33666		3		2010				美咲町		15642		16577		-935		-5.6403450564		232.15		67.4

		3245				33681		3		2010				吉備中央町		13033		14040		-1007		-7.1723646724		268.73		48.5

		3248				34000		a		2010		2000		広島県		2860750		2876642		-15892		-0.5524496966		8479.58		337.4

		3251				34100		1		2010				広島市		1173843		1154391		19452		1.6850443221		905.41		1296.5

		3253				34101		0		2010		2000		広島市 中区		130482		127763		2719		2.1281591697		15.34		8506

		3254				34102		0		2010		2000		広島市 東区		120751		121222		-471		-0.3885433337		39.38		3066.3

		3255				34103		0		2010		2000		広島市 南区		138190		137874		316		0.229194772		26.09		5296.7

		3256				34104		0		2010		2000		広島市 西区		186985		184795		2190		1.1850969994		35.67		5242.1

		3257				34105		0		2010		2000		広島市 安佐南区		233733		219343		14390		6.5605011329		117.21		1994.1

		3258				34106		0		2010		2000		広島市 安佐北区		149633		152716		-3083		-2.0187799576		353.35		423.5

		3259				34107		0		2010		2000		広島市 安芸区		78789		76656		2133		2.782561052		94.01		838.1

		3260				34108		0		2010				広島市 佐伯区		135280		134022		1258		0.9386518631		224.36		603

		3263				34202		2		2010				呉市		239973		251003		-11030		-4.3943697884		353.84		678.2

		3273				34203		2		2010		2000		竹原市		28644		30657		-2013		-6.5662002153		118.3		242.1

		3274				34204		2		2010				三原市		100509		104196		-3687		-3.5385235518		471.13		213.3

		3279				34205		2		2010				尾道市		145202		150225		-5023		-3.3436511899		284.85		509.7

		3285				34207		2		2010				福山市		461357		459087		2270		0.4944596558		518.11		890.5

		3291				34208		2		2010				府中市		42563		45188		-2625		-5.8090643534		195.71		217.5

		3294				34209		2		2010				三次市		56605		59314		-2709		-4.5672185319		778.19		72.7

		3303				34210		2		2010				庄原市		40244		43149		-2905		-6.7324851097		1246.6		32.3

		3311				34211		2		2010		2000		大竹市		28836		30279		-1443		-4.7656791836		78.57		367

		3312				34212		2		2010				東広島市		190135		184430		5705		3.0933145367		635.32		299.3

		3319				34213		2		2010				廿日市市		114038		115530		-1492		-1.291439453		489.36		233

		3325				34214		2		2010				安芸高田市		31487		33096		-1609		-4.8616146966		537.79		58.5

		3332				34215		2		2010				江田島市		27031		29939		-2908		-9.7130832693		100.97		267.7

		3338				34302		3		2010		2000		府中町		50442		50732		-290		-0.5716313175		10.45		4827

		3339				34304		3		2010		2000		海田町		28475		29137		-662		-2.27202526		13.81		2061.9

		3340				34307		3		2010		2000		熊野町		24533		25103		-570		-2.2706449428		33.62		729.7

		3341				34309		3		2010		2000		坂町		13262		12399		863		6.9602387289		15.67		846.3

		3343				34368		3		2010				安芸太田町		7255		8238		-983		-11.9325078903		342.25		21.2

		3347				34369		3		2010				北広島町		19969		20857		-888		-4.257563408		646.24		30.9

		3353				34431		3		2010				大崎上島町		8448		9236		-788		-8.5318319619		43.29		195.1

		3358				34462		3		2010				世羅町		17549		18866		-1317		-6.9808120428		278.29		63.1

		3363				34545		3		2010				神石高原町		10350		11590		-1240		-10.6988783434		381.81		27.1

		3368				35000		a		2010		2000		山口県		1451338		1492606		-41268		-2.7648287626		6113.95		237.4

		3371				35201		2		2010				下関市		280947		290693		-9746		-3.3526779111		716.15		392.3

		3377				35202		2		2010				宇部市		173772		178955		-5183		-2.896258836		287.71		604

		3380				35203		2		2010				山口市		196628		199297		-2669		-1.3392073137		1023.31		192.1

		3387				35204		2		2010				萩市		53747		57990		-4243		-7.316778755		698.79		76.9

		3395				35206		2		2010		2000		防府市		116611		116818		-207		-0.1771987194		188.59		618.3

		3396				35207		2		2010		2000		下松市		55012		53509		1503		2.8088732737		89.37		615.6

		3397				35208		2		2010				岩国市		143857		149702		-5845		-3.9044234546		873.8		164.6

		3406				35210		2		2010				光市		53004		53971		-967		-1.7917029516		91.94		576.5

		3409				35211		2		2010				長門市		38349		41127		-2778		-6.7546867022		357.94		107.1

		3414				35212		2		2010				柳井市		34730		35927		-1197		-3.3317560609		139.9		248.2

		3417				35213		2		2010				美祢市		28630		29839		-1209		-4.0517443614		472.71		60.6

		3421				35215		2		2010				周南市		149487		152387		-2900		-1.9030494727		656.32		227.8

		3426				35216		2		2010				山陽小野田市		64550		66261		-1711		-2.5822127647		132.99		485.4

		3430				35305		3		2010				周防大島町		19084		21392		-2308		-10.7890800299		138.17		138.1

		3436				35321		3		2010		2000		和木町		6378		6441		-63		-0.9781089893		10.56		604

		3438				35341		3		2010		2000		上関町		3332		3706		-374		-10.0917431193		34.81		95.7

		3439				35343		3		2010		2000		田布施町		15986		16287		-301		-1.8480997114		50.35		317.5

		3440				35344		3		2010		2000		平生町		13491		14203		-712		-5.0130254172		34.47		391.4

		3442				35502		3		2010		2000		阿武町		3743		4101		-358		-8.7295781517		116.07		32.2

		3443				36000		a		2010		2000		徳島県		785491		809950		-24459		-3.019816038		4146.67		189.4

		3446				36201		2		2010		2000		徳島市		264548		267833		-3285		-1.2265105495		191.62		1380.6

		3447				36202		2		2010		2000		鳴門市		61513		63200		-1687		-2.6693037975		135.46		454.1

		3448				36203		2		2010		2000		小松島市		40614		42115		-1501		-3.5640508132		45.3		896.6

		3449				36204		2		2010				阿南市		76063		78002		-1939		-2.4858336966		279.47		272.2

		3453				36205		2		2010				吉野川市		44020		45782		-1762		-3.8486741514		144.19		305.3

		3458				36206		2		2010				阿波市		39247		41076		-1829		-4.452721784		190.97		205.5

		3463				36207		2		2010				美馬市		32484		34565		-2081		-6.0205410097		367.38		88.4

		3468				36208		2		2010				三好市		29951		34103		-4152		-12.1748819752		721.48		41.5

		3476				36301		3		2010		2000		勝浦町		5765		6303		-538		-8.5356179597		69.8		82.6

		3477				36302		3		2010		2000		上勝町		1783		1955		-172		-8.7979539642		109.68		16.3

		3479				36321		3		2010		2000		佐那河内村		2588		2800		-212		-7.5714285714		42.3		61.2

		3481				36341		3		2010		2000		石井町		25954		26068		-114		-0.4373177843		28.83		900.2

		3482				36342		3		2010		2000		神山町		6038		6924		-886		-12.7960716349		173.31		34.8

		3484				36368		3		2010				那賀町		9318		10695		-1377		-12.8751753156		694.86		13.4

		3491				36383		3		2010		2000		牟岐町		4826		5391		-565		-10.4804303469		56.57		85.3

		3492				36387		3		2010				美波町		7765		8726		-961		-11.0130644052		140.85		55.1

		3495				36388		3		2010				海陽町		10446		11507		-1061		-9.2204744938		327.58		31.9

		3500				36401		3		2010		2000		松茂町		15070		14926		144		0.9647594801		13.94		1081.1

		3501				36402		3		2010		2000		北島町		21658		20703		955		4.6128580399		8.77		2469.6

		3502				36403		3		2010		2000		藍住町		33338		32286		1052		3.2583782444		16.27		2049

		3503				36404		3		2010		2000		板野町		14241		14519		-278		-1.9147324196		36.18		393.6

		3504				36405		3		2010		2000		上板町		12727		13123		-396		-3.0176026823		34.51		368.8

		3506				36468		3		2010				つるぎ町		10490		11722		-1232		-10.5101518512		194.8		53.9

		3511				36489		3		2010				東みよし町		15044		15626		-582		-3.7245616281		122.55		122.8

		3514				37000		a		2010		2000		香川県		995842		1012400		-16558		-1.6355195575		1876.53		530.7

		3517				37201		2		2010				高松市		419429		418125		1304		0.3118684604		375.12		1118.1

		3525				37202		2		2010				丸亀市		110473		110085		388		0.3524549212		111.79		988.2

		3529				37203		2		2010		2000		坂出市		55621		57266		-1645		-2.872559634		92.46		601.6

		3530				37204		2		2010		2000		善通寺市		33817		35495		-1678		-4.7274263981		39.88		848

		3531				37205		2		2010				観音寺市		62690		65226		-2536		-3.8880201147		117.47		533.7

		3535				37206		2		2010				さぬき市		53000		55754		-2754		-4.9395559063		158.9		333.5

		3541				37207		2		2010				東かがわ市		33625		35929		-2304		-6.4126471652		153.35		219.3

		3545				37208		2		2010				三豊市		68512		71180		-2668		-3.7482438887		222.66		307.7

		3554				37322		3		2010		2000		土庄町		15123		16411		-1288		-7.8483943696		74.39		203.3

		3555				37324		3		2010				小豆島町		16152		17257		-1105		-6.403198702		95.63		168.9

		3559				37341		3		2010		2000		三木町		28464		28790		-326		-1.1323376172		75.78		375.6

		3561				37364		3		2010		2000		直島町		3325		3538		-213		-6.0203504805		14.23		233.7

		3563				37386		3		2010		2000		宇多津町		18434		17460		974		5.578465063		8.07		2284.3

		3564				37387		3		2010				綾川町		24625		25628		-1003		-3.9136881536		109.67		224.5

		3568				37403		3		2010		2000		琴平町		9967		10747		-780		-7.257839397		8.46		1178.1

		3569				37404		3		2010		2000		多度津町		23498		23613		-115		-0.4870198619		24.34		965.4

		3570				37406		3		2010				まんのう町		19087		19896		-809		-4.0661439485		194.33		98.2

		3574				38000		a		2010		2000		愛媛県		1431493		1467815		-36322		-2.47456253		5678.18		252.1

		3577				38201		2		2010				松山市		517231		514937		2294		0.4454913902		429.05		1205.5

		3581				38202		2		2010				今治市		166532		173983		-7451		-4.2826023232		419.89		396.6

		3594				38203		2		2010				宇和島市		84210		89444		-5234		-5.8517060954		469.58		179.3

		3599				38204		2		2010				八幡浜市		38370		41264		-2894		-7.013377278		133.03		288.4

		3602				38205		2		2010				新居浜市		121735		123952		-2217		-1.7885955854		234.3		519.6

		3605				38206		2		2010				西条市		112091		113371		-1280		-1.1290365261		509.07		220.2

		3610				38207		2		2010				大洲市		47157		50786		-3629		-7.1456700666		432.2		109.1

		3615				38210		2		2010				伊予市		38017		39493		-1476		-3.7373711797		194.47		195.5

		3619				38213		2		2010				四国中央市		90187		92854		-2667		-2.8722510608		420.5		214.5

		3624				38214		2		2010				西予市		42080		44948		-2868		-6.3807065943		514.79		81.7

		3630				38215		2		2010				東温市		35253		35278		-25		-0.0708656953		211.45		166.7

		3634				38356		3		2010				上島町		7648		8098		-450		-5.5569276365		30.42		251.4

		3640				38386		3		2010				久万高原町		9644		10946		-1302		-11.8947560753		583.66		16.5

		3646				38401		3		2010		2000		松前町		30359		30564		-205		-0.6707237273		20.32		1494

		3647				38402		3		2010				砥部町		21981		22424		-443		-1.975561898		101.57		216.4

		3651				38422		3		2010				内子町		18045		19620		-1575		-8.0275229358		299.5		60.3

		3656				38442		3		2010				伊方町		10882		12095		-1213		-10.0289375775		94.39		115.3

		3661				38484		3		2010		2000		松野町		4377		4690		-313		-6.6737739872		98.5		44.4

		3662				38488		3		2010				鬼北町		11633		12432		-799		-6.426962677		241.87		48.1

		3666				38506		3		2010				愛南町		24061		26636		-2575		-9.6673674726		239.62		100.4

		3672				39000		a		2010		2000		高知県		764456		796292		-31836		-3.9980308731		7105.16		107.6

		3675				39201		2		2010				高知市		343393		348990		-5597		-1.6037708817		309.22		1110.5

		3680				39202		2		2010		2000		室戸市		15210		17490		-2280		-13.0360205832		248.3		61.3

		3681				39203		2		2010		2000		安芸市		19547		20348		-801		-3.9365048162		317.34		61.6

		3682				39204		2		2010		2000		南国市		49472		50758		-1286		-2.533590764		125.35		394.7

		3683				39205		2		2010		2000		土佐市		28686		30011		-1325		-4.4150478158		91.59		313.2

		3684				39206		2		2010		2000		須崎市		24698		26039		-1341		-5.1499673567		135.46		182.3

		3685				39208		2		2010		2000		宿毛市		22610		24397		-1787		-7.3246710661		286.15		79

		3686				39209		2		2010		2000		土佐清水市		16029		17281		-1252		-7.2449511024		266.56		60.1

		3687				39210		2		2010				四万十市		35933		37917		-1984		-5.2324814727		632.42		56.8

		3690				39211		2		2010				香南市		33830		33541		289		0.8616320324		126.51		267.4

		3696				39212		2		2010				香美市		28766		30257		-1491		-4.9277853059		538.22		53.4

		3701				39301		3		2010		2000		東洋町		2947		3386		-439		-12.9651506202		74.1		39.8

		3702				39302		3		2010		2000		奈半利町		3542		3727		-185		-4.9637778374		28.32		125.1

		3703				39303		3		2010		2000		田野町		2932		3236		-304		-9.3943139679		6.56		447

		3704				39304		3		2010		2000		安田町		2970		3297		-327		-9.9181073703		52.3		56.8

		3705				39305		3		2010		2000		北川村		1367		1478		-111		-7.5101488498		196.91		6.9

		3706				39306		3		2010		2000		馬路村		1013		1170		-157		-13.4188034188		165.52		6.1

		3707				39307		3		2010		2000		芸西村		4048		4208		-160		-3.8022813688		39.63		102.1

		3709				39341		3		2010		2000		本山町		4103		4374		-271		-6.1957018747		134.21		30.6

		3710				39344		3		2010		2000		大豊町		4719		5492		-773		-14.0750182083		314.94		15

		3712				39363		3		2010		2000		土佐町		4358		4632		-274		-5.9153713299		212.11		20.5

		3713				39364		3		2010		2000		大川村		411		538		-127		-23.6059479554		95.28		4.3

		3715				39386		3		2010				いの町		25062		27068		-2006		-7.4109649771		470.71		53.2

		3719				39387		3		2010				仁淀川町		6500		7347		-847		-11.5285150402		332.96		19.5

		3724				39401		3		2010				中土佐町		7584		8320		-736		-8.8461538462		193.43		39.2

		3727				39402		3		2010		2000		佐川町		13951		14447		-496		-3.4332387347		100.84		138.3

		3728				39403		3		2010		2000		越知町		6374		6952		-578		-8.3141542002		111.95		56.9

		3729				39405		3		2010		2000		檮原町		3984		4625		-641		-13.8594594595		236.51		16.8

		3730				39410		3		2010		2000		日高村		5447		5895		-448		-7.5996607294		44.88		121.4

		3731				39411		3		2010				津野町		6407		6862		-455		-6.6307199067		197.98		32.4

		3734				39412		3		2010				四万十町		18733		20527		-1794		-8.7397086764		642.06		29.2

		3739				39424		3		2010		2000		大月町		5783		6437		-654		-10.1600124281		103.02		56.1

		3740				39427		3		2010		2000		三原村		1681		1808		-127		-7.0243362832		85.35		19.7

		3741				39428		3		2010				黒潮町		12366		13437		-1071		-7.970529136		188.47		65.6

		3744				40000		a		2010		2000		福岡県		5071968		5049908		22060		0.4368396414		4977.24		1019

		3747				40100		1		2010		2000		北九州市		976846		993525		-16679		-1.678770036		487.89		2002.2

		3748				40101		0		2010		2000		北九州市 門司区		104469		108677		-4208		-3.8720244394		73.37		1423.9

		3749				40103		0		2010		2000		北九州市 若松区		85167		87340		-2173		-2.4879780169		68.29		1247.1

		3750				40105		0		2010		2000		北九州市 戸畑区		61583		63714		-2131		-3.3446338324		16.66		3696.5

		3751				40106		0		2010		2000		北九州市 小倉北区		181936		183286		-1350		-0.7365538012		39.28		4631.8

		3752				40107		0		2010		2000		北九州市 小倉南区		214793		214624		169		0.0787423587		170.89		1256.9

		3753				40108		0		2010		2000		北九州市 八幡東区		71801		75814		-4013		-5.2932176115		36.36		1974.7

		3754				40109		0		2010		2000		北九州市 八幡西区		257097		260070		-2973		-1.1431537663		83.04		3096.1

		3755				40130		1		2010		2000		福岡市		1463743		1401279		62464		4.4576419114		341.32		4288.5

		3756				40131		0		2010		2000		福岡市 東区		292199		274481		17718		6.4550916093		67.98		4298.3

		3757				40132		0		2010		2000		福岡市 博多区		212527		195711		16816		8.592261038		31.47		6753.3

		3758				40133		0		2010		2000		福岡市 中央区		178429		167100		11329		6.7797725913		15.16		11769.7

		3759				40134		0		2010		2000		福岡市 南区		247096		246367		729		0.2959000191		30.98		7976

		3760				40135		0		2010		2000		福岡市 西区		193280		179387		13893		7.7447083679		83.83		2305.6

		3761				40136		0		2010		2000		福岡市 城南区		128659		128663		-4		-0.0031088969		16.02		8031.1

		3762				40137		0		2010		2000		福岡市 早良区		211553		209570		1983		0.946223219		95.88		2206.4

		3763				40202		2		2010		2000		大牟田市		123638		131090		-7452		-5.6846441376		81.55		1516.1

		3764				40203		2		2010				久留米市		302402		306434		-4032		-1.3157808859		229.84		1315.7

		3770				40204		2		2010		2000		直方市		57686		57497		189		0.3287128024		61.78		933.7

		3771				40205		2		2010				飯塚市		131492		133357		-1865		-1.3985017659		214.13		614.1

		3777				40206		2		2010		2000		田川市		50605		51534		-929		-1.8026933675		54.52		928.2

		3778				40207		2		2010				柳川市		71375		74539		-3164		-4.2447577778		76.88		928.4

		3782				40210		2		2010				八女市		69057		73262		-4205		-5.7396740466		482.53		143.1

		3789				40211		2		2010		2000		筑後市		48512		47844		668		1.3962043307		41.85		1159.2

		3790				40212		2		2010		2000		大川市		37448		39213		-1765		-4.5010583225		33.63		1113.5

		3791				40213		2		2010		2000		行橋市		70468		70070		398		0.5680034251		69.83		1009.1

		3792				40214		2		2010		2000		豊前市		27031		28104		-1073		-3.817961856		111.17		243.2

		3793				40215		2		2010		2000		中間市		44210		46560		-2350		-5.0472508591		15.98		2766.6

		3794				40216		2		2010		2000		小郡市		58499		57481		1018		1.7710199892		45.5		1285.7

		3795				40217		2		2010		2000		筑紫野市		100172		97571		2601		2.6657510941		87.78		1141.2

		3796				40218		2		2010		2000		春日市		106780		108402		-1622		-1.4962823564		14.15		7546.3

		3797				40219		2		2010		2000		大野城市		95087		92748		2339		2.5218872644		26.88		3537.5

		3798				40220		2		2010				宗像市		95501		94148		1353		1.4370990356		119.66		798.1

		3802				40221		2		2010		2000		太宰府市		70482		67087		3395		5.0605929614		29.58		2382.8

		3803				40223		2		2010		2000		古賀市		57920		55943		1977		3.5339542034		42.11		1375.4

		3804				40224		2		2010				福津市		55431		55677		-246		-0.4418341505		52.7		1051.8

		3807				40225		2		2010				うきは市		31640		32902		-1262		-3.8356330922		117.55		269.2

		3810				40226		2		2010				宮若市		30081		30630		-549		-1.792360431		139.99		214.9

		3813				40227		2		2010				嘉麻市		42589		45929		-3340		-7.272093884		135.18		315.1

		3818				40228		2		2010				朝倉市		56355		59385		-3030		-5.1022985602		246.73		228.4

		3822				40229		2		2010				みやま市		40732		43372		-2640		-6.0868763257		105.12		387.5

		3826				40230		2		2010				糸島市		98435		97974		461		0.4705329986		216.15		455.4

		3831				40305		3		2010		2000		那珂川町		49780		46972		2808		5.9780294644		74.99		663.8

		3833				40341		3		2010		2000		宇美町		38592		39136		-544		-1.3900245298		30.22		1277

		3834				40342		3		2010		2000		篠栗町		31318		30985		333		1.0747135711		38.9		805.1

		3835				40343		3		2010		2000		志免町		43564		40557		3007		7.4142564785		8.7		5007.4

		3836				40344		3		2010		2000		須恵町		26044		25601		443		1.7304011562		16.33		1594.9

		3837				40345		3		2010		2000		新宮町		24679		23447		1232		5.2544035484		18.91		1305.1

		3838				40348		3		2010		2000		久山町		8373		7858		515		6.5538304912		37.43		223.7

		3839				40349		3		2010		2000		粕屋町		41997		37685		4312		11.4422183893		14.12		2974.3

		3841				40381		3		2010		2000		芦屋町		15369		16247		-878		-5.4040745984		11.42		1345.8

		3842				40382		3		2010		2000		水巻町		30021		30679		-658		-2.1447895955		11.03		2721.8

		3843				40383		3		2010		2000		岡垣町		32119		31332		787		2.5118090131		48.51		662.1

		3844				40384		3		2010		2000		遠賀町		19160		19279		-119		-0.6172519322		22.14		865.4

		3846				40401		3		2010		2000		小竹町		8602		9253		-651		-7.0355560359		14.18		606.6

		3847				40402		3		2010		2000		鞍手町		17088		18204		-1116		-6.1305207647		35.58		480.3

		3849				40421		3		2010		2000		桂川町		13863		14535		-672		-4.6233230134		20.07		690.7

		3851				40447		3		2010				筑前町		29155		29353		-198		-0.6745477464		67.18		434

		3854				40448		3		2010				東峰村		2432		2749		-317		-11.5314659876		51.93		46.8

		3858				40503		3		2010		2000		大刀洗町		15284		15400		-116		-0.7532467532		22.83		669.5

		3860				40522		3		2010		2000		大木町		14350		14282		68		0.4761237922		18.43		778.6

		3862				40544		3		2010		2000		広川町		20253		20248		5		0.0246937969		37.91		534.2

		3864				40601		3		2010		2000		香春町		11685		12369		-684		-5.5299539171		44.56		262.2

		3865				40602		3		2010		2000		添田町		10909		11810		-901		-7.6291278577		132.1		82.6

		3866				40604		3		2010		2000		糸田町		9617		10216		-599		-5.8633516053		8.04		1196.1

		3867				40605		3		2010		2000		川崎町		18264		20115		-1851		-9.202087994		36.12		505.6

		3868				40608		3		2010		2000		大任町		5503		5741		-238		-4.1456192301		14.24		386.4

		3869				40609		3		2010		2000		赤村		3251		3408		-157		-4.6068075117		32.03		101.5

		3870				40610		3		2010				福智町		24714		25543		-829		-3.2455075755		42.04		587.9

		3875				40621		3		2010		2000		苅田町		36005		34387		1618		4.7052665251		46.61		772.5

		3876				40625		3		2010				みやこ町		21572		22898		-1326		-5.7908987685		151.28		142.6

		3881				40642		3		2010		2000		吉富町		6792		7053		-261		-3.7005529562		5.68		1195.8

		3882				40646		3		2010				上毛町		7852		8172		-320		-3.9158100832		62.4		125.8

		3885				40647		3		2010				築上町		19544		20837		-1293		-6.2053078658		119.35		163.8

		3888				41000		a		2010		2000		佐賀県		849788		866369		-16581		-1.9138496414		2439.65		348.3

		3891				41201		2		2010				佐賀市		237506		241361		-3855		-1.597192587		431.42		550.5

		3900				41202		2		2010				唐津市		126926		131116		-4190		-3.1956435523		487.48		260.4

		3910				41203		2		2010		2000		鳥栖市		69074		64723		4351		6.722494322		71.73		963

		3911				41204		2		2010		2000		多久市		21404		22739		-1335		-5.8709705792		96.93		220.8

		3912				41205		2		2010		2000		伊万里市		57161		58190		-1029		-1.7683450765		255.02		224.1

		3913				41206		2		2010				武雄市		50699		51497		-798		-1.5496048313		195.44		259.4

		3917				41207		2		2010		2000		鹿島市		30720		32117		-1397		-4.3497213314		112.1		274

		3918				41208		2		2010				小城市		45133		45852		-719		-1.568088633		95.85		470.9

		3923				41209		2		2010				嬉野市		28984		30392		-1408		-4.6327981048		126.51		229.1

		3926				41210		2		2010				神埼市		32899		33537		-638		-1.9023764797		125.01		263.2

		3931				41327		3		2010				吉野ヶ里町		16405		16100		305		1.8944099379		43.94		373.4

		3935				41341		3		2010		2000		基山町		17837		18889		-1052		-5.5693790037		22.12		806.4

		3936				41345		3		2010		2000		上峰町		9224		9090		134		1.4741474147		12.79		721.2

		3937				41346		3		2010				みやき町		26175		27157		-982		-3.616010605		51.89		504.4

		3942				41387		3		2010		2000		玄海町		6379		6738		-359		-5.3279905016		36.01		177.1

		3944				41401		3		2010				有田町		20929		21570		-641		-2.9717199815		65.8		318.1

		3948				41423		3		2010		2000		大町町		7369		7956		-587		-7.3780794369		11.46		643

		3949				41424		3		2010		2000		江北町		9515		9628		-113		-1.1736601579		24.48		388.7

		3950				41425		3		2010				白石町		25607		27057		-1450		-5.359056806		99.46		257.5

		3955				41441		3		2010		2000		太良町		9842		10660		-818		-7.6735459662		74.21		132.6

		3956				42000		a		2010		2000		長崎県		1426779		1478632		-51853		-3.5068225224		4105.33		347.5

		3959				42201		2		2010				長崎市		443766		455206		-11440		-2.5131478935		406.43		1091.9

		3968				42202		2		2010				佐世保市		261101		269574		-8473		-3.143107273		426.47		612.2

		3976				42203		2		2010				島原市		47455		50045		-2590		-5.175342192		82.78		573.3

		3979				42204		2		2010				諫早市		140752		144034		-3282		-2.2786286571		321.25		438.1

		3986				42205		2		2010		2000		大村市		90517		88040		2477		2.8134938664		126.56		715.2

		3987				42207		2		2010				平戸市		34905		38389		-3484		-9.075516424		235.63		148.1

		3992				42208		2		2010				松浦市		25145		26993		-1848		-6.8462193902		130.38		192.9

		3996				42209		2		2010				対馬市		34407		38481		-4074		-10.5870429563		708.85		48.5

		4003				42210		2		2010				壱岐市		29377		31414		-2037		-6.4843700261		138.56		212

		4008				42211		2		2010				五島市		40622		44765		-4143		-9.2549983246		420.85		96.5

		4015				42212		2		2010				西海市		31176		33680		-2504		-7.4346793349		241.95		128.9

		4021				42213		2		2010				雲仙市		47245		49998		-2753		-5.5062202488		206.92		228.3

		4029				42214		2		2010				南島原市		50363		54045		-3682		-6.8128411509		169.91		296.4

		4039				42307		3		2010		2000		長与町		42535		42655		-120		-0.2813269253		28.81		1476.4

		4040				42308		3		2010		2000		時津町		30110		29127		983		3.374875545		20.77		1449.7

		4042				42321		3		2010		2000		東彼杵町		8903		9657		-754		-7.8078078078		74.25		119.9

		4043				42322		3		2010		2000		川棚町		14651		15158		-507		-3.3447684391		37.25		393.3

		4044				42323		3		2010		2000		波佐見町		15227		15367		-140		-0.9110431444		55.97		272.1

		4046				42383		3		2010		2000		小値賀町		2849		3268		-419		-12.8212974296		25.46		111.9

		4047				42391		3		2010		2000		佐々町		13599		13697		-98		-0.7154851427		32.3		421

		4049				42411		3		2010				新上五島町		22074		25039		-2965		-11.8415272175		213.98		103.2

		4055				43000		a		2010		2000		熊本県		1817426		1842233		-24807		-1.3465723391		7404.73		245.4

		4058				43201		2		2010				熊本市		734474		727978		6496		0.8923346585		389.53		1885.5

		4063				43202		2		2010				八代市		132266		136886		-4620		-3.3750712272		680.6		194.3

		4070				43203		2		2010		2000		人吉市		35611		37583		-1972		-5.2470531889		210.48		169.2

		4071				43204		2		2010		2000		荒尾市		55321		55960		-639		-1.1418870622		57.15		968

		4072				43205		2		2010		2000		水俣市		26978		29120		-2142		-7.3557692308		162.9		165.6

		4073				43206		2		2010				玉名市		69541		71851		-2310		-3.2149865694		152.55		455.9

		4078				43208		2		2010				山鹿市		55391		57726		-2335		-4.0449710702		299.67		184.8

		4084				43210		2		2010				菊池市		50194		51862		-1668		-3.2162276812		276.66		181.4

		4089				43211		2		2010		2000		宇土市		37727		38023		-296		-0.7784761855		74.2		508.5

		4090				43212		2		2010				上天草市		29902		32502		-2600		-7.9995077226		126.15		237

		4095				43213		2		2010				宇城市		61878		63089		-1211		-1.9195105327		188.56		328.2

		4101				43214		2		2010				阿蘇市		28444		29636		-1192		-4.0221352409		376.25		75.6

		4105				43215		2		2010				天草市		89065		96473		-7408		-7.6788324194		683.26		130.4

		4116				43216		2		2010				合志市		55002		51647		3355		6.4960210661		53.17		1034.5

		4120				43348		3		2010				美里町		11388		12254		-866		-7.0670801371		144.03		79.1

		4124				43364		3		2010		2000		玉東町		5554		5626		-72		-1.2797724849		24.4		227.6

		4125				43367		3		2010		2000		南関町		10564		11203		-639		-5.7038293314		68.96		153.2

		4126				43368		3		2010		2000		長洲町		16594		17381		-787		-4.5279328002		19.44		853.6

		4127				43369		3		2010				和水町		11247		11900		-653		-5.487394958		98.75		113.9

		4131				43403		3		2010		2000		大津町		31234		29107		2127		7.3075205277		99.09		315.2

		4132				43404		3		2010		2000		菊陽町		37734		32434		5300		16.3408768576		37.57		1004.4

		4134				43423		3		2010		2000		南小国町		4429		4687		-258		-5.504587156		115.9		38.2

		4135				43424		3		2010		2000		小国町		7877		8621		-744		-8.6300893168		136.96		57.5

		4136				43425		3		2010		2000		産山村		1606		1708		-102		-5.9718969555		60.8		26.4

		4137				43428		3		2010		2000		高森町		6716		7081		-365		-5.1546391753		174.9		38.4

		4138				43432		3		2010		2000		西原村		6792		6352		440		6.9269521411		77.23		87.9

		4139				43433		3		2010				南阿蘇村		11972		12254		-282		-2.3012893749		137.3		87.2

		4144				43441		3		2010		2000		御船町		17888		18116		-228		-1.2585559726		99		180.7

		4145				43442		3		2010		2000		嘉島町		8676		8492		184		2.1667451719		16.66		520.8

		4146				43443		3		2010		2000		益城町		32676		32782		-106		-0.3233481789		65.67		497.6

		4147				43444		3		2010		2000		甲佐町		11181		11604		-423		-3.645294726		57.87		193.2

		4148				43447		3		2010				山都町		16981		18761		-1780		-9.4877671766		544.83		31.2

		4153				43468		3		2010				氷川町		12715		13232		-517		-3.9071946796		33.29		381.9

		4157				43482		3		2010				芦北町		19316		20840		-1524		-7.3128598848		233.81		82.6

		4160				43484		3		2010		2000		津奈木町		5062		5424		-362		-6.6740412979		33.98		149

		4162				43501		3		2010		2000		錦町		11075		11647		-572		-4.9111359148		84.93		130.4

		4163				43505		3		2010		2000		多良木町		10554		11398		-844		-7.404807861		165.86		63.6

		4164				43506		3		2010		2000		湯前町		4375		4726		-351		-7.4269995768		48.42		90.4

		4165				43507		3		2010		2000		水上村		2405		2597		-192		-7.3931459376		190.96		12.6

		4166				43510		3		2010		2000		相良村		4934		5398		-464		-8.5957762134		94.54		52.2

		4167				43511		3		2010		2000		五木村		1205		1358		-153		-11.2665684831		252.94		4.8

		4168				43512		3		2010		2000		山江村		3681		3901		-220		-5.639579595		121.21		30.4

		4169				43513		3		2010		2000		球磨村		4249		4786		-537		-11.2202256582		207.73		20.5

		4170				43514		3		2010				あさぎり町		16638		17300		-662		-3.8265895954		159.49		104.3

		4177				43531		3		2010		2000		苓北町		8314		8927		-613		-6.8668085583		67.08		123.9

		4178				44000		a		2010		2000		大分県		1196529		1209571		-13042		-1.0782335225		6339.71		188.7

		4181				44201		2		2010				大分市		474094		462317		11777		2.5473863172		501.28		945.8

		4185				44202		2		2010		2000		別府市		125385		126959		-1574		-1.2397703196		125.23		1001.2

		4186				44203		2		2010				中津市		84312		84368		-56		-0.0663758771		491.17		171.7

		4192				44204		2		2010				日田市		70940		74165		-3225		-4.3484123239		666.19		106.5

		4199				44205		2		2010				佐伯市		76951		80297		-3346		-4.1670299015		903.52		85.2

		4209				44206		2		2010				臼杵市		41469		43352		-1883		-4.3435135634		291.08		142.5

		4212				44207		2		2010		2000		津久見市		19917		21456		-1539		-7.1728187919		79.55		250.4

		4213				44208		2		2010				竹田市		24423		26534		-2111		-7.9558302555		477.59		51.1

		4218				44209		2		2010				豊後高田市		23906		25114		-1208		-4.8100660986		206.65		115.7

		4222				44210		2		2010				杵築市		32083		33567		-1484		-4.4210087288		280.01		114.6

		4226				44211		2		2010				宇佐市		59008		60809		-1801		-2.9617326383		439.12		134.4

		4230				44212		2		2010				豊後大野市		39452		41548		-2096		-5.0447674978		603.36		65.4

		4238				44213		2		2010				由布市		34702		35386		-684		-1.9329678404		319.16		108.7

		4242				44214		2		2010				国東市		32002		34206		-2204		-6.4433140385		317.84		100.7

		4248				44322		3		2010		2000		姫島村		2189		2469		-280		-11.3406237343		6.87		318.6

		4250				44341		3		2010		2000		日出町		28221		27640		581		2.1020260492		73.24		385.3

		4252				44461		3		2010		2000		九重町		10421		11108		-687		-6.1847317249		271.41		38.4

		4253				44462		3		2010		2000		玖珠町		17054		18276		-1222		-6.6863646312		286.44		59.5

		4254				45000		a		2010		2000		宮崎県		1135233		1153042		-17809		-1.5445230963		7735.99		146.7

		4257				45201		2		2010				宮崎市		400583		395593		4990		1.2613974464		644.61		621.4

		4263				45202		2		2010				都城市		169602		170955		-1353		-0.7914363429		653.31		259.6

		4269				45203		2		2010				延岡市		131182		135182		-4000		-2.9589738279		868		151.1

		4274				45204		2		2010				日南市		57689		60914		-3225		-5.2943494106		536.12		107.6

		4278				45205		2		2010				小林市		48270		49820		-1550		-3.1112003212		563.09		85.7

		4282				45206		2		2010				日向市		63223		63555		-332		-0.5223821887		336.29		188

		4285				45207		2		2010		2000		串間市		20453		22118		-1665		-7.5278054074		294.98		69.3

		4286				45208		2		2010		2000		西都市		32614		34087		-1473		-4.3212955086		438.56		74.4

		4287				45209		2		2010		2000		えびの市		21606		23079		-1473		-6.3824255817		283		76.3

		4289				45341		3		2010		2000		三股町		24800		24545		255		1.0389081279		110.01		225.4

		4291				45361		3		2010		2000		高原町		10000		10623		-623		-5.8646333427		85.38		117.1

		4293				45382		3		2010		2000		国富町		20909		21692		-783		-3.6096256684		130.71		160

		4294				45383		3		2010		2000		綾町		7224		7478		-254		-3.396630115		95.21		75.9

		4296				45401		3		2010		2000		高鍋町		21733		22522		-789		-3.5032412752		43.92		494.8

		4297				45402		3		2010		2000		新富町		18092		18608		-516		-2.7730008598		61.7		293.2

		4298				45403		3		2010		2000		西米良村		1241		1307		-66		-5.0497322112		271.56		4.6

		4299				45404		3		2010		2000		木城町		5177		5531		-354		-6.4002892786		146.02		35.5

		4300				45405		3		2010		2000		川南町		17009		17323		-314		-1.8126190614		90.28		188.4

		4301				45406		3		2010		2000		都農町		11137		11811		-674		-5.7065447464		102.33		108.8

		4303				45421		3		2010		2000		門川町		18854		19207		-353		-1.8378716093		120.48		156.5

		4304				45429		3		2010		2000		諸塚村		1882		2119		-237		-11.1845210005		187.59		10

		4305				45430		3		2010		2000		椎葉村		3092		3478		-386		-11.0983323749		537.35		5.8

		4306				45431		3		2010				美郷町		6248		6874		-626		-9.1067791679		448.72		13.9

		4311				45441		3		2010		2000		高千穂町		13723		14778		-1055		-7.1389903911		237.32		57.8

		4312				45442		3		2010		2000		日之影町		4463		5031		-568		-11.2900019877		277.68		16.1

		4313				45443		3		2010		2000		五ヶ瀬町		4427		4812		-385		-8.0008312552		171.77		25.8

		4314				46000		a		2010		2000		鹿児島県		1706242		1753179		-46937		-2.6772508683		9188.78		185.7

		4317				46201		2		2010				鹿児島市		605846		604367		1479		0.2447188546		547.06		1107.5

		4324				46203		2		2010				鹿屋市		105070		106208		-1138		-1.0714823742		448.33		234.4

		4329				46204		2		2010		2000		枕崎市		23638		25150		-1512		-6.0119284294		74.88		315.7

		4330				46206		2		2010		2000		阿久根市		23154		25072		-1918		-7.6499680919		134.3		172.4

		4331				46208		2		2010				出水市		55621		57907		-2286		-3.9477092579		330.06		168.5

		4335				46210		2		2010				指宿市		44396		46822		-2426		-5.1813250182		149.01		297.9

		4339				46213		2		2010		2000		西之表市		16951		18198		-1247		-6.8524013628		205.78		82.4

		4340				46214		2		2010		2000		垂水市		17248		18928		-1680		-8.875739645		162.03		106.4

		4341				46215		2		2010				薩摩川内市		99589		102370		-2781		-2.7166161962		683.5		145.7

		4351				46216		2		2010				日置市		50822		52411		-1589		-3.0318063002		253.06		200.8

		4356				46217		2		2010				曽於市		39221		42287		-3066		-7.2504552226		390.39		100.5

		4360				46218		2		2010				霧島市		127487		127309		178		0.1398172949		603.68		211.2

		4368				46219		2		2010				いちき串木野市		31144		32993		-1849		-5.6042190768		112.04		278

		4371				46220		2		2010				南さつま市		38704		41677		-2973		-7.1334309091		283.37		136.6

		4377				46221		2		2010				志布志市		33034		34770		-1736		-4.9928098936		290.01		113.9

		4381				46222		2		2010				奄美市		46121		49617		-3496		-7.0459721466		308.15		149.7

		4385				46223		2		2010				南九州市		39065		42191		-3126		-7.4091630917		357.85		109.2

		4389				46224		2		2010				伊佐市		29304		31499		-2195		-6.9684751897		392.36		74.7

		4392				46225		2		2010				姶良市		74809		74840		-31		-0.0414216996		231.32		323.4

		4397				46303		3		2010		2000		三島村		418		462		-44		-9.5238095238		31.36		13.3

		4398				46304		3		2010		2000		十島村		657		673		-16		-2.3774145617		101.36		6.5

		4400				46392		3		2010				さつま町		24109		25688		-1579		-6.146838991		303.43		79.5

		4405				46404		3		2010				長島町		11105		11958		-853		-7.1332998829		116.23		95.5

		4409				46452		3		2010				湧水町		11595		12566		-971		-7.727200382		144.33		80.3

		4413				46468		3		2010		2000		大崎町		14215		15303		-1088		-7.1097170489		100.82		141

		4415				46482		3		2010		2000		東串良町		6802		7122		-320		-4.4931199101		27.69		245.6

		4416				46490		3		2010				錦江町		8987		10015		-1028		-10.2646030954		163.15		55.1

		4419				46491		3		2010				南大隅町		8815		9897		-1082		-10.9326058402		213.61		41.3

		4422				46492		3		2010				肝付町		17160		18307		-1147		-6.2653629759		308.15		55.7

		4426				46501		3		2010		2000		中種子町		8696		9194		-498		-5.4165760278		137.78		63.1

		4427				46502		3		2010		2000		南種子町		6218		6751		-533		-7.8951266479		110.4		56.3

		4428				46505		3		2010				屋久島町		13589		13761		-172		-1.2499091636		541		25.1

		4432				46523		3		2010		2000		大和村		1765		2013		-248		-12.3199205166		88.15		20

		4433				46524		3		2010		2000		宇検村		1932		2048		-116		-5.6640625		103.07		18.7

		4434				46525		3		2010		2000		瀬戸内町		9874		10782		-908		-8.421443146		239.91		41.2

		4435				46527		3		2010		2000		龍郷町		6078		6002		76		1.2662445851		82.08		74

		4436				46529		3		2010		2000		喜界町		8169		8572		-403		-4.7013532431		56.94		143.5

		4437				46530		3		2010		2000		徳之島町		12090		12892		-802		-6.2209121936		104.87		115.3

		4438				46531		3		2010		2000		天城町		6653		7020		-367		-5.2279202279		80.35		82.8

		4439				46532		3		2010		2000		伊仙町		6844		7255		-411		-5.6650585803		62.7		109.2

		4440				46533		3		2010		2000		和泊町		7114		7436		-322		-4.3302850995		40.37		176.2

		4441				46534		3		2010		2000		知名町		6806		7115		-309		-4.3429374561		53.31		127.7

		4442				46535		3		2010		2000		与論町		5327		5731		-404		-7.0493805619		20.49		260

		4443				47000		a		2010		2000		沖縄県		1392818		1361594		31224		2.293194594		2276.15		611.9

		4446				47201		2		2010		2000		那覇市		315954		312393		3561		1.1399103053		39.24		8051.8

		4447				47205		2		2010		2000		宜野湾市		91928		89769		2159		2.4050618811		19.7		4666.4

		4448				47207		2		2010		2000		石垣市		46922		45183		1739		3.8487926875		229		204.9

		4449				47208		2		2010		2000		浦添市		110351		106049		4302		4.0566153382		19.09		5780.6

		4450				47209		2		2010		2000		名護市		60231		59463		768		1.2915594571		210.37		286.3

		4451				47210		2		2010		2000		糸満市		57320		55816		1504		2.6945678658		46.63		1229.3

		4452				47211		2		2010		2000		沖縄市		130249		126400		3849		3.0450949367		49		2658.1

		4453				47212		2		2010				豊見城市		57261		52516		4745		9.0353416102		19.45		2944

		4455				47213		2		2010				うるま市		116979		113535		3444		3.0334258158		86.08		1359

		4460				47214		2		2010				宮古島市		52039		53493		-1454		-2.7181126503		204.57		254.4

		4466				47215		2		2010				南城市		39758		39651		107		0.2698544803		49.77		798.8

		4472				47301		3		2010		2000		国頭村		5188		5546		-358		-6.4551027768		194.82		26.6

		4473				47302		3		2010		2000		大宜味村		3221		3371		-150		-4.4497181845		63.44		50.8

		4474				47303		3		2010		2000		東村		1794		1825		-31		-1.698630137		81.79		21.9

		4475				47306		3		2010		2000		今帰仁村		9257		9476		-219		-2.3111017307		39.89		232.1

		4476				47308		3		2010		2000		本部町		13870		14383		-513		-3.5667107001		54.33		255.3

		4477				47311		3		2010		2000		恩納村		10144		9635		509		5.282823041		50.87		199.4

		4478				47313		3		2010		2000		宜野座村		5331		5042		289		5.7318524395		31.32		170.2

		4479				47314		3		2010		2000		金武町		11066		10619		447		4.2094359168		37.79		292.8

		4480				47315		3		2010		2000		伊江村		4737		5110		-373		-7.2994129159		22.77		208

		4482				47324		3		2010		2000		読谷村		38200		37306		894		2.3963973624		35.17		1086.2

		4483				47325		3		2010		2000		嘉手納町		13827		13629		198		1.4527845036		15.04		919.3

		4484				47326		3		2010		2000		北谷町		27264		26848		416		1.5494636472		13.78		1978.5

		4485				47327		3		2010		2000		北中城村		15951		15790		161		1.0196326789		11.53		1383.4

		4486				47328		3		2010		2000		中城村		17680		15798		1882		11.9129003671		15.46		1143.6

		4487				47329		3		2010		2000		西原町		34766		33733		1033		3.0622832241		15.84		2194.8

		4489				47348		3		2010		2000		与那原町		16318		15343		975		6.3546894349		5.08		3212.2

		4490				47350		3		2010		2000		南風原町		35244		33537		1707		5.0899007067		10.72		3287.7

		4491				47353		3		2010		2000		渡嘉敷村		760		790		-30		-3.7974683544		19.2		39.6

		4492				47354		3		2010		2000		座間味村		865		1077		-212		-19.6843082637		16.74		51.7

		4493				47355		3		2010		2000		粟国村		863		936		-73		-7.7991452991		7.64		113

		4494				47356		3		2010		2000		渡名喜村		452		531		-79		-14.8775894539		3.74		120.9

		4495				47357		3		2010		2000		南大東村		1442		1448		-6		-0.4143646409		30.57		47.2

		4496				47358		3		2010		2000		北大東村		665		588		77		13.0952380952		13.1		50.8

		4497				47359		3		2010		2000		伊平屋村		1385		1547		-162		-10.4718810601		21.72		63.8

		4498				47360		3		2010		2000		伊是名村		1589		1762		-173		-9.8183881952		15.44		102.9

		4499				47361		3		2010				久米島町		8519		9177		-658		-7.1700991609		63.5		134.2

		4502				47362		3		2010				八重瀬町		26681		25121		1560		6.2099438717		26.9		991.9

		4506				47375		3		2010		2000		多良間村		1231		1370		-139		-10.1459854015		21.91		56.2

		4508				47381		3		2010		2000		竹富町		3859		4192		-333		-7.9437022901		334.02		11.6

		4509				47382		3		2010		2000		与那国町		1657		1796		-139		-7.7394209354		28.95		57.2





		

		アンケート調査表 チョウサヒョウ

						　平成26年6月に　「公共工事における品質確保の促進に関する法律」の改正が施行され、これに基づき平成26年9月に基本方針の改正が閣議決定され、平成27年1月に「発注関係事務の運用に関する指針」が策定されました。
　改正品確法では発注者責任の明確化が図られており、発注関係事務を適切に実施するための体制確保はますます重要となっています。これを踏まえ、全国営繕主管課長会議において、「発注関係事務に係る支援方策」についての事例集の更新等を行うこととしています。
　つきましては、その検討の参考とさせていただくとともに、市町村における発注関係事務の実情を把握させていただくため、以下のアンケート調査にご協力をお願いいたします。
　なお、アンケート調査結果については、集計して、ご協力いただいた皆様に報告させていただく予定です。また、結果を公表する場合は、集計結果のみとし、回答いただいた地方公共団体の名称、個別の回答内容等の公表はいたしません。
　アンケート調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 ハッチュウカンケイジムジツジョウハアクイカチョウサキョウリョクネガチョウサケッカシュウケイキョウリョクミナサマホウコクヨテイケッカコウヒョウバアイシュウケイケッカカイトウチホウコウキョウダンタイメイショウコベツカイトウナイヨウトウコウヒョウチョウサシュシリカイキョウリョクナニネガモウア

						都道府県名 トドウフケンメイ

						市町村名 シチョウソンメイ

						部局名 ブキョクメイ

						連絡先 レンラクサキ		氏名 シメイ

								電話番号 デンワバンゴウ

								メールアドレス

		1		．		貴市町村の営繕関係部局の技術職員の人数をご回答ください。 シチョウソンブキョクニンズウカイトウ						合計　約 ゴウケイヤク						人 ヒト

												（内訳）建築職　約 ウチワケケンチクショクヤク						人 ニン

												電気職　約 デンキショクヤク						人 ニン

												機械職　約 キカイショクヤク						人 ニン

		2		．		貴市町村の各年度の営繕関係の予算規模をご回答ください。 シチョウソンカクヨサンキボカイトウ						約 ヤク						百万円 ヒャクマンエン

						（近年数年度の概ねの平均での営繕関係部局発注の予算規模をご回答ください。） エイゼンカンケイブキョクハッチュウ

		3		．		建築物の工事・業務に係る事務において、対応の難しさを感じている事務がありましたらご回答ください。 ケンチクブツコウジギョウムカカジムタイオウムズカカンジムカイトウ

						（次の項目のうち、該当する項目に「〇」を記載してください。複数回答可。） ツギコウモクガイトウコウモクキサイフクスウカイトウカ

						1)		適切な予算の確保 テキセツヨサンカクホ

						2)		適切な入札・契約方式の選定 テキセツニュウサツケイヤクホウシキセンテイ

						3)		円滑な発注（不調・不落対策） エンカツハッチュウフチョウフラクタイサク

						4)		技術力等を評価する工事の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカコウジジュチュウシャセンテイテツヅ

						5)		技術力等を評価する設計業務等の受注者選定手続き ギジュツリョクトウヒョウカセッケイギョウムトウジュチュウシャセンテイテツヅ

						6)		適切な図面の作成、施工条件の明示 テキセツズメンサクセイセコウジョウケンメイジ

						7)		適切な工期の設定 テキセツコウキセッテイ

						8)		設計変更への適切な対応 セッケイヘンコウテキセツタイオウ

						9)		予定価格内訳書に係る積算 ヨテイカカクウチワケショカカセキサン

						10)		工事や設計等の監督・検査 コウジセッケイトウカントクケンサ

						11)		その他 ホカ

								具体的に： グタイテキ

		4		．		上記 3 において対応の難しさを感じている事務がある場合に、対応が困難な理由をご回答ください。 ジョウキタイオウムズカカンジムバアイタイオウコンナンリユウカイトウ

						（次の項目のうち、該当する項目に「〇」を記載してください。複数回答可。） ツギコウモクガイトウコウモクキサイフクスウカイトウカ

						1)		基準、要領等が整備されていない キジュンヨウリョウトウセイビ

						2)		職員数が十分ではない ショクインスウジュウブン

						3)		職員の知識や経験が十分ではない ショクインチシキケイケンジュウブン

						4)		工程が厳しい コウテイキビ

						5)		予算が厳しい ヨサンキビ

						6)		内部の意思決定等の手続きが厳しい ナイブイシケッテイトウテツヅキビ

						7)		他部局との調整が十分ではない タブキョクチョウセイジュウブン

						8)		事業実施の機会が少ない（小規模な修繕程度しか実施していない） ジギョウジッシキカイスクショウキボシュウゼンテイドジッシ

						9)		その他 ホカ

								具体的に： グタイテキ

		5		．		建築物の工事・業務に係る事務を実施するうえで、国、都道府県等に支援を望まれることがありましたら、ご回答ください。 ケンチクブツコウジギョウムカカジムジッシクニトドウフケントウシエンノゾカイトウ

						（次の項目のうち、該当する項目に「〇」を記載してください。複数回答可。） ツギコウモクガイトウコウモクキサイフクスウカイトウカ

						1)		基準、要領等のノウハウの共有 キジュンヨウリョウトウキョウユウ

						2)		発注関係事務に係る直接的な支援（書類の作成・確認等） ハッチュウカンケイジムカカチョクセツテキシエンショルイサクセイカクニントウ

						3)		技術審査等の委員会への委員の派遣 ギジュツシンサトウイインカイイインハケン

						4)		工事や設計等の監督・検査の委任や補助 コウジセッケイトウカントクケンサイニンホジョ

						5)		工事や設計等の受託 コウジセッケイトウジュタク

						6)		研修の開催、講師の派遣等 ケンシュウカイサイコウシハケントウ

						7)		相談窓口の設置 ソウダンマドグチセッチ

						8)		連絡会議の設置 レンラクカイギセッチ

						9)		その他 ホカ

								具体的に： グタイテキ

		6		．		建築物の工事・業務に係る事務を実施するうえで、実績として外部からの支援を活用されたこと、又は今後の活用を検討されているということがありましたら、ご回答ください。 ケンチクブツコウジギョウムカカジムジッシジッセキガイブシエンカツヨウマタコンゴカツヨウケントウカイトウ

						（次の項目のうち、該当する項目に「〇」を記載してください。複数回答可。） ツギコウモクガイトウコウモクキサイフクスウカイトウカ

														実績 ジッセキ		今後 コンゴ

						1)		国、都道府県等に相談 クニトドウフケントウソウダン

						2)		公益的な発注者支援機関(※)を活用 コウエキテキハッチュウシャシエンキカンカツヨウ

						3)		民間のコンサルタント等に委託 ミンカントウイタク

						4)		その他 ホカ

								具体的に： グタイテキ

								（※別添リストに掲載する機関のような公益性のある法人等で、発注関係事務を適正に実施することができる機関）

		7		．		建築物の工事・業務に関して、発注前には想定していなかったこと、入札・契約条件上想定していなかったことが発生し困ったという事例がありましたら、差し支えない範囲でその概要をご回答ください。 ケンチクブツコウジギョウムカンハッチュウマエソウテイニュウサツケイヤクジョウケンジョウソウテイハッセイコマジレイサツカハンイガイヨウカイトウ

		8		．		国や都道府県に相談したいと考えられていることがありましたら、ご回答ください。 クニトドウフケンソウダンカンガカイトウ



&R【機密性２】

（別添）市町村用





（参考）官庁営繕部の今後の政策の方向性（H26’政策レビュー報告書概要 一部修正）
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(１)国 の政策的課題 (3)官庁営繕の中長期的な施策の方向性（現在案）

○災害対策活動拠点施設の業務継続の
ための技術支援

○首都中枢機能の確保に資する施設整備

○地域防災計画と連携した施設整備
・合築等による総合的防災拠点の整備
・合築等による一時的避難施設の整備

○地域連携による官公庁施設の再編・整備
・地方公共団体との集約・複合化、空き床相互融通
・リノベーション、コンバージョン
・施設の相互利用、エネルギーの相互融通

○地域振興に資する施設整備
・歴史的建造物保存・活用、文化・集会施設等の整備

・一体的整備による魅力的な景観・空間形成

○当該地域に求められる利便施設の併設
・新築時、既存施設への併設を検討・推進
※利便施設：保育所、託児所、診療所、保健施設、図書館等

○ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術の高度化・省力化の実現
・データ蓄積による保全マネジメントの最適化
・ICTやロボット等による点検の高度化・省力化

○ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの実現に向けた取組み

○規範となる発注者を目指した取組み

○ＢＩＭによる生産の合理化･効率化

（設計・施工・維持管理の合理化・効率化）

○働き方改革の取組み

■防災・減災

○国土強靱化基本法(H25.12)
・同基本計画（H26.3）
・人命の最大限の保護
・国家等の重要機能の維持
・国民の財産等の被害の最小化 等

■老朽化対策・長寿命化
○答申｢今後の社会資本の
維持管理･更新のあり方｣

（H25.12）
・戦略的な維持管理・更新
・地方公共団体等への支援 等

○ｲﾝﾌﾗ長寿命化基本計画
(H25.11）

■公共工事の品質確保

○改正公共工事品確法
（H26.6）
・発注者の責務の明確化
（予定価格の適正な設定等）
・多様な入札契約方式の導入
（技術提案交渉方式等）
・地方公共団体への支援･援助 等

■地域・まちづくり

○まち・ひと・しごと創生総合
戦略 （H28.12）
・都市のコンパクト化
・既存ストックのマネジメント強化 等

■グリーン化・木材利用

○地球温暖化対策計画（H28.5）

○政府の実行計画 （H28.5）

・温室効果ｶﾞｽの総排出量の削減目標 等

○木材利用促進法 (H22.10）

建
築
分
野
に
お
い
て
、
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す

○省ｴﾈ技術・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活用技術の
高度化への取組み

○技術開発等を踏まえた木造化の促進

地
域
防
災
と
の

連
携
の
推
進

長
寿
命
化
を
見
据
え
た

地
域
と
の
連
携
の
推
進

更
な
る

環
境
対
策

先
導
的
な

整
備
の
推
進

○地震対策の推進
・更なる耐震化の推進 ・高天井対策の実施
・電力確保の促進等

○津波対策の推進
・｢津波防災診断｣の促進（各省各庁が実施）
・津波対策の実施(施設整備と運用管理との連携)

○新たな入札契約手法の導入検討
・見積活用方式､価格交渉方式等

○あらゆる機会を利用した技術支援の
実施（コンサル機能の強化等）
・ＨＰ公表（基準類、各種手法・技術情報）
・公共建築相談窓口(老朽化対策、不調･不落対策等)
・ブロック会議、地区連絡会議、講習会
・出前講座、発注手続支援

(2)官庁営繕の当面の課題（再掲）

○地域との連携、歴史的建造物の保存
を引き続き実施

○既存施設の更なるバリアフリー化の
推進

○既存施設の更なるグリーン化の推進

○更なる木造化・木質化の推進

○｢地域における施設整備構想｣の
見直し

○｢施設カルテ｣作成と技術支援

○｢長寿命化計画｣策定の促進
・各省各庁との連絡調整による促進
・都道府県等との連携による市町村支援

○更なる保全指導の推進
・｢中長期保全計画｣の更なる促進（各省各庁が作成）

・保全状況の良好な施設の更なる増進



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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（１）国や地方公共団体が主体的に
行う事業

国民からの求めに応じた過不足ない適切な品質確保
様々な政策課題の反映、国民に対する説明責任

公共建築工事の特徴 発注者に求められること

＜民間建築工事との対比＞

主に税金を使って行われる事業



※事業部局 ： 建築物を所管し工事の企画・予算措置を行う部局
※発注部局 ： 事業部局からの委任により、発注者の発注業務を担当する部局
（営繕部局）

答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割

7

（１）国や地方公共団体が主体的に
行う事業

国民からの求めに応じた過不足ない適切な品質確保
様々な政策課題の反映、国民に対する説明責任

公共建築工事の特徴 発注者に求められること

（２）発注部局と事業部局※とが
異なる場合が多い

企画・予算措置を行う事業部局との連携
（品質、工期、コストが適切なものとなるよう調整）

＜民間建築工事との対比＞

＜公共土木工事との対比＞

（例）ハローワーク（公共職業安定所）の整備
※事業部局 ： 厚生労働省
※発注部局 ： 国土交通省（整備局等営繕部）

（例）県立高等学校の整備
※事業部局 ： 県教育委員会
※発注部局 ： 県営繕部局



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割

（１）国や地方公共団体が主体的に
行う事業

国民からの求めに応じた過不足ない適切な品質確保
様々な政策課題の反映、国民に対する説明責任

公共建築工事の特徴 発注者に求められること

（２）発注部局と事業部局※とが
異なる場合が多い

企画・予算措置を行う事業部局との連携
（品質、工期、コストが適切なものとなるよう調整）

（３）事業部局以外にも
多様な関係者が存在し、
個別性が強い

多様な関係者から諸条件を把握、取捨選択の上、
過不足や相反・相互矛盾のない発注条件のとりまとめ

（４）設計業務、工事監理業務に、
建築基準法、建築士法が適用

建築士が適切に業務を実施できるよう配慮
業務内容を適切に設定、最も適切な設計者等の選定

（５）建築市場全体の中で、
公共の占める割合が極めて小さい

民間市場の動向を把握し、
発注条件や予定価格への反映

＜民間建築工事との対比＞

＜公共土木工事との対比＞

8



（参考） 建設投資の内訳 ～建設分野全体に占める割合～

【土木 24.2兆円】 【建築 27.6兆円】

公共

（19.0兆円）

民間

（5.2兆円）

公共（2.7兆円）

民間

（24.9兆円）

10%

79%

出典：国土交通省「建設投資見通し」（平成28年度）

うち官庁営繕
（967億円） 0.4%

官庁営繕の事業費は平成24～28年度の5年間平均

9



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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公共建築工事の発注者の役割 （大きく２つに分けて整理）

① 企画立案等に関する事業部局との連携

② 公共建築工事の発注と実施

公共建築工事は企画・予算措置の段階で工事の大枠の条件が決定する場合が多い

発注者は、工事の品質、工期、コストが適切なものとなるよう企画・予算措置を行う事業部局に
対して技術的な助言を行うなど、この段階から事業部局と十分に連携を図る必要がある

発注者は、事業部局から公共建築工事の委任を受けた後は、
建築物や公共建築工事に求められる諸条件を把握・整理し、
設計者、施工者等に示す発注条件として、適切に取りまとめる必要がある

発注者は、発注条件に基づき設計業務、工事等を発注し、適切に実施する必要がある

発注者は、公共建築工事の発注と実施に関する国民に対する説明責任を果たす必要がある



○設計者

○施工者

○工事監理者

発注者

事業部局 発注部局

公共建築工事の発注の主体（国、地方公共団体） 様々な関係者

① 企画・予算措置

③ 発注条件の取りまとめ

④ 発注・実施

責任者

引き渡し

○発注者支援機関

○国民、政策

○利用者、近隣住民

○現場状況

・公益法人
・建築士事務所
・CM業務等を行うコンサル等

② 諸条件の把握

連
携

公共建築工事
の発注・実施

事業部局との連携

技術的な助言

⑤ 建物の運用・管理

11

答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割

支
援



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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○ 建築物や公共建築工事に求められる諸条件に関して、把握・整理する必要がある

公共建築工事の発注と実施 ＜諸条件の把握＞

① 事業部局からの諸条件

② 多様な関係者（事業部局以外の施設利用者、近隣住民 等）からの諸条件

③ 国等の政策（環境負荷低減、ユニバーサルデザインへの取組 等）

④ 公共建築工事に影響する現場の状況
（敷地の地盤条件、都市計画、周辺環境、既存建築物の状況 等）

コンクリート強度、中性化深さ、アスベストの有無等
※工事段階で行う方が合理的な調査あり

従前の土地利用や地歴情報、
土壌汚染、地下埋設物等

※ 潜在的な諸条件についても把握するよう努める必要がある

○ 把握・整理した諸条件について、発注条件に取りまとめる



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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公共建築工事の発注と実施 ＜発注条件の取りまとめの際の留意事項＞

・ 設計業務の発注条件に示されていない事項は、基本的に設計図書に反映されない
・ 設計図書に反映されていない事項は工事にも反映されない
⇒ 必要な事項を過不足なく記載した適切な発注条件を取りまとめる必要がある

【発注条件の重要性】

設計業務の
発注条件

設計業務の成果物
（設計図書）

設計図書に基づき
工事を実施

設計業務の発注条件に基づき
設計業務を実施

工事目的物
（建築物等）



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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公共建築工事の発注と実施 ＜発注条件の取りまとめの際の留意事項＞

・ 事業部局が作成した企画及び予算措置の内容に整合した発注条件とする必要がある

・ 設計業務の発注条件に示されていない事項は、基本的に設計図書に反映されない
・ 設計図書に反映されていない事項は工事にも反映されない
⇒ 必要な事項を過不足なく記載した適切な発注条件を取りまとめる必要がある

【発注条件の重要性】

【諸条件の調整と発注条件への反映】

※ 把握した諸条件の内容が、企画及び予算措置の内容を上回る場合
※ 諸条件に相反や矛盾が見られる場合

⇒ 事業部局と必要な協議を行い、
工事の品質、工期、コストが適切なものとなるように発注条件を取りまとめる必要がある
なお、発注条件は、相互矛盾が無く、可能な限り客観的で明確なものとする必要がある

（可能なものは数値化する）
企画・予算措置の内容

把握した諸条件

＝
設計業務の
発注条件

設計業務の成果物
（設計図書）

工事目的物
(建築物等)



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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公共建築工事の発注と実施 ＜発注条件の取りまとめの際の留意事項＞

・ 事業部局が作成した企画及び予算措置の内容に整合した発注条件とする必要がある

・ 設計業務の発注条件に示されていない事項は、基本的に設計図書に反映されない
・ 設計図書に反映されていない事項は工事にも反映されない
⇒ 必要な事項を過不足なく記載した適切な発注条件を取りまとめる必要がある

・ 後になる程、発注条件の変更は工事の品質、工期、コストに悪影響を及ぼす可能性が高くなる
・ 発注者は、可能な限りそのような事態が生じないように、適切な発注条件としておく必要がある

【発注条件の重要性】

【諸条件の調整と発注条件への反映】

【発注条件の変更による悪影響への留意】

※ 把握した諸条件の内容が、企画及び予算措置の内容を上回る場合
※ 諸条件に相反や矛盾が見られる場合

⇒ 事業部局と必要な協議を行い、
工事の品質、工期、コストが適切なものとなるように発注条件を取りまとめる必要がある
なお、発注条件は、相互矛盾が無く、可能な限り客観的で明確なものとする必要がある

（可能なものは数値化する）



・ 設計意図伝達業務は、設計図書を作成した設計者に発注

答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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・ 透明性・公平性を確保した上で、最も適した設計者、施工者等を選定

公共建築工事の発注と実施 ＜設計業務、工事等の発注＞

・ 工事の発注に当たっては、設計図書に基づき適切に積算数量を算出し、
建築市場の動向を考慮して、工事内容に応じた予定価格を適正に設定

・ 設計業務、工事監理業務の発注に当たっては、業務内容に応じた予定価格を適正に設定

※設計意図を正確に伝えるために工事の段階において行われる実施設計に関する業務
設計者が、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等や、工事材料、機器等の選
定に関する設計意図の観点からの検討、助言等を行う

※適切な選定方法の採用、成績評定の実施と活用、等

※標準業務に含まれない業務内容を追加する場合は、該当する業務費用を付加

○ 設計業務、工事等の発注は、以下に留意した上で適切に行う必要がある



答申 Ⅱ．公共建築工事における発注者の役割
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・ 発注者は、設計者、施工者等との技術的な事項に関する対話を十分に行う

・ 建築物を事業部局に引き渡す際には、
建築物の使い方や維持管理・運営に必要な情報等について、適切に伝達する

公共建築工事の発注と実施 ＜設計業務、工事等の実施＞

※事業部局は建築に関する専門知識を有していない場合が多いことに十分に留意

・ やむをえず、設計、工事の段階において発注条件の変更の必要が生じた場合、
事業部局と必要な協議を行い、工事の品質、工期、コストの整合がとれたものとなるように
変更内容を調整し、契約変更を適切に行う

※発注者にも一定の技術力が必要。必要に応じ、外部機関の発注者支援を活用

※事前調査に関して、設計者や施工者から、追加の調査等を提案された場合、
発注者は、必要と認めるときは、追加の調査等の実施を指示し、契約変更を適切に行う

※既存建築物の状況が設計の段階までに把握しきれなかった場合、
発注者は、工事の段階で状況を確認し、その結果を踏まえて、契約変更を適切に行う

○ 設計業務、工事等の実施は、以下に留意した上で適切に行う必要がある



答申 Ⅲ．発注者がその役割を適切に果たすための方策
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・ 発注者は、本答申で示した発注者の役割について自覚すること
・ また、その役割について、それぞれの事業部局においても十分に理解されるようにすること

・ 発注者は、適切な業務遂行が効率的になされるように、技術基準等の整備・活用を推進すること
・ また、業務遂行能力を高めるために、研修等による人材育成を推進すること

・ 発注者は、必要に応じ、外部機関や広域的な連携の仕組みを活用して発注者支援を受けること
※ なお、外部機関を活用する場合においても、その責任は発注者が負うことに留意

・ 発注者は、相互に協力や連携を推進すること
・ また、設計者、施工者等の団体等との意見交換を継続的に行うこと

① 発注者の役割の理解の推進

② 技術基準等の整備・活用と人材育成の推進

③ 個別の公共建築工事の適切な発注と実施等のための外部機関の活用等の推進

④ 発注者間の協力や連携の推進等

○ 発注者は、以下の方策を講ずることが望ましい



答申 Ⅳ．当面実施すべき施策
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・ 技術基準等の概要やＦＡＱ等を作成し、発注者へ情報提供すること
・ 公共建築工事に関する研修情報を取りまとめ、発注者へ情報提供すること
・ 発注者の業務における留意事項、不適切な運用等を取りまとめ、発注者へ情報提供すること
・ 発注者の先進的取組等の優良事例を取りまとめ、発注者へ情報提供すること

① 発注者の役割の理解の促進
・ 発注者の役割の「解説書」を作成し、研修等を通じ、発注者の理解の促進を図ること

② 技術基準等の整備・活用と人材育成の促進等

③ 個別の公共建築工事の適切な発注と実施に資するための環境の整備
・ 相談窓口の十分な周知を行い、個別の相談に対し適切な助言等を行うこと
・ 発注者の役割について、発注者支援を行う外部機関へ情報提供すること
・ 外部機関が行う発注者支援の情報を収集し、発注者へ情報提供すること

④ 発注者間の協力や連携の促進等
・ 各省各庁や都道府県等、設計者や施工者等の団体等との意見交換を継続的に行うこと

○ 国土交通省は以下の施策を推進し、発注者の業務が適切に行われるように努めるべき



○ 解説書の主な内容

「公共建築工事の発注者の役割」解説書（第一版） ※ 平成29年６月公表

○ 解説書の内容については、今後、継続的に見直しを行う
※発注者のニーズを踏まえた検討成果や時代に応じた新たな内容の追加など

20

・ 公共建築工事の発注者の役割に関する解説

・ 国土交通省の官庁営繕事業における運用事例

・ 技術基準、ガイドライン等の参考資料のタイトル・ＵＲＬ

※地方公共団体からの意見等を踏まえ、解説する事項を選定（44事項）

※「公共建築工事の発注者の役割ポータルサイト」に参考資料のリンク一覧を掲載



答申 Ⅴ．おわりに
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○ 公共建築工事に関する発注者の業務内容等は、時代とともに変化していくため、
発注者がその役割を適切に果たすための方策は、状況に応じて見直していく必要がある

○ それぞれの発注者に求められること

○ 国土交通省に求められること

○ 本答申の「公共建築工事の発注者の役割」は、民間建築工事にも参考となるものと考えられる

・ 自らが適切に発注者の役割を果たすとともに必要な取組を率先的に実施していくこと
・ そのために、設計者、施工者等との技術的な事項に関する対話を適切に進めること

・ その役割を適切に果たすための方策として示した取組の実施
・ それらの取組の状況に応じた継続的な見直し



働き方改革
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＜経緯等＞

○平成28年9月27日 第１回 働き方改革実現会議
（働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に資するため設置）
・
・
・

○平成29年3月28日 第１０回 働き方改革実現会議
（「働き方改革実行計画」を決定）

○平成29年6月29日 第１回 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議

○平成29年7月28日 建設業の働き方改革に関する協議会
（主要な民間発注団体、建設業団体及び労働組合が参画）

○平成29年8月28日 第２回 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議
（「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定等）



働き方改革実行計画（抜粋）（平成２９年３月２８日働き方改革実現会議決定）

４． 罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

（現行の適用除外等の取扱）
建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。
これに対し、今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の
５年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合については、単月で100 
時間未満、２か月ないし６か月の平均で80 時間以内の条件は適用しない）。併せて、将来的には一
般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。
５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を
強力に推進する。

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）
建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日確保など、
民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注者を含めた関係者で構成する協議会を
設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわ
せて業界等の取組に対し支援措置を実施する。
また、技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うととも
に、施工時期の平準化、全面的なICT の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産
性の向上を進める。
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１）請負契約の締結に係る基本原則
受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場に立って、請負契約を締結。
※建設業法（第18条、第19条等）：受発注者が対等な立場で公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければ
ならないこと、工事内容や請負代金の額、工期等について書面に記載すること、不当に低い請負代金の禁止など
※労働安全衛生法第3条：施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さない
ように配慮しなければならない

２）受注者の役割
下請契約も含め、適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。

３）発注者の役割
適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。また、設計図書等において施工条件等をできるだ

け明確にすることが求められる。
４）施行上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
（平成29年８月28日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）
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○ 建設業への時間外労働の罰則付き上限規制を適用に向けた取組の一つとして、公共・民間含め全
ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的に
策定。

○ 国の発注工事においては、本ガイドラインに沿った工事の実施を徹底。
○ 地方公共団体等に対しても、速やかに準備を整え、取組を強化するよう要請。
○ 民間発注団体に対しても、内容を周知、理解と協力を求める。

１．ガイドラインの趣旨等

２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方



○ 本ガイドラインの取組状況についてフォローアップを行い、適宜、内容を改訂。

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
（平成29年８月28日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）
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１）適正な工期設定・施工時期の平準化
○ 工期の設定に当たっては、建設工事に従事する者の休日（週休２日等）の確保、労務、資機材の調達等の
「準備期間」や施工終了後の「後片付け期間」、降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数等を適切に考慮。

○ 週休２日等を考慮した工期設定を行った場合には、必要となる共通仮設費などを請負代金に適切に反映。
○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を行わない。
○ 予定された工期での工事完了が困難な場合は、受発注者双方協議のうえで適切に工期を変更。
○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

２）社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費を請負代金内訳書に明示等により、適正な請負代金による請負契約
を締結。

３）生産性向上
○ 受発注者の連携により、建設生産ﾌﾟﾛｾｽ全体における生産性を向上。
○ 受注者は、工事現場のICT化等による施工の効率化を推進。

４）下請契約における取組 （略）

５）発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ外部機関（CM企業等)を活用。

３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

４．その他



営繕工事における働き方改革の取組

・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」に基づき、「建築工事適正工期算定
プログラムＶｅｒ．2（日建連）」を活用した適切な工期設定、工期延期
・設備工事の適正な工期確保のため、概成工期（受電時期の目安）の設定、建築工事の
工程表による設備工事の施工期間確保の確認に同プログラムの活用

・BIM活用・施工合理化工法の施工者提案による採用等（i-Construction）
・民間で進められている施工合理化工法の評価、標準化の検討

・営繕積算方式において法定福利費・安全衛生経費を適切に計上

（凡例 ： 既往の取組－黒字 新規・拡充の取組－赤字）

公
共
建
築
工
事
、
民
間
建
築
工
事
の
発
注
者
へ
の
普
及
促
進

建設業の働き方改革における今後の取組の方向性を受け、営繕工事における働き方改革の取組をパッケージ化(9月)
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○ 適正な
工期設定

○ 設計意図の
的確な反映

・建築工事標準仕様書において週休２日を適用
・原則、週２日現場閉所の試行とともに、週休２日工事をモニタリング

・予算取得の国債化（適正な工期確保にも寄与）、余裕期間制度の活用
・長期国債の活用などにより、年度末に集中する完成時期の分散化

○ 週休２日の
推進

○ 施工時期の
平準化

○ 予定価格の
適正な設定

○ ICTの積極
的な活用等

○ 書類の
簡素化

・書類の簡素化（現場での運用の徹底）、国の統一基準として工事の標準書式を制定
・ICT活用等による書類作成、情報伝達の効率化方策の検討(i-Construction)

・遅滞ない設計意図伝達（施工段階の設計）のため伝達時期を遵守する旨を規定
・各施工計画段階で施工図等に設計意図を的確に反映するため、工事契約後に決定すべ
き事項を適時に確定する仕組みを検討



「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」のポイント（事業の各段階での留意事項等を記載したもの）

【国土交通省】 ＜業界団体、国、地方公共団体と連携＞

「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を
作成 （平成27年10月） 改定（平成30年2月）
 週休2日を前提とした適正な工期確保のための留意事項

公共建築工事の適正な工期設定に向けた取組

○ 調査及び設計段階
（１）次の期間の十分な想定
①現地調査及び関係者との協議・調整に要する期間
②設計、入札契約手続及び施工の期間
③近隣等関係者への説明・調整に要する期間

（２）敷地・施設現況等の事前調査の十分な実施
（３）図面審査の確実な実施

要求性能と施工中の確認事項の設計図書への明示

○ 工事発注準備段階
（１）適切な工期の入札条件への設定
（２）債務負担行為の積極的活用等、工事施工時期の平準化
（３）技術者を過剰に拘束しない工期設定

○ 入札契約段階
（１）明確な質問回答と施工条件の明示
（２）工期短縮に関する技術提案の原則禁止

○ 施工段階
（１）迅速な承諾行為とワンデーレスポンスの実施
（２）工事の進捗状況の的確な把握
（３）関係工事間の調整の適切な実施

○ その他留意事項
（１）多雨など自然的要因及び労働事情など社会的要因を考慮
（２）週休2日の確保や不稼働日等を考慮
（３）受電時期及び設備の総合試運転期間等の考慮 等

○ 工期の変更 設計図書の施工条件と現場の状態が一致しない場合等において適切な設計変更等を実施

【日本建設業連合会】 ＜設備業界団体と連携＞

｢建築工事適正工期算定プログラムVer.2」を
作成 （平成29年7月）
 「基本的考え方」を踏まえた適正工期を算定

○ 営繕工事は、「基本的考え方」に基づき、「同プログラムVer.2」を参考に、適切に工期設定
 概算要求、工事発注の各段階において、適切な工期設定が可能となる
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各工程の適正な施工期間の確保

○ 発注者は、
総合試運転調整の期間を確保するため、
概成工期※を設定（新築工事を対象）
※ 総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障ない
状態まで完了しているべき期限

○ 監督職員は、実施工程表において、
適正な施工期間の確保を、各工程ごとに確認

○ 変更の場合も、必要に応じて、同様に確認

■ 建築工事の実施工程表の例

○施工中の後工程にしわ寄せを生じさせないよう、各工程ごとに、適正な施工期間の確保が必要
⇒ 「建築工事適正工期算定プログラムVer.2」を参考に、下記の取組を実施

天井内の
ﾀﾞｸﾄ、配管、
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
及び配線

屋上設備後工程（設備工事等）に
しわ寄せを生じさせない

総合試運転
調整

工
事
着
手

工
事
着
手

概
成

竣
工

工期
概成工期

【確認内容】
① 概成工期
② 監督する工事の各工程の施工期間
③ 別契約の関連工事の施工期間
④ 特に、建築工事においては、全体の工程に影響する可能性の高い、次
に示す設備工事の施工期間
ア）天井内のダクト、配管、ケーブルラック及び配線
イ）屋上設備 ウ）総合試運転調整

【工事発注段階】

【施工段階】
適正な施工期間を
各工程ごとに確認
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営繕工事における「週休２日工事のモニタリング」の実施

【対象工事】 原則、新築工事（延べ床面積約1,000 ㎡以上）のうち、
➢ 週休２日工事の目標設定（現場閉所の頻度を含む） について、受注者との協議が整ったもの

○営繕工事では、原則、土日祝日は施工を行わないこととして、発注（「公共建築工事標準仕様書」に規定）

現状では、週休２日が確保されない場合がある

⇒ 新たに、「週休２日(現場閉所)工事のモニタリング」を実施

1.3.5 施工条件
(a) 施工時間は，次による。
(１)行政機関の休日に関する法律 (昭和63 年法律第91 号) に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。 ただし、設
計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

（参考）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28 年版（抜粋）

■ 「週休２日工事のモニタリング」の概要

【施工段階】
➢ 現場閉所に困難な状況が発生 ⇒ 受発注者間で解決策を協議し、目標達成に努める

【工事終了後】
➢ 受発注者でアンケート調査を実施 ⇒ (目標未達の場合）阻害要因の把握、改善方策の検討
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【設計意図伝達業務】

施工段階における設計者の遅滞ない「設計意図の伝達」

設計段階 施工段階

【工事監理業務】

【設計業務】
（基本設計、実施設計）

■ 施工段階において、設計者に求められる対応（関係者間での遅滞ない合意形成のため）

工事が設計図書どおりに実施されているか
確認する業務

設計者

工事監理者

工事施工者
【工事】

施工図等（施工者が作成）が設計図書どおりか検討

設計意図を反映した施工図等を作成し、工事を実施

（建築士※）

（建築士※）

※ 建築士法により、設計・工事監理は建築士が行うことを義務づけ

■ 上記を確実にするため、「設計意図伝達業務」（施工段階の設計業務）において、新たに契約事項を規定
【契約事項の内容】
➢ 常に工事の工程を確認して、業務を実施すること
➢ 工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること 等

【設計者】 施工者等に対し、各工程に応じて
遅滞ない「設計意図の伝達」※を実施

※工事材料、設備機器等の選定に関する助言等

【施工者等】 設計意図に基づき、
遅滞なく施工図等を作成し、
各工事を円滑に実施できる

設計者が実施（随契）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ご静聴ありがとうございました
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