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１ はじめに 

堺市入札監視等委員会（以下「委員会」という。）は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律」（平成１２年法律第１２７号）及び同法に基づく「公共工事の入札及び契約の適

正化を図るための措置に関する指針」（平成１３年３月９日閣議決定）に基づき、建設工事及び工

事関連業務に係る入札・契約の透明性及び公平性の確保を図るために入札及び契約手続きを監視

する公正かつ独立した第三者機関として、平成１９年４月１日に発足した。当委員会は、入札・

契約制度及びその運用等について、自らが抽出した案件の審議等を通して、市民が理解できる適

切・妥当なものかどうかという視点で、議論を重ねてきた。 

発足当初は、「堺市入札監視等委員会要綱」を根拠としていたが、平成２５年度からは「堺市附

属機関の設置に関する条例」に基づく附属機関となった。本報告書は平成２９年４月から平成３

１年３月までの任期中の計４回の委員会の審議について、その内容を取りまとめたものである。

なお、それ以前の審議結果は、平成２３年６月２９日付け「堺市入札監視等委員会報告書」、平成

２５年８月付け「堺市入札監視等委員会審議結果について」及び平成２９年９月付け「堺市入札

監視等委員会報告書」に記載している。 

堺市では、建設工事等の入札・契約に関わる様々な制度を整備した上、適宜、改善策を講じる

など、透明性及び公平性の確保に努められており、全般的に概ね適正に執行されていると認めら

れるが、今後も引き続き、社会経済情勢の変化を踏まえた不断の制度改善、積極的な情報公開及

び公正で効果的・効率的な入札・契約事務の執行がなされることを期待したい。 

 

 

        堺市入札監視等委員会 

（平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 

委員長 山本 浩二 

委 員 内野 広信 

委 員 中野 佳子 
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２ 委員会の開催状況 

委員会の定例会は、平成２９年度から平成３０年度まで年２回の計４回開催し、平成２８年１

０月１日から平成３０年９月３０日までに本市が契約した予定価格が２５０万円を超える建設工

事９８４件及び予定価格が１００万円を超える工事関連業務３４６件のうち、事前に委員会が抽

出した２２件について、「一般競争入札に係る入札参加資格の設定の経緯及び落札決定の経過」、

「指名競争入札に係る指名の理由、経緯等及び落札決定の経過」及び「随意契約の締結理由」等

の審議を行った。 

なお、当期間においては、委員会が所掌する政府調達に関する協定の適用を受ける本市の調達

手続に関する供給者の苦情等の処理はなかった。 

 

平成２９年度 

第１回委員会 

開催日時 平成２９年５月３０日（火）午前１０時から正午まで 

審議対象 平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日に契約した案件 

傍聴者数 ０名 

報告案件 ・平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日の契約状況 

     ・平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日の入札参加停止等の状況 

審議案件 建設工事：入札３件、随意契約１件  工事関連業務：随意契約１件 

・御池台５丁外送配水管布設工事【一般競争入札（特別簡易型総合評価落札方式

案件）】 

・Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺Ｓ７フィールド人工芝張替工事【一般競争入札（特別簡易型

総合評価落札方式案件）】 

・内川排水機場配電盤更新整備工事（その２）【一般競争入札】 

・鉢ヶ峯いずも公園法面補修工事【随意契約】 

・登録有形文化財浜寺公園駅舎曳家外工事実施設計業務（その２）【随意契約】 

 

第２回委員会 

開催日時 平成２９年１１月２９日（水）午後３時３０分から５時３０分まで  

審議対象 平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日に契約した案件 

傍聴者数 ０名 

報告案件 ・平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日の契約状況 

     ・平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日の入札参加停止等の状況 

審議案件 建設工事：入札４件、随意契約１件  工事関連業務：入札１件 

・「大浜高架橋（Ｐ２２－Ｐ２５工区）耐震対策外工事」【一般競争入札（特別簡 

易型総合評価落札方式案件）】 

・「大浜高架橋（Ｐ４５－Ａ２工区）耐震対策工事」【一般競争入札（特別簡易型 

総合評価落札方式案件）】 

・三宝水再生センター総合管理棟受変電設備増設工事【一般競争入札】 

・神野町外下水管布設工事（２９－１）【指名競争入札】 

・本庁舎電話交換機外更新工事外監理業務【一般競争入札】 

・晴美台配水場直流電源装置部品取替工事【随意契約】 
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平成３０年度 

第１回委員会 

開催日時 平成３０年５月３０日（水）午後２時から午後４時まで 

審議対象 平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日に契約した案件 

傍聴者数 ０名 

報告案件 ・平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日の契約状況 

     ・平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日の入札参加停止等の状況 

審議案件 建設工事：入札３件、随意契約１件 工事関連業務：入札２件 

・東工場第二工場灰クレーンバケット取替工事【一般競争入札】 

・泉北水再生センター１系最初沈殿池設備更新工事【一般競争入札】 

・浅香山町外下水管布設工事（２９－１）【一般競争入札（特別簡易型総合評価落

札方式案件）】 

・中百舌鳥駅前西第３自転車等駐車場解体工事に伴う家屋事前調査業務【一般競

争入札】 

・熊野小学校校舎解体外工事に伴う家屋事前調査業務【一般競争入札】 

・美木多上４２号線災害応急復旧工事【随意契約】 

 

第２回委員会 

開催日時 平成３０年１１月３０日（金）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

審議対象 平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日に契約した案件 

傍聴者数 ０名 

報告案件 ・平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日の契約状況 

     ・平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日の入札参加停止等の状況 

審議案件 建設工事：入札３件 随意契約１件 工事関連業務：随意契約１件 

    ・菅池幹線下水管布設工事（２９－１）【一般競争入札（ＷＴＯ政府調達対象案件）】 

・堺市民芸術文化ホール館内サインほか工事【一般競争入札】 

・文化財課分室本館昇降機取替工事【一般競争入札】 

・八田荘西小学校境界塀撤去工事【随意契約】 

・榎小学校校舎増築ほか工事設計業務【随意契約】 
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３ 契約状況及び入札参加停止等の状況 

（１）契約状況 

平成２８年度下半期から平成３０年度上半期までの契約状況の推移は、次のとおりである。 

 

区  分 

平成２８年度 

（下半期） 

平成２９年度 

（上半期） 

平成２９年度 

（下半期） 

平成３０年度 

（上半期） 

件数 
落札率 

(請負率) 
件数 

落札率 

(請負率) 
件数 

落札率 

(請負

率) 

件数 
落札率 

(請負率) 

建設 

工事 

競争 

入札 
265 件 85.73％ 194件 87.40％ 217件 87.72％ 205件 88.21％ 

随意 

契約 
20 件 95.97％ 24 件 96.45％ 14 件 95.56％ 45 件 87.00％ 

工事 

関連 

業務 

競争 

入札 
50 件 78.82％ 111件 81.24％ 56 件 80.35％ 121件 80.93％ 

随意 

契約 
4 件 83.72％ 2 件 85.52％ 1 件 76.50％ 1 件 94.99％ 

 

建設工事においては、平成２９年度以降の落札率が前年度までと比べて平均で約２ポイン

ト上昇している。これは、平成２９年６月から、公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向

けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実をより一層図るため、建設工事に

係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法並びに低入札価格調査制度におけ

る数値的失格基準の見直しを行ったことが影響していると考えられる。 

   工事関連業務においても同様の趣旨で平成２９年度に最低制限価格の引上げが行われたた

め、平成２９年度以降の落札率は前年度までと比べて平均で約２ポイント上昇している。 

随意契約については、特命が多いという性格上、請負率は高い傾向にある。そのような中、

平成３０年度上半期の工事の請負率が低い傾向が出た。これは、大阪北部地震を発端として

学校等の市有施設のブロック塀撤去工事の発注が多数発生したためである。当該工事は、３

者による見積もり合わせを行い、最低金額を提示した業者と契約を締結するものであり、競

争性が働いた結果といえる。 

また、工事関連業務の随意契約における請負率は、時期により変動が大きいが、契約案件

の種類としては、公募型プロポーザルやコンペにより決定した者と随意契約する場合と一般

競争入札で決定した家屋事前調査業務受注者と事後に発生する家屋事後調査業務を随意契約

する場合であり、前者は技術提案時に提示した請負金額に誘引され、後者は事前調査業務の

落札率に誘引されることによるため、変動差は致し方ないと思われる。 

 

（２）入札参加停止等の状況 

平成２８年度下半期から平成３０年度上半期までの入札参加停止等の状況は、次のとおり

である。 
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① 入札参加停止 

該当事由 
平成２８年度 

（下半期） 

平成２９年度 

（上半期） 

平成２９年度 

（下半期） 

平成３０年度 

（上半期） 

虚偽記載   12 14 

過失による粗雑履行 2 1   

契約違反 1  1  

安全管理措置の不適切により生じ

た公衆損害事故 
 

  
2 

安全管理措置の不適切により生じ

た履行関係者事故 
1 

 
1  

贈賄 4   1 

独占禁止法違反行為 14   10 

公契約関係競売等妨害又は談合  1   

建設業法違反行為等 3 1 1  

不正又は不誠実な行為 6 3 5 1 

計 31 6 20 28 

 

入札参加停止の該当事由としては、虚偽記載及び独占禁止法違反行為によるものが多かっ

た。 

虚偽記載については、平成２９年度及び平成３０年度上半期の全てが、堺市上下水道局発

注工事の埋戻し工に係る工事書類に関連するものであった。これらは、受注者等が工事材料

「改良土」の使用に際し、トラックの過積載、数量管理の不備、その他仕様書との相違等の

不正行為を隠すため、本市に提出を義務づけている確認書類「建設発生土受入伝票」及び「改

良土納品伝票」を偽造していたことによるものである。 

また、独占禁止法違反については、平成２８年度下半期は、東日本高速道路株式会社

関東支社発注の東日本大震災に係る舗装災害復旧工事において、平成３０年度上半期は、

東海旅客鉄道株式会社発注の中央新幹線に係る建設工事及び東京都、東京港埠頭株式会

社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事において、多くの建設業者が公正取引

委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令又は刑事告発を受けたことによるものであ

る。 

 

② 入札参加除外 

措置内容 
平成２８年度 

（下半期） 

平成２９年度 

（上半期） 

平成２９年度 

（下半期） 

平成３０年度 

（上半期） 

入札参加除外の解除     

 

平成２２年３月３１日付けで「堺市が発注する契約からの暴力団排除に関する合意書」を

大阪府警察本部と締結するとともに、同年４月１日に「堺市暴力団等排除措置要綱」を施行

した。また、平成２４年６月２２日に「堺市暴力団排除条例」が制定されたことに伴い、「堺

市暴力団等排除措置要綱」を廃止し、本市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴

力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等について、「堺市契約関係暴力団排除措

置要綱」を制定したことにより、堺市が発注するあらゆる契約から暴力団等の介入を排除す
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るなど、暴力団排除対策の強化が図られている。 

措置については、入札参加除外も入札参加除外の解除もなかった。 
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４ 指摘事項と取組状況 

 

堺市では、平成２０年度から、一般競争入札を実施し、その後、電子入札の導入、総合評価

落札方式の導入、低入札価格調査制度の改善、総合評価落札方式及び工事関連業務での予定価

格の事後公表など、積極的な制度改善に取り組んできている。 

これまで審議の対象として取り上げた案件について、本委員会が指摘した事項は、次のとお

りである。また、これに対する堺市の取組も併せて報告する。 

 

（１）災害時緊急対応案件の取扱い（平成２９年度 第１回） 

  災害時における緊急対応工事の場合、指示書等により即座に着工することは致し方ないが、

正式な契約が工事着手から１か月半経ってからであること、また、事前に堺市入札参加資格等

審査委員会に付議していなかったことから、今後、このような状況が発生した際には、早い段

階で契約書を締結できるよう心掛け、入札参加資格等審査委員会へも早い段階で報告を行い、

事後的であるがチェック機能が働く体制を検討するよう指摘した。 

【取組】 

  平成３０年度に発生した緊急対応工事において、工事指示後、直近の入札参加資格等審査委

員会に報告を行った。 

 

（２）総合評価落札方式の評価項目（平成２９年度 第２回） 

  現在の総合評価落札方式の評価項目が、市内業者のみに加算される項目が多いため、市外業

者が入札参加自体を敬遠する傾向にあり、結果、入札に参加してくる業者が固定化される案件

や、競争性の確保が困難な案件が見受けられた。このことから、政令指定都市にふさわしい評

価項目になるよう、見直しの検討を進言した。 

【取組】 

平成３１年４月以降に発注する総合評価落札方式の案件から、評価項目の全体的な見直しを

行い、従来から総合評価案件に参加していた市内業者だけでなく、参加していなかった市内業

者や市外業者においても、受注意欲の促進につながる評価項目を追加した。また、同時に、従

来から評価項目にあり、入札参加者が比較的加点されている評価項目については、加算点を下

げ、従来の合計点数が極端に増加しないよう改正を行った。 

 

（３）設備設計業務の発注（平成２９年度 第２回） 

  設備設計業務については、従前から、所在地区分を市外業者まで拡大しているにもかかわら

ず、入札参加業者数が少なく競争性の確保が不十分であることが見受けられた。ついては、建

築設計業務を希望している業者を参加させるなど、一層の競争性の確保を検討するよう進言し

た。 

【取組】 

平成３０年度から、設備設計業務については、建築設計業務を希望業種としている業者まで

拡大し発注を行った。 

 

（４）特殊工法採用案件の取扱い（平成３０年度 第１回） 

  特殊工法を採用した案件において、多数の失格者があり、市と入札参加者との間で積算金額 

 の乖離が見受けられた。ついては、発注時に仕様書等でより明確に条件提示することや、周知 

方法を工夫するなどし、失格や無効となる者が出にくい体制を構築するよう進言した。 

【取組】 

特殊工法を採用する場合、積算で採用している工法名を特記仕様書に明示するものとした。 
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５ 今後改善すべき指摘事項 

 

堺市においては、概して、競争性・透明性・公平性確保の観点から検討された入札・契約制度

を構築していると評価できるが、本委員会が、今後更に改善していく必要があると考える事項を

以下に取りまとめた。 

 

【一般競争入札：建設工事】 

 

（１）見積価格の妥当性 

前回の報告書でも指摘を行ったが、通常使用しない材料等で積算基準にない場合には、業者

見積もりを採用するが、市が積算時に取った見積価格と入札参加者が積算時に取った見積価格

に差がある場合があり、その影響で落札者以外、最低制限価格を下回った案件や、失格基準価

格を下回った案件があった。市が採用した見積もりが実勢価格を反映しているものか疑問が残

るため、今後同様の見積もりを採用する際には、実勢価格も考慮するよう指摘した。 

 

（２）プラント施設工事の競争入札 

  プラント施設の補修や改修工事においては、施設の性質上、随意契約で発注することが多い

ことから、更新工事の場合に一般競争入札で発注したことは評価できる。しかし、更新工事で

はあるが、最終的には既存の施設との連携が必要となることから、受注者は既設工事業者との

関係が発生し、結果、既設工事業者と予定が合わないなどで、受注後の工事完成への不安等か

ら、入札辞退者が多くなったことがうかがえた。今後はこのような事態にならないよう、同種

工事の発注の際には、まずは発注者が既設工事業者と調整を行うなど、対策を検討されたい。 

 

（３）ＷＴＯ案件における低入札価格調査 

  ＷＴＯ案件においては、ＷＴＯ協定上、最低制限価格を設けることはできず、また低入札価

格調査においても、通常の案件で採用している形式での失格基準価格は、最低制限価格と同様

の効果を生むため設定することはできない。この場合、通常案件であれば、失格基準価格を下

回った場合は直ちに失格になるが、ＷＴＯ案件では下回ったとしても調査をクリアすれば落札

できる制度となっており、通常案件では失格となっている業者が受注できていた。このため、

ＷＴＯ案件においては、ダンピング受注になっているのではないかという懸念がぬぐえないの

で、調査は施工そのものの質の担保を裏付けるものとなるよう指摘した。 

 

（４）発注が希少な工事の周知方法 

普段、あまり発注がないエレベータ等の取替工事では、競争性が発揮できていない案件が見

受けられた。入札には参加可能であるが、発注自体を認識していなかった業者も見受けられた

ので、通常の周知方法としては発注見通しや入札公告などの手法があるが、このような案件に

ついては、それだけでは不十分ではないかと推察したため、ほかの周知方法がないか検討され

たい。 
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【一般競争入札：工事関連業務】 

 

（１）予定価格の事前公表 

工事関連業務については、予定価格を開札後に公表しているため、１回目が予定価格超過に

なる案件が見受けられるが、２回目において、入札参加者に対し１回目の最低入札価格が提示

される都合、予定価格内に収まり、入札が成立する構図になっていることから、１回目の入札

事務が非効率に感じた。ついては、予定価格の事前公表等を検討し、入札事務の効率化を図ら

れたい。 

 

（２）公募型プロポーザル方式の発注 

公募型プロポーザルで発注した場合、一般競争入札と比較して契約金額が高くなる傾向であ

る。ついては、一般競争入札で発注した場合の成果物との差がきっちり反映されているか、検

証を行っていく必要があると指摘した。 

 

 

 

【一般競争入札：共通】 

 

（１）履行実績の緩和及び特殊ＪＶ制度 

履行実績条件を設定していることから、競争性が発揮されていない案件が見受けられた。特

殊な工事や設計の履行担保として、履行実績条件を設定することは一定理解できるが、過度な

実績になると競争性が失われるため、履行実績条件を緩和するなどし、入札参加可能業者を増

やすことを指摘した。 

また、当該条件を設定する場合の特殊ＪＶ制度については、市内業者育成という観点で良い

制度ではあるが、実績を有している業者同士で結成されているものも見受けられたので、本来

の趣旨で活用されるような仕組みづくりも必要かと思われる。 

 

（２）最低制限価格・失格基準価格未満の失格・無効対策 

  積算にあたって、積算基準が更新された場合には、発注時に仕様書等でより明確に条件提示

することや、周知方法を工夫するなどし、失格や無効となる者が出にくい体制を構築するよう

検討されたい。 

  なお、当委員会内で、これらの無効対策として、変動型最低制限価格制度を取り上げ、委員

会としては、制度採用に当たってはメリット、デメリットを精査した上で行うよう提言したが、

平成３１年３月に、国土交通省より「同制度は、多くの場合ではその価格が中央公契連モデル

より低い水準となっており、ダンピング受注防止に十分機能していないのではないかとの疑義

があることを踏まえ、適切に見直し等の検討を行うこと。」との通知があったと事務局より聞い

ているため、採用に当たっては、国からの指摘を十分に踏まえ、慎重に検討されたい。 

 

 

 

【随意契約：建設工事】 

（１）設計価格の積算方法 

  既設工事業者と特命随契する場合においては、通常、当該業者からの見積もりを参考にする

性格上、請負率が高くなる傾向にあるが、請負率が非常に低い案件が見受けられた。これは、

既設工事業者より参考見積もりを取り、当該見積もりを参考に設計金額の積算を行ったにもか

かわらず、市の積算基準に従い積算した結果、業者が提示した以上に経費を積み上げたことに

よるものである。このことは市民感覚として理解し難いものである。今後、同様の随意契約を
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行うにあたっては、適切な設計価格となるよう検討されたい。 

 

（２）災害時における緊急対応工事の業者選定 

  災害時における緊急対応工事において、規模が大きく、着工後に工期延長など契約変更にな

りそうな場合は、受注業者によっては、緊急対応しなければならないにもかかわらず、時間を

要してしまう可能性もあるため、業者選定時には、施工能力の妥当性も考慮して選定するよう

にされたい。 

 

 

 

【共通】 

 

（１）スケジュール調整 

  他団体と協議して発注する案件については、協定を締結できない可能性も想定されることか

ら、協定を締結しようとしている相手方に期限を厳格に提示しつつ、スケジュール管理を徹底

して調整を行うことが望ましい。 

 

（２）積算のチェック体制の強化 

  入札の契約制度においては、発注者側から公正な契約を行うことが大前提となっており、積

算にミスがあるということは、市に対する信頼を損ねることになるので、積算ミスが起こらな

いような対策を図られたい。 



≪参考≫ 建設工事等に係る入札・契約制度の改善内容 

 

平成２９年５月３０日開催の平成２９年度第１回委員会以降、抽出した案件の審議等を通して本

委員会が指摘した事項を含め、堺市が平成２９年度以降令和元年５月までに実施した建設工事及び

工事関連業務に係る入札・契約制度の改善措置は、次のとおりである。 

 

 

【登録関係】 

 追加申請及び希望業種変更申請の申請時期等の変更       平成３０年１２月から実施 

定期申請及び追加申請の申請時期の整合性を図るため、追加申請及び希望業種変更申請の申請時

期を６月と１２月へ変更した。また、この変更に伴い、市税の納税状況については、確認日を１２

月１日へ、格付けについては、１２月実施の追加申請締切日現在で有効な最新の経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書に基づいて行うよう変更する。 

 

【不良不適格業者対策】 

 工事書類の調査に関する「誓約書」の提出について        平成３０年９月から実施 

   上下水道工事の受注者等による工事書類の偽造を受け、上下水道局が調査を実施しており、当該

調査において契約関係書類の偽造が判明し、入札参加停止を受けた場合において、本市から契約解

除を申し出た際に当該申し出に同意する旨の誓約書を、事後審査方式による一般競争入札を行う案

件の落札候補者から提出させることとする。 

 

【共同企業体】 

１ 特定建設工事共同企業体対象工事及び市内企業建設工事共同企業体対象工事の拡大 

平成３１年４月から実施 

市内建設業者の受注機会を確保し、より一層の市内経済の活性化及び市内建設業者の育成を図る

観点から、特定建設工事共同企業体対象工事及び市内企業建設工事共同企業体対象工事の適用範囲

を次のとおり拡大する。 

 

特定建設工事共同企業体 

対象工事 

土木工事 予定価格が９億円以上２４億７千万円未満の工事 

建築工事 予定価格が９億円以上２４億７千万円未満の工事 

電気工事及び管工事 予定価格が３億円以上２４億７千万円未満の工事 

舗装工事 予定価格が３億円以上２４億７千万円未満の工事 

造園工事 予定価格が１億円以上２４億７千万円未満の工事 

   

市内企業建設工事共同企業体 

対象工事 

土木工事 予定価格が１億円以上９億円未満の工事 

建築工事 予定価格が１億円以上１８億円未満の工事 

電気工事及び管工事 予定価格が１億円以上４億円未満の工事 

舗装工事 予定価格が１億円以上３億円未満の工事 

その他工事 予定価格が１億円以上の工事 

 

２ 特殊工事等共同企業体対象工事の予定価格等の範囲の見直し    平成３１年４月から実施 

特定建設工事共同企業体対象工事及び市内企業建設工事共同企業体対象工事の適用範囲の拡大に

伴い、特殊工事等共同企業体の適用範囲を次のとおり見直す。 

特殊工事等共同企業体 

対象工事等 土木工事 予定価格が２５０万円を超え９億円未満の工事 



建築工事 予定価格が２５０万円を超え９億円未満の工事 

電気工事及び管工事 予定価格が２５０万円を超え３億円未満の工事 

造園工事 予定価格が２５０万円を超え１億円未満の工事 

舗装工事 予定価格が２５０万円を超え３億円未満の工事 

その他工事 予定価格が２５０万円を超える工事 

工事関連業務 予定価格が１００万円を超える工事関連業務 

 

【入札参加資格関係】 

 グループ企業の同一入札案件への参加制限            平成３１年４月から実施 

   入札の参加者間において、一定の資本関係又は人的関係のある場合には、入札の適正さが阻害さ

れる恐れがあるため、公正な入札の執行の観点等から、グループ企業の同一入札案件への参加は認

めないこととする。 

 

【技術者関係】 

１ 現場代理人及び技術者の雇用関係確認の適正化           平成３０年４月から実施 

監理技術者制度運用マニュアルに則り、現場代理人及び技術者の雇用要件を次のとおり追加する。 

  （１）監理技術者及び主任技術者については、請負金額が 3,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000

万円）以上の場合、基準日現在で、当該事業所と３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が

確認できる者とする。 

  （２）現場代理人及び技術者の雇用確認の基準日を下記のとおりとする。 

    ・一般競争入札 

     入札参加資格審査申請締切日 

    ・指名競争入札 

     入札の執行日（開札日） 

・随意契約 

     見積書提出期限日 

 

２ 監理技術者、主任技術者及び現場代理人の専任期間及び専任を要しない期間 

平成３０年５月から実施 

監理技術者又は主任技術者の専任期間及び専任を要しない期間については、国土交通省において

定められている最新の監理技術者制度運用マニュアルのとおりとする（専任以外の監理技術者又は

主任技術者及び現場代理人についても同様の取扱いをすることとする。）。 

 

３ 指名競争入札に係る現場代理人及び技術者の雇用関係確認の基準日の変更 

平成３１年３月から実施 

指名競争入札の入札参加資格要件及び基準日について、一般競争入札のものを準用することとし

たため、指名競争入札に係る現場代理人及び技術者の雇用関係確認の基準日を、一般競争入札の入

札参加資格審査申請締切日と同等の指名業者通知日に変更する。 

 

【予定価格・最低制限価格・調査基準価格】  

 調査基準価格等の算定方法の見直し               平成２９年６月から実施 

適正履行の確保、実効性のあるダンピング対策の充実をより一層図るため、調査基準価格・最低

制限価格の算定方法を見直す。 

調査基準価格 

直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５

５％ 

設定範囲：予定価格の７０％～９３％ 



最低制限価格 

（工事） 

直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５

５％ 

設定範囲：予定価格の７５％～９３％ 

 

【低入札価格調査制度】 

 低入札価格調査の判断基準の見直し               平成２９年６月から実施 

適正履行の確保、実効性のあるダンピング対策の充実をより一層図るため、低入札価格調査制度

における数値的判断基準を見直す。 

 
現行 平成２８年１１月から 

一次調査 詳細調査 一次調査 詳細調査 

直接工事費 ８５％ ８５％ ８７％ ８７％ 

共通仮設費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％ 

現場管理費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％ 

一般管理費 ５５％ ５５％ ５５％ ５５％ 

 

【入札関係】 

 くじ案件における複数受注防止策について           平成３０年１０月から実施 

   同日開札の入札参加資格等を同一とする案件で、同一業者がくじに当選したときは、後に発生し

たくじ案件については、くじの次順位者を落札候補者とする。 

 

【総合評価】 

 １ 配置予定技術者の能力「配置予定技術者の施工経験」に係る取扱いの変更 

平成３０年５月から実施 

昨今の全国的な技術者不足に鑑み、配置予定技術者の効率的な活用に資するため、２人までの複

数申請を可能とするよう取扱いを変更する。 

 

２ 総合評価落札方式ガイドラインの改正              平成３１年４月から実施 

近年の働き方改革の推進や建設業における担い手確保及び育成といった観点、建設業界からの要

望など新たな施策ニーズが発生している状況を踏まえ、適切な競争性を確保しつつ、真に技術力を

有し、適正な積算を行う事業者や本市の施策推進につながる取組みを行う事業者を評価するととも

に、建設業における担い手確保を支援していくため、次のとおり評価項目の変更及び追加を行い、

「総合評価落札方式ガイドライン」を改正する。 

・「工事成績評定点」加算点の変更 

・「ＩＳＯの認証取得」評価基準及び加算点の変更 

・「安全対策の取組」加算点の変更 

・「配置予定技術者の施工経験」評価基準及び加算点の変更 

・「配置予定技術者の工事成績評定点」評価項目の追加 

・「地理的条件」加算点の変更 

・「障害者の雇用」評価基準の変更 

・「防災協定に基づく活動」本市と防災協定を締結している場合の加算点を変更 

・「建設機械の保有」評価項目の追加 

・「刑務所出所者等の雇用等」評価項目の追加 

・「ワーク・ライフ・バランス等推進の取組」評価項目の追加 

・「若手技術者及び女性技術者の活用」評価項目の追加 

 

 



【契約関係】 

１ 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施            平成３０年３月から実施 

公共工事設計労務単価の大幅な上昇に伴い、国土交通省において「平成３０年３月から適用する

公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置が定められたことを受け、特例措置の適用を実施す

る。 

 

２ 工事請負契約におけるインフレスライド条項の適用実施      平成３０年３月から実施 

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ－ション 

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったことによる請負代金額の変更につ 

いて、工事請負契約書第 24 条の規定（賃金又は物価の著しい変動に基づく請負代金額の変更）を適 

用する。 

 

３ 建設工事に係る前払金使途の拡大の延長             平成３０年４月から実施 

建設工事に係る前払金の使途範囲拡大の特例措置が国において平成３０年度も継続されるため、

本市も同様に適用期間及び払出しの期限を平成３１年３月３１日まで延長することとした。 

 

 ４ 変更契約に係る「軽微な設計変更」の取扱いの導入       平成３０年１０月から実施 

以下①及び②に該当しない設計変更を行う場合は、軽微な設計変更として、当該変更に係る工事

施工後に設計変更を行うことができる旨の規定を新たに追加する。 

① 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの 

② 変更後における設計金額の増加の割合が、原設計金額（当初の契約締結時の設計金額をいう。

ただし、要領第７条の規定により契約変更の手続が現に行われた場合は、直近の契約変更の手

続が行われた際の変更後の設計金額をいう。）の２０パーセントを超えるもの 

 

５ 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施            平成３１年４月から実施 

公共工事設計労務単価の大幅な上昇に伴い、国土交通省において「平成３１年３月から適用する

公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置が定められたことを受け、特例措置の適用を実施す

る。 

 

６ 工事請負契約におけるインフレスライド条項の適用実施      平成３１年４月から実施 

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ－ション 

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったことによる請負代金額の変更につ 

いて、工事請負契約書第 24 条の規定（賃金又は物価の著しい変動に基づく請負代金額の変更）を適 

用する。 

 

７ 建設工事に係る前払金使途の拡大の延長              令和元年５月から実施 

建設工事に係る前払金の使途範囲拡大の特例措置が国において令和元年度も継続されるため、

本市も同様に適用期間及び払出しの期限を令和２年３月３１日まで延長することとした。 


