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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２５年４月から平成２

９年３月までの任期中の計１１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」及び、

平成２５年８月「堺市入札監視等委員会審議結果について」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２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

委員長 宮下 凖二

委 員 山本 浩二

委 員 内野 広信

委 員 小林 邦子

（平成２７年４月１日から平成２９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

委 員 濵岡 良二
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２ 委員会の開催状況

委員会の定例会は、平成２５年度から平成２７年度までは年３回、平成２８年度からは年２回

の計１１回開催し、平成２４年１２月１日から平成２８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１，８６２件及び予定価格が１００万円を超える工事関連業

務６８８件のうち、事前に委員会が抽出した４２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２５年度

第１回委員会

開催日時 平成２５年５月２９日（水）午後２時から午後４時まで

審議対象 平成２４年１２月１日～平成２５年３月３１日に入札又は契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２４年１２月１日～平成２５年３月３１日の契約状況

     ・平成２４年１２月１日～平成２５年３月３１日の入札参加停止等の状況

     ・低入札価格調査制度の見直しについて

     ・堺市総合評価落札方式ガイドライン（平成２５年度版）の主な改正点について

     ・土木部発注工事の積算誤りについて

審議案件 建設工事：入札２件、随意契約１件  工事関連業務：入札１件

・石津下水処理場汚泥調整槽ほか脱臭設備工事【一般競争入札】

・泉ヶ丘緑道（三原台）園路舗装改修工事【一般競争入札】

・堺消防署三宝出張所庁舎建設工事実施設計業務【一般競争入札】

・（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター建設工事に伴う道路改良

工事（その２）【随意契約】

第２回委員会

開催日時 平成２５年９月２４日（火）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２５年４月１日～平成２５年７月３１日に入札又は契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２５年４月１日～平成２５年７月３１日の契約状況

     ・平成２５年４月１日～平成２５年７月３１日の入札参加停止等の状況

     ・共同企業体発注方式の見直しについて

     ・平成２５年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

     ・最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法等の見直しについて

審議案件 建設工事：入札２件、随意契約１件  工事関連業務：入札１件

・岩室陶器バイパス送水管布設工事（第一工区）【一般競争入札（ＷＴＯ政府調達

対象案件）】

・新檜尾台小学校外１校給食調理場改築外工事【一般競争入札】

・一条通跨道橋補修詳細設計業務【一般競争入札】

・高層館自動火災報知設備更新工事【随意契約】
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第３回委員会

開催日時 平成２６年１月２８日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで

審議対象 平成２５年８月１日～平成２５年１１月３０日に入札又は契約した案件

傍聴者数 ２名

報告案件 ・平成２５年８月１日～平成２５年１１月３０日の契約状況

     ・平成２５年８月１日～平成２５年１１月３０日の入札参加停止等の状況

     ・共同企業体発注方式の見直しについて

     ・その他

審議案件 建設工事：入札２件 工事関連業務：入札１件、随意契約１件

       ・宮山台保育所改築工事に伴う電気設備工事（その２）【一般競争入札】

・府道堺富田林線歩道改良工事【一般競争入札】

・宮山台保育所改築工事監理業務（その２）【指名競争入札】

・（仮称）文化観光拠点施設建設工事監理業務【随意契約】

平成２６年度

第１回委員会

開催日時 平成２６年５月２７日（火）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２５年１２月１日～平成２６年３月３１日に入札又は契約した案件

傍聴者数 １名

報告案件 ・平成２５年１２月１日～平成２６年３月３１日の契約状況

     ・平成２５年１２月１日～平成２６年３月３１日の入札参加停止等の状況

     ・堺市優良建設工事施工者表彰制度の見直しについて

     ・主任技術者及び現場代理人の専任緩和について

     ・低入札価格調査制度（数値的失格基準）の見直しについて

・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について

・再度入札の実施について

審議案件 建設工事：入札２件、随意契約１件 工事関連業務：入札１件

・殿馬場中学校校舎改築工事【一般競争入札（総合評価落札方式案件）】

・日置荘北町外配水管布設工事【一般競争入札】

・桃山台減圧弁室設置外工事実施設計業務【一般競争入札】

・中百舌鳥駅前コミュニティサイクルポートシステム設備整備工事【随意契約】

第２回委員会

開催日時 平成２６年９月２６日（金）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２６年４月１日～平成２６年７月３１日に入札又は契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２６年４月１日～平成２６年７月３１日の契約状況

     ・平成２６年４月１日～平成２６年７月３１日の入札参加停止等の状況

審議案件 建設工事：入札２件 工事関連業務：入札１件、随意契約１件

    ・鴨谷台１丁配水管布設工事【一般競争入札】

・舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区）（国・府道）単価契約【一般競争

入札】

・青少年の家空気調和設備外改修工事設計業務【一般競争入札】

・福泉南中学校外８校普通教室空調設備整備工事設計業務【随意契約】
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第３回委員会

開催日時 平成２７年１月２８日（水）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２６年８月１日～平成２６年１１月３０日に入札又は契約した案件

傍聴者数 ２名

報告案件 ・平成２６年８月１日～平成２６年１１月３０日の契約状況

     ・平成２６年８月１日～平成２６年１１月３０日の入札参加停止等の状況

     ・建設工事における建設事業者の社会保険加入促進について

審議案件 建設工事：入札２件、工事関連業務：随意契約１件

    ・府道大阪和泉泉南線舗装補修工事（第４工区）【一般競争入札（総合評価落札方

式案件）】

・小阪建替公営住宅第二期建設工事（第１工区）に伴う昇降機設置工事【一般競

争入札】

・堺市民会館建設工事実施設計業務【随意契約】

平成２７年度

第１回委員会

開催日時 平成２７年５月２７日（水）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２６年１２月１日～平成２７年３月３１日に契約した案件

傍聴者数 ２名

報告案件 ・平成２６年１２月１日～平成２７年３月３１日の契約状況

     ・平成２６年１２月１日～平成２７年３月３１日の入札参加停止等の状況

     ・堺市優良建設工事施工者表彰制度の欠格事項の見直しについて

・履行遅滞の場合における入札参加停止期間及び損害金等の見直しについて

     ・一般競争入札の対象となる単価契約案件について

審議案件 建設工事：入札３件、随意契約１件

・泉北下水処理場１系沈砂池設備更新工事（その２）【一般競争入札】

・菩提新池調整池修景施設工事【一般競争入札】

・北余部３４号線外舗装補修工事【一般競争入札】

・リサイクルプラザ定期補修工事【随意契約】

第２回委員会

開催日時 平成２７年９月２４日（木）午後３時から午後５時まで

審議対象 平成２７年４月１日～平成２７年７月３１日に契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２７年４月１日～平成２７年７月３１日の契約状況

     ・平成２７年４月１日～平成２７年７月３１日の入札参加停止等の状況

審議案件 建設工事：入札１件、随意契約１件  工事関連業務：入札１件

・八下中学校外２校普通教室空気調和設備工事に伴う電気設備工事【一般競争入

札】

・翁橋住宅外壁改修外工事設計業務【一般競争入札】

・本庁舎内線電話増移設等工事（単価契約）【随意契約】
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第３回委員会

開催日時 平成２８年１月２６日（火）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２７年８月１日～平成２７年１１月３０日に契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２７年８月１日～平成２７年１１月３０日の契約状況

     ・平成２７年８月１日～平成２７年１１月３０日の入札参加停止等の状況

審議案件 建設工事：入札１件、随意契約１件  工事関連業務：入札１件

・泉ヶ丘東中学校配膳室整備工事【一般競争入札】

・常磐町３丁地区大和川線上面整備実施設計業務【一般競争入札】

・竪川下水ポンプ場Ｎｏ．１汚水ポンプ修理工事【随意契約】

平成２８年度

第１回委員会

開催日時 平成２８年５月３１日（火）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２７年１２月１日～平成２８年３月３１日に契約した案件

傍聴者数 ０名

報告案件 ・平成２７年１２月１日～平成２８年３月３１日の契約状況

     ・平成２７年１２月１日～平成２８年３月３１日の入札参加停止等の状況

   ・建設工事及び工事関連業務における入札参加停止中の有資格者との下請契約及

び再委託並びに工事請負契約書等の改正について

     ・解体工事業の取扱いについて

     ・工事施工実績及び業務履行実績の対象期間の見直しについて

     ・社会保険未加入業者と一次下請契約をした元請業者に対する入札参加停止につ

いて

     ・共同企業体発注方式の見直しについて

     ・堺市総合評価落札方式ガイドライン（平成２８年度版）の主な改正点について

審議案件 建設工事：入札１件   工事関連業務：入札１件、随意契約１件

・砂道歩道橋撤去工事（その２）【一般競争入札】

・丹上外道路舗装復旧実施設計業務（２７－１）【一般競争入札】

・堺消防署高須出張所庁舎解体工事に伴う家屋事後調査業務【随意契約】

第２回委員会

開催日時 平成２８年１１月３０日（水）午前１０時から正午まで

審議対象 平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日に契約した案件

傍聴者数 １名

報告案件 ・平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日の契約状況

     ・平成２８年４月１日～平成２８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２件   工事関連業務：入札１件

       ・堺市民芸術文化ホール建設工事（その２）【一般競争入札（ＷＴＯ政府調達対象

案件）】

・三原台中学校体育館大規模改造工事設計業務【一般競争入札】

・堺市民芸術文化ホール建設工事（その２）に伴う給排水衛生設備工事【一般競

争入札】

・福田外配水管布設工事【一般競争入札】

・東工場第二工場ほか定期補修工事【随意契約】

・東工場第二工場灰出し設備改造工事【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２４年度（平成２４年１２月１日から平成２５年３月３１日まで）から平成２８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２４年度

（H24.12.1～

H25.3.31）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
平成２８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)

件数
落札率

(請負率)

建設

工事

競争

入札

417 件

(102 件)

83.38％

(82.57％)
482 件 86.30％ 389件 86.26％ 462件 86.21％ 241件 85.84％

随意

契約

61 件

（11 件）

95.65％

(92.40％)
54 件 95.92％ 45 件 95.99％ 44 件 94.33％ 32 件 93.76％

工事

関連

業務

競争

入札

146 件

(27 件)

80.63％

(80.24％)
155 件 82.30％ 191件 81.35％ 178件 81.86％ 115件 81.04％

随意

契約

2 件

(0 件)

84.89％

(-)
5 件 88.04％ 7 件 91.75％ 8 件 79.19％ 2 件 86.48％

建設工事においては、平成２５年度の落札率が前年度と比べて約３ポイント上昇している。

これは、平成２５年７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２５年度に最低制限価格の引上げが行われたた

め、平成２５年度の落札率は前年度と比べて約２ポイント上昇している。

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

２７年度の工事関連業務の請負率が低かったが、これは、補償コンサルタント業務の家屋事

後調査業務の発注が多かったためである。当該業務は、先に一般競争入札で行われた事前調

査業務の落札率が参考となり契約されるため、請負率が低くなる傾向があり、案件固有の現

象といえる。

（２）入札参加停止等の状況

平成２４年度（平成２４年１２月１日から平成２５年３月３１日まで）から平成２８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２４年度
（H24.12.1～

H25.3.31）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
平成２８年度

（上半期）

過失による粗雑履行 2 1

履行成績不良 1 1 1

契約違反 1 3 1 1

贈賄 2

独占禁止法違反行為 2 27 14 9

公契約関係競売等妨害又は談合 1 1 1 3

建設業法違反行為等 2 5 2 5 2

不正又は不誠実な行為 4 13 15 10 1

計 9 47 24 37 14

入札参加停止の該当事由としては、独占禁止法違反行為及び不正又は不誠実な行為による

ものが多かった。

独占禁止法違反行為については、平成２５年度は、東京電力株式会社並びに関西電力株

式会社発注の送電工事及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注の北陸新幹線

基地設備工事で、また平成２７年度及び平成２８年度は、東日本高速道路株式会社発注の東

日本大震災に係る舗装災害復旧工事において、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または刑事告発を受けたことによるものである。

また、不正又は不誠実な行為では、事後審査により配置可能技術者数を超えて入札参加申

請をしていたことが判明したものや、労働安全衛生法違反により略式命令を受けたもの、ま

た建築士法に基づき業務停止命令や戒告処分を受けていたことによるものが多かった。

② 入札参加除外

措置内容

平成２４年度

（H24.12.1～

H25.3.31）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
平成２８年度

（上半期）

入札参加除外の解除 2

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

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、平成２５年度に２件の入札参加除外の解除があった。これは、入札参加

除外を受けた業者が、入札参加除外日（平成２２年３月２６日）から１年を経過し、かつ、

堺市契約関係暴力団排除措置要綱別表第１左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実

が認められなかったことによる。
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４ 指摘事項と取組状況

堺市では、平成２０年度より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）入札参加資格要件（平成２５年度 第１回）

建築設計業務において、極端に参加業者が少ない案件があったが、原因は、一般競争入札の入

札参加資格要件の一つである所在地要件について、市内業者に限定したことが原因と思われるた

め、今後、市内業者に限定する際は、過去の参加実績だけでなく、発注する業務内容も加味した

上で、参加業者数の予測を立て、市内業者に限定するかどうか等の参加条件を適正に設定するよ

う指摘した。

【取組】

平成２５年度より、建築設計業務おいては所在地区分を市外まで拡大して発注することとした。

（２）低入札価格調査制度（平成２５年度 第２回、第３回）

低入札価格調査制度について、現行のポイント制が厳格、緻密すぎて、かえって不合理に見え

るような結果になっているので、今後は、恣意性は排除しつつも、柔軟性を持たせるような低入

札価格調査制度を検討するよう指摘した。

【取組】

平成２６年４月より、数値的失格基準（調査対象項目によるポイント制）を廃止し、新たな数

値的失格基準（一次調査）を次の３基準を全て満たすものに見直した。

①入札金額 ：失格基準価格以上であること

（市設計金額の直接工事費８５％＋共通仮設費７５％＋現場管理費７０％＋一般管理費５５％）

②直接工事費：積算金額が市設計金額の８５％以上であること

③共通仮設費、現場管理費、一般管理費：合計金額が次の金額の合計金額以上であること

（市設計金額の共通仮設費３０％＋現場管理費２０％＋一般管理費１０％）

（３）不調・不落対策（平成２５年度 第３回）

予定価格が事後公表されている工事関連業務で、全者、予定価格を上回る、あるいは最低制限

価格を下回った結果、入札不調、不落になっている案件が増えてきている。契約までの時間短縮

のための方法として再度入札及び不落随契があるが、堺市では再度入札の規程はあるが実際は運

用されていなかった。他自治体では実施しているところもあるので、堺市においても、再度入札

及び不落随契とも最初は限定的に行ってみて、その結果をまた検証する方向で考えるよう指摘し

た。

【取組】

平成２６年４月より、予定価格を事後公表している案件において、入札不落であった場合、再

度入札を実施することとした。また、再度入札を行っても、なお、入札不落であった場合で、一

定の緊急性があった場合に限り、随意契約を行えることとした。
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（４）随意契約の業者選定（平成２６年度 第１回）（平成２７年度 第１回、第２回）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、契約の性質又は目的が競争入札に適さ

ない場合で、改修工事等が、既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者あるいは施工

者から業務移管を受けた者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ず

る恐れがあるという理由で、随意契約を行っている案件については、今後、部分的に見たときに

競争入札で発注する余地が全くないのか、また更新工事の際に競争入札ができないのかどうか検

討するよう指摘した。

【取組】

指摘のあった施設における工事で、その後、一般競争入札で発注した案件

平成２７年度 リサイクルプラザ高圧受電設備取替補修工事

平成２８年度 リサイクルプラザ監視カメラ更新工事

平成２９年度 本庁舎電話交換機外更新工事

（５）単価契約における予定価格の算出方法（平成２６年度 第２回）

単価契約については、想定される工種を全て挙げ、その単価の積上げで予定価格を決め、その

価格が２５０万円を超えるかどうかで一般競争入札とするか否かが決定されているが、年間の契

約金額が２５０万円を超えているにもかかわらず、単価の積上げ金額が２５０万円を超えないと

いう理由で、原局で少額随意契約を行っている事例があった。今後、他自治体の制度を研究し、

改善できる点がないか検討するよう指摘した。

【取組】

平成２７年４月より、従前の各工種（業種）の単価の積上げ価格が２５０万円を超えた場合、

一般競争入札としていた制度を、単価の積上げ価格に年間予定数量を掛けて算出した金額が２５

０万円を超えた場合に、一般競争入札とする制度に変更した。

（６）履行遅滞時の入札参加停止期間及び延滞違約金（平成２６年度 第２回）

受注者の責めにより２週間程度の履行遅滞があった場合に、受注者に対し１２月の入札参加停

止を行った事例があったが、他の入札参加停止事例と比較して重い印象を受けた。

一方、その際の延滞違約金は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

から算定する方法で算出しており、金額にして数万円で、契約金額からすると軽い措置である印

象を受けた。ついては、他自治体を参考に研究、検討するよう指摘した。

【取組】

平成２７年４月より、履行遅滞時の入札参加停止期間及び損害金等の見直しを行った。入札参

加停止期間については、履行遅滞があった場合に一律１２月であったのを、遅滞日数に応じて段

階的に期間を設定し、最長でも遅滞６０日以上で２月の停止期間とした。また、延滞違約金につ

いては、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額から算定する方法から、

請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額から算定する方法に

見直した。さらに、当該契約に関連する工事及び監理業務の工期延長に係る増加費用が発生する

場合、その費用を受注者に請求することとした。

（７）公募型プロポーザル方式の随意契約（平成２６年度 第３回）

基本設計業務の受託者選定において、公募型プロポーザル方式を採用した場合、最優秀提案者

と随意契約を行っているが、その後の実施設計業務においても、前業務に引き続き行う業務で、

設計の継続性が必要という理由で随意契約を行っていた。この場合、例えば、基本設計業務では

契約金額を抑え、実施設計業務にて契約金額を引き上げることも考えられる。また、業者も初め
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から実施設計業務を視野に入れて参加しているようにも感じられるので、基本設計業務の公募当

初から公募要件に、基本設計業務の受託者が実施設計業務についても受注することになることを

記載すべきではないかとの提言を行った。

【取組】

平成２７年度に、公募型プロポーザル方式で発注した「（仮称）百舌鳥古墳群ガイダンス施設

建設工事基本設計業務」において、当該業務に関連する実施設計業務及び工事監理業務について

は、本市が適当と認めた場合、当該業務の受注者と当該業務の契約金額を考慮した金額で随意契

約することがあると記載した。また、平成２９年度に、公募型プロポーザル方式で発注した「（仮

称）堺市総合防災センター建設工事設計業務」において、基本設計業務・実施設計業務を併せて

公募を行った。
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５ 今後改善すべき事項

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。

（１）予定価格の公表時期

建設工事において、最低制限価格の下限と同額で多数の入札が並んでいる案件や、最低制限価

格の上限で入札が並んでいる案件があるが、これは予定価格が事前に公表されていることが起因

していると考えられる。

予定価格については、国は法律で事前公表することが禁止されているが、地方自治体は法令上

の制約がないため各自治体の判断に任せられている。事前公表を行った場合、予定価格が目安と

なって競争が事実上制限され、落札価格が高止まりになること、建設業者の見積もり努力を損な

わせること、入札談合が容易に行われる可能性があることなどが懸念されるが、そのような問題

が生じた場合には、速やかに事後公表に移行することを国は推奨しているため、堺市においても

常に問題が生じていないか注視し、何らかの問題が生じた際には適宜対応することが必要である。

一方、工事関連業務においては、現在、予定価格を事後公表している。この場合の入札状況を

見ると、入札の多数が予定価格を超過している案件や最低制限価格を下回る案件が目立っている。

これは建設工事ほど積算基準が明確でないことで、予定価格の事後公表がその一端であるように

思うので、積算等で改善のための対策が無いようであれば予定価格の事前公表も視野に入れて対

策されたい。

（２）ＷＴＯ案件

①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特別重点調査を行い、調査をクリ

アすれば落札できる。このため、特別重点調査については、恣意性が入らない透明性のある調査

でなければならないため、このことをよく留意した上で採用することを望む。

②設計金額

堺市民芸術文化ホールの建築工事において、当初の案件が実勢価格に合っていなかったため、

入札が予定価格を超過し不調となったことから、２回目の入札では実勢価格に合わすべく予定価

格を大幅に引き上げた。ついては、今回のように意匠性がある建築物は、市が想定する以上に設

計金額が高騰するケースが考えられるため、今後は、事前に実勢価格を的確に調査し、市にとっ

て負担が増えないような入札になるよう心掛けてほしい。

（３）積算時の見積もり採用

①建設工事
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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

取った見積もり価格と入札参加者が積算時に取った見積もり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。この

見積もり価格については、市が指示できる部分ではないため、差が生じることは一定仕方がない

が、開札結果は特異なものとなっているため、対策がないか検討されたい。

②工事関連業務

工事関連業務については、予定価格、最低制限価格とも事後公表しているため、建設工事のよ

うに事前に公表されている予定価格を参考に入札することはできない。このことから、業務にお

いては、予定価格を超過している入札や最低制限価格を下回る入札が多く、辛うじて入札が成立

しているケースが見受けられる。

この差については、設計事務所の規模や抱えている案件により生じる場合があるほか、積算基

準が無い部分の見積もりで生じることがあることから、見積もりを多用する案件においては、通

常よりも条件の明示ができないか検討されたい。

（４）積算条件等の明示

建設工事においては、工期のスケジュールの考え方や積算条件が、十分明示されていなかった

ことにより、大半の入札が最低制限価格を下回り無効となった案件があった。また、工事関連業

務では、設計図面の枚数に不確定な部分があったことや、業者による設計図面の難易度の理解の

差、業務名称で大型案件であると誤認する可能性があったことなどから、入札辞退や多数の入札

が予定超過となった案件があった。

今後、通常と異なる条件の場合は、公告時に可能な限り分かりやすく明示することが望ましい。

（５）発注の平準化

学校の建設工事においては、施工時期の制約から、一時に集中する場合や、工事現場について

も一案件で複数の現場を設定し発注する場合があるが、このような特殊性がある案件では入札参

加者が極端に少なくなるケースがある。学校という施設上、一定仕方がないケースもあるが、一

般競争入札の競争性を高めるためにも、可能な限り入札参加者数が多くなるよう、発注時期の平

準化に努めていただきたい。また、適正な履行のためにも、なるべく一工事一現場となるような

発注とすることが望ましい。

（６）総合評価落札方式

総合評価落札方式は、平成１９年８月から試行実施を行い、平成２１年度より本格実施を行っ

た。本格実施当初、特別簡易型では、評価項目は５項目で最高１０点で開始した。その後、評価

項目の追加や改正を行い、最近では、平成２６年度に「優良建設工事施工者表彰」を、平成２９

年度に「防災協定に基づく防災活動の実施又は防災訓練への参加」を追加した。

現在、特別簡易型の評価項目は１１項目で最高１５．５点となっている。このように評価項目

においては、追加や改正を行っているが、例えばＩＳＯが２点というのは全体点からすると高い

感覚があり、また、そもそも全業者に標準点１００点が付与されることも疑問を感じる。

今後も、総合評価落札方式の趣旨が活かされるよう、適宜、評価項目等を検討されたい。



≪参考≫ 建設工事等に係る入札・契約制度の改善内容

平成２５年５月２９日開催の平成２５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２５年度以降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】

１ 測量・建設コンサルタントにおける所在地区分に係る取扱いの変更 平成２６年４月から実施

  競争性確保等の観点から、設備設計業務及び造園設計業務以外の業種については、各規程や法律

に基づくその他の営業所を本市内に有し、契約先にはしない市内営業所として電子登録システムに

登録していれば、所在地区分を「準市業者」とする取扱いに変更する。

２ 登録しようとする業種に係る１年以上の営業に係る取扱いの変更 平成２６年４月から実施

  より一層の競争性を確保する観点から、登録しようとする業種に係る１年以上の営業の確認につ

いて、希望業種に係る営業実績から、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱別表第１（建

設工事）、別表第２（測量・建設コンサルタント）のそれぞれの区分のうち、いずれかの業種の営業

実績に変更する。

３ 定期申請の申請時期の変更                平成２６年１２月から実施

  定期申請の受付時期を従前より１か月早め、１２月に変更する。また、資格審査基準日について

も、従前より１か月早め、１２月１日に変更する。なお、格付については、１月３１日現在で最新

の有効な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。

４ 社会保険加入を入札参加資格に追加            平成２６年１２月から実施

平成２６年１２月以降に発注する予定価格が２５０万円を超える全ての一般競争入札にかかる建

設工事案件について、社会保険加入を入札参加に必要な資格とする。（指名競争入札及び随意契約は

これに準じる。）元請業者が一次下請業者と行う下請契約の請負代金の総額が、３，０００万円（建

築一式工事の場合は４，５００万円）以上になる場合、下請業者の社会保険加入状況について確認

し、下請業者が社会保険未加入業者である場合は、堺市から社会保険担当機関へ通報する。

５ 希望業種の見直し                    平成２７年４月から実施

配水管布設工事を配水管工事として発注してきたが、適切な建設業許可が水道施設工事業である

ことから、希望業種としての配水管工事を廃止し、その他工事の水道施設工事業として発注する。

なお、主任技術者不足解消のため、経過措置として３年間限定（平成２７年度から平成２９年度ま

で）で管工事の実務経験者を主任技術者として配置することを認める。ただし、自治体発注の配水

管布設工事で、１回以上、主任技術者又は監理技術者に配置され、着工から竣工まで従事していた

者に限る。

６ 社会保険加入を入札参加資格審査要件に追加       平成２７年４月から実施

「平成２７・２８・２９年度堺市建設工事、測量・建設コンサルタント入札参加資格審査定期申

請」から、社会保険の加入を入札参加資格審査要件に追加する。



【不良不適格業者対策】

１ 入札参加停止期間中の業者の下請制限の改正        平成２７年４月から実施

平成２２年１月から建設工事及び工事関連業務において、入札参加停止中の有資格者が工事・委

託・物品の全てに関し、下請契約の締結及び再委託を受けることを禁止しているが、これらの禁止

は、入札参加停止を受けていない受注者の当初積算に影響を及ぼすおそれがあり、本来、入札参加

停止は、建設工事及び工事関連業務の契約の相手方となることが不適切である有資格者のみに科す

べきものであることから、建設工事及び工事関連業務の完成と直接関係のない請負行為等を目的と

する契約（建設工事においては、建設業法上の下請契約に該当しない契約をいい、工事関連業務に

おいては、資材購入、機械等のリース又は労働者派遣等の契約をいう）は、下請契約には該当しな

いものとする。

２ 社会保険未加入業者と一次下請契約をした元請業者に対する入札参加停止

平成２８年４月から実施

  建設業の社会保険未加入対策の一環として、平成２７年４月１日から下請契約を締結する予定価

格２５０万円を超える全ての建設工事案件について、工事担当課において、下請業者の社会保険加

入状況を確認し、未加入業者を社会保険担当機関へ通報しているが、平成２８年４月からの追加措

置として、一次下請業者の社会保険未加入が判明した場合に、元請業者に対して、社会保険未加入

の一次下請業者へ加入指導し、加入状況を報告するよう文書で通知し、報告書の提出期限（原則 1
か月）を超えてもなお、社会保険未加入である一次下請業者がいた場合、元請業者について、入札

参加停止を行う。

【等級格付・発注標準】

１ 等級格付・発注標準の見直し              平成２７年４月から実施

配水管布設工事を配水管工事として発注してきたが、適切な建設業許可が水道施設工事業である

ことから、希望業種としての配水管工事を廃止し、その他工事の水道施設工事業として発注する。

２ 等級格付・発注標準の改正                平成２９年４月から実施

建設業法施行令の一部が改正されたことに伴い、特定建設業許可及び監理技術者の配置を要する

建設工事の対象金額を予定価格６千万円以上から９千万円以上に引き上げたことから、より一層の

受注機会の均等化を図るため、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事及び造園工事の

ランク・予定価格の見直しを行う。

【共同企業体】

１ 特殊工事等共同企業体対象工事の拡大           平成２５年６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、特殊工事等共同企業体のその他工事の対象工事を予定価格が２５０万円を超える工事に

見直す。

２ 特定建設工事共同企業体対象工事の拡大          平成２６年４月から実施ｗ

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の構成員について、構成員が３社の場合は市内業者を２社以上

含むことに見直す。



３ 市内企業建設工事共同企業体対象工事の拡大    平成２８年４月から実施

市内企業建設工事共同企業体による入札参加機会の拡大を図るため、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（特別な技術を要する工事を除く。）。

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

４ 特殊工事等共同企業体対象工事の拡大及び拡大に伴う本格実施  平成２８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、特殊工事等共同企業体の適用範囲を次のとおり拡大する。

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６億円未満の工事

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２億円未満の工事

造園工事 予定価格が２５０万円を超え１億円未満の工事

舗装工事及びその他工事 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

５ 共同企業体の参加可能な区分及び予定価格の範囲の見直し   平成２９年４月から実施

   建設業法施行令の一部が改正されたことに伴い、特定建設業許可及び監理技術者の配置を要する

建設工事の対象金額を予定価格６千万円以上から９千万円以上に引き上げたことから、より一層の

市内業者育成及び受注機会の確保及び特定建設工事共同企業体の組合せの適正化を図るため、参加

可能な区分及び予定価格の範囲を次のとおり見直す。また、電気工事及び管工事について、市内業

者や市内企業建設工事共同企業体のみで設定した案件においても、競争性及び履行が十分確保され

ているため、市内企業建設工事共同企業体の上限額を「３億円未満」から「４億円未満」に、特定

Ｂランクのランクアップ対象工事の予定価格を「２億円以上３億円未満」から「３億円以上４億円

未満」に、特定建設工事共同企業体の対象金額を「２億円以上」から「３億円以上」に引き上げ、

造園工事については、特定建設工事共同企業体の他の構成員を「Ａ又はＢ」から「Ａ」へ見直す。

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

その他工事 予定価格が１億円以上の工事

特定Ｂランクのランクアップ対象工事

土木工事 予定価格が２億円以上３億円未満

建築工事 予定価格が３億円以上９億円未満

電気工事及び管工事 予定価格が３億円以上４億円未満

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

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



６ 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２９年４月から実施

共同企業体の参加可能な区分及び予定価格の範囲の見直しを行ったことに伴い特殊工事等共同業

体の適用範囲を次のとおり拡大する。

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

舗装工事及びその他工事 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】

１ 入札参加資格の事後審査方式の一部変更          平成２７年４月から実施

その他工事における経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定値（Ｐ）の点数要

件に係る審査基準日を、事後審査書類の提出日とし、開札後に落札候補者のみ審査を行う「事後

審査方式」に変更する。

２ 工事施工実績及び業務履行実績の対象期間の拡大      平成２８年４月から実施

市内建設業者及び工事関連業務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

建設業者の育成並びに一般競争入札の競争性の確保を図る観点から、工事施工実績要件及び業務履

行実績要件を設定する場合において、実績の対象期間を１０年から１５年に変更する。

３ 特定建設業許可等が必要な建設工事の対象金額の引上げ   平成２９年４月から実施

建設業法施行令の一部が改正され、平成２８年６月１日より、特定建設業の許可及び監理技術者

の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事以外の建設工事にあっ

ては３千万円から４千万円に、建築一式工事にあっては４千５百万円から６千万円に、それぞれ引

き上げられたことにより、建設工事の適正な施工の確保及び技術者の効率的な配置を図るため、特

定建設業許可及び監理技術者の配置を要する基準額を予定価格６千万円以上から９千万円以上に引

き上げる。

【技術者関係】

１ 主任技術者の専任緩和                  平成２６年４月から実施

次の条件を満たした場合、合計で２件の工事の兼任を認めるものとする（他自治体及び民間発注

工事を含む。）。

○１件の請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は、5,000 万円）以上の工事の場合

次の条件を全て満たすことが必要

・該当工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相

互に調整を要する工事であること

・工事現場の相互の距離が５ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事

であること

・事後審査書類提出時に既に工事に配置している主任技術者、現場代理人又は他の技術者（監

理技術者又は主任技術者以外の技術者をいう。）との兼任であること（配置可能な技術者と

してみなすことはできないため、入札参加申請本数に含めることは不可）

○単価契約による工事及び１件の請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は、5,000 万円）

未満の工事の場合



・原則、主任技術者の兼任可能。ただし、営業所専任技術者を主任技術者として配置する場合

は、営業所における専任義務があるため、工事への配置を１件のみ認める（工事の兼任は認

めない。）。

２ 現場代理人の専任緩和                  平成２６年４月から実施

通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になっ

てきていることから、次の条件を全て満たす場合は、合計で２件の工事の兼任を認めるものとする。

ただし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない場合に限る。

○１件の請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は、5,000 万円）以上の工事の場合

・本市（上下水道局を含む。）発注工事であること

・公告等において、兼任不可の条件が付された工事ではないこと

・現場代理人が、作業期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、携帯電話等により常時連

絡が取れる状態を確保し、本市との連絡に支障をきたさないこと

・該当工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相

互に調整を要する工事であること

・工事現場の相互の距離が５ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事

であること

・事後審査書類提出時に既に本市発注工事に配置している主任技術者、現場代理人又は他の技

術者との兼任であること（配置可能な現場代理人としてみなすことはできないので、入札参

加申請本数に含めることは不可）

○単価契約による工事及び１件の請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は、5,000 万円）

未満の工事の場合

・本市（上下水道局を含む。）発注工事であること

・公告等において、兼任不可の条件が付された工事ではないこと

・現場代理人が、作業期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、携帯電話等により常時連

絡が取れる状態を確保し、本市との連絡に支障をきたさないこと

※営業所専任技術者を現場代理人として配置する場合は、営業所における専任義務があるため、

工事への配置を１件のみ認める（工事の兼任は認めない。）

３ 監理技術者等の専任を要しない期間            平成２６年４月から実施

建設業の生産性の向上を図り、より一層の建設工事の適正な施工を確保するため、次に掲げる期

間については、工事現場への専任を要しないものとする。

・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時

中止している期間

また、主任技術者及び現場代理人の専任緩和の取扱いと整合を図るため、上記期間及び次の期間

においても、今後、他の案件に専任を要する監理技術者等として配置することを認める。ただし、

当該期間内に確実に終了する案件への配置に限る。

・契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの間）

・橋りょう、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む建設工事において、工場製作のみが行われてい

る期間

・工事の検査が本市の都合により遅延した場合において、当初の検査日から実際の完成検査確認

日（単価契約の建設工事については、契約期間の末日）までの期間

４ 現場代理人及び技術者の雇用関係確認の適正化        平成２６年４月から実施

現場代理人及び技術者の雇用関係の確認の適正化を図るため、健康保険被保険者証の交付年月

日及び雇用保険の確認（受理）通知年月日の確認に係る基準日を、事後審査書類の提出日から入

札参加申請締切日に変更する。なお、資格取得年月日（被保険者となった年月日）は従前どおり



入札参加申請締切日までとする。

５ 主任技術者、現場代理人の専任緩和の見直し        平成２７年４月から実施

１件の請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は、5,000 万円）以上の工事に配置する現場

代理人、技術者の兼任にかかる、工事現場の相互の距離条件について、５ｋｍから１０ｋｍに変

更する。

６ 監理技術者、主任技術者、現場代理人の専任緩和の見直し 平成２８年６月から実施

建設業法施行令の一部が改正され、平成２８年６月１日より、特定建設業の許可及び監理技術者

の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限が、建築一式工事以外の建設工事にあっては

3,000 万円から 4,000 万円に、建築一式工事にあっては 4,500 万円から 6,000 万円に、それぞれ引

き上げられ、また、専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の額が、建築一式工事

以外の建設工事にあっては 2,500 万円から 3,500 万円に、建築一式工事にあっては 5,000 万円から

7,000 万円に、それぞれ引き上げられたことに伴い、平成２８年６月以降、技術者の取扱いを次の

通り見直す。

（１）特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額変更に伴う取扱い

工期途中における監理技術者から主任技術者への途中交代

平成２８年６月１日現在において、施工中である予定価格 6,000 万円未満の工事における下

請契約の請負代金額が、4,000 万円（建築一式工事の場合は 6,000 万円）未満である場合、工

期途中においても監理技術者から主任技術者への途中交代を認める。ただし、途中交代にあっ

ては、次の措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応すること

を条件とする。

・元請業者は発注者と、下請業者は注文者たる建設業者との協議により決定すること

・工程上一定の区切りと認められる時点とすること

・工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置すること

（２）主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額

に伴う取扱い

  ア 現場代理人及び主任技術者の専任緩和

    専任の現場代理人及び主任技術者の配置を要する建設工事の請負代金を 3,500 万円（建築

一式工事の場合は、7,000 万円）へ変更する。

イ 監理技術者の専任緩和

平成２８年度中に発注する予定価格 6,000万円以上の工事で請負金額が 7,000万円未満の

建築一式工事における監理技術者の配置について、合計で２件の工事の兼任を認める。

ウ 工期途中における技術者の専任から非専任への変更

工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することを条件に、請負金額が 3,500 万

円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）未満である場合、工期途中においても専任技術者を

非専任に変更することを認める。

７ 雇用保険の適用拡大に伴う技術者等の雇用確認の変更

   平成２９年４月から実施

平成２８年１２月３１日までは、６５歳以上の労働者は雇用保険に新規加入することができなか

ったが、平成２９年１月１日以降は、適用要件に該当した場合、「高年齢被保険者」として雇用保険

の適用の対象となった。これに伴い、入札参加資格の事後審査における雇用確認書類を以下のとお

り変更した。



対象者 雇用確認書類（変更前） 雇用確認書類（変更後） 適用する案件

個人事業所（健康保険法に

おける強制適用事業所及

び任意 適用 事業 所 を 除

く。）の従業員が雇用保険

に加入できない６５歳以

上の場合

当該事業所名記載の前

年分の源泉徴収票の写

し及び生年月日が確認

できる公的書類の写し

当該事業所名記載の雇用

保険被保険者通知書の写

し

平成２９年４

月以降に発注

する案件

法人の従業員が後期高齢

者の場合

後期高齢者医療被保険

者証の写し及び当該事

業所名記載の前年分の

源泉徴収票の写し

当該事業所名記載の雇用

保険被保険者通知書の写

し

平成２９年７

月以降に発注

する案件

法人の代表者が後期高齢

者の場合

後期高齢者医療被保険者

証の写し及び当該事業所

名記載の前年分の源泉徴

収票の写し

法人の役員が後期高齢者

の場合

後期高齢者医療被保険者

証の写し及び当該事業所

名記載の前年分の源泉徴

収票の写し

【予定価格・最低制限価格・調査基準価格】

１ 調査基準価格等の算定方法の見直し           平成２５年７月から実施

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行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×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費８０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７０％～９０％

最低制限価格

（工事）

直接工事費×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費８０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７５％～９０％

２ 調査基準価格等の算定方法の見直し           平成２８年１１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×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７０％～９０％

最低制限価格

（工事）

直接工事費×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７５％～９０％

３ 調査基準価格等の算定方法の見直し           平成２９年１月から実施

公正かつ適正な競争入札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×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７０％～９１％

最低制限価格

（工事）

直接工事費×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費９０％＋一般管理費５５％

設定範囲：予定価格の７５％～９１％



【入札関係】

１ 再度入札の実施                     平成２６年４月から実施

予定価格を事後公表としている一般競争入札案件において、落札者となるべき者がない場合に、

再度入札を実施する。

２ 単価契約における一般競争入札となる基準額の見直し    平成２７年４月から実施

   単価契約の発注において、一般競争入札の対象となる工事等の基準について見直しを行い、当該

契約の契約期間中の発注予定総額が２５０万円を超える建設工事及び１００万円を超える建設工事

関連委託業務等を一般競争入札の対象とする。

【総合評価】

１ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２５年４月から実施

総合評価落札方式の結果や入札監視等委員会での様々な意見等を踏まえ、評価項目や得点配分

等の検証を行い、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。

・簡易な施工計画に「工程表」評価項目の追加

・「工事成績評定点」評価基準の変更

・「市内下請の活用」評価基準の追加

・「資材の市内調達（建築系）」評価基準の追加

２ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２６年４月から実施

優良建設工事施工者表彰制度を活用し、事業者がより品質の高い工事を行うよう入札制度面か

ら誘導するために、優良建設工事施工者表彰を新たな評価項目として追加し、「総合評価落札方式

ガイドライン」を改正する。

３ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２６年７月から実施

平成２６年度より新たな評価項目として追加した「優良建設工事施工者表彰」について、より一

層の品質向上を図るために、早期に評価申請を認めるように「優良建設工事施工者表彰」評価基準

を変更し、「総合評価落札方式ガイドライン」を改正する。

４ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２７年４月から実施

平成２７年度より「配水管工事」の希望業種が廃止されることに伴い、経過措置として、平成２

６年度以前に「配水管工事」で発注された案件の工事成績評定点及び優良建設工事施工者表彰につ

いては、「その他工事（水道施設）」で発注する総合評価案件のうち、主たる工事内容が配水管布設

工事のものについて評価対象とすることとし、「総合評価落札方式ガイドライン」を改正する。

５ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２８年４月から実施

一層の工事の品質向上を図り、企業の施工能力をより適正に評価するために、「工事成績評定点」

評価基準を追加し、また、配置予定技術者の施工経験をより適正に評価するとともに、市内業者の

受注機会の拡大及び育成を図るために、「配置予定技術者の施工経験」評価項目を変更し、「総合評

価落札方式ガイドライン」を改正する。

６ 総合評価落札方式ガイドラインの改正           平成２９年４月から実施

本市の防災対策を更に高めるため、「防災協定に基づく防災活動の実施又は防災訓練への参加」を

評価項目に加えることとし、「総合評価落札方式ガイドライン」を改正する。



【低入札価格調査制度】

１ 低入札価格調査の判断基準の見直し            平成２５年４月から実施

景気低迷による厳しい価格競争の下、低価格受注による工事品質への悪影響及び下請業者や労働

者へのしわ寄せを防止する観点から、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２５年４月から

一次調査 詳細調査 一次調査 詳細調査

直接工事費 ８０％ ８０％ ８５％ ８５％

共通仮設費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％

現場管理費 ６０％ ６０％ ７０％ ７０％

一般管理費 ３０％ ３０％ ３０％ ３０％

２ 低入札価格調査の判断基準の見直し           平成２５年７月から実施

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行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２５年７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％ ８５％ ８５％

共通仮設費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％

現場管理費 ７０％ ７０％ ７０％ ７０％

一般管理費 ３０％ ３０％ ５５％ ５５％

３ 低入札価格調査の判断基準の見直し            平成２６年４月から実施

数値的失格基準（調査対象項目によるポイント制）を廃止し、新たな数値的失格基準（一次調査）

を次の３基準を全て満たすものに見直す。

・入札金額 ：失格基準価格以上であること

（市設計金額の直接工事費８５％＋共通仮設費７５％＋現場管理費７０％＋一般管理費５５％）

・直接工事費：積算金額が市設計金額の８５％以上であること

・共通仮設費、現場管理費、一般管理費：合計金額が次の金額の合計金額以上であること

（市設計金額の共通仮設費３０％＋現場管理費２０％＋一般管理費１０％）

４ 「入札金額に係る基準」の調査時期の見直し        平成２８年１月から実施

低入札価格調査期間の短縮及びより一層の入札事務の効率化を図る観点から、低入札価格調査

における一次調査の判定基準のうち、「入札金額に係る基準」の調査時期について、開札後

から開札時に調査を行うように見直す。

５ 低入札価格調査の判断基準の見直し            平成２８年１１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％ ８５％ ８５％

共通仮設費 ７５％ ７５％ ７５％ ７５％

現場管理費 ７０％ ７０％ ７５％ ７５％

一般管理費 ５５％ ５５％ ５５％ ５５％



６ 低入札価格調査対象工事の見直し           平成２９年４月から実施

経済社会情勢の変化に鑑み、低入札価格調査制度の対象工事の範囲を、現行の予定価格６千万円

以上から９千万円以上に見直す。

【契約関係】

１ 地域建設業経営強化融資制度の延長            平成２５年４月から実施

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金

調達の円滑化を図るため、地域建設業経営強化融資制度を平成２６年３月３１日まで延長する。

２ 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施         平成２５年６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２５年度公共工事設計労

務単価について」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。

３ 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施         平成２６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２６年２月か

ら適用する公共工事設計労務単価について」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。

４ 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２６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。

５ 地域建設業経営強化融資制度の延長            平成２６年４月から実施

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金

調達の円滑化を図るため、地域建設業経営強化融資制度を平成２７年３月３１日まで延長する。

６ 前金払制度及び中間前金払制度における支払限度額の見直しについて                     

平成２６年４月から実施

受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、前払金の支払い限度額を見直す。

建設工事：（前払金）契約金額の４割を超えない範囲内で、４億円を限度

（中間前払金）契約金額の２割を超えない範囲内で、２億円を限度

工事関連業務：（前払金）契約金額の３割を超えない範囲内で、４億円を限度

７ 変更契約に係る市長専決処分事項の指定追加        平成２６年１２月から実施

   議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、設計変更の程度が著しい変更又は

重要な部分の変更でない場合で、契約金額の１割以内の金額に係る変更契約締結を市長専決処分と

する。

８ 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施         平成２７年２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２７年２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。



９ 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２７年２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。

10 履行遅滞の場合における損害金等の見直しについて     平成２７年４月から実施

工事及び監理業務が履行遅滞に陥った場合、責めのある受注者に応分の負担を求める観点から、

延滞違約金の算定方法を見直し、工期延長に係る増加費用負担条項等を明文化する。

11 地域建設業経営強化融資制度の延長            平成２７年４月から実施

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金

調達の円滑化を図るため、地域建設業経営強化融資制度を平成２８年３月３１日まで延長する。

12 施工体制台帳の作成及び提出の範囲の変更         平成２７年４月から実施

建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律が改正されたことに伴い、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲を変更する。

下請契約の請負代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事の場合は４，５００万円以上）

→ 金額に関わらず作成及び提出が必要

13 工事請負契約書等の改正                 平成２７年１２月から実施

建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする下請契約については、契約の相手方

が入札参加停止中であっても契約締結することを可能とするため、工事請負契約書等を改正する。

14 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施         平成２８年２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２８年２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。

15 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２８年２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。

16 地域建設業経営強化融資制度の延長            平成２８年４月から実施

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金

調達の円滑化を図るため、地域建設業経営強化融資制度を平成３３年３月３１日まで延長する。

17 工事請負契約書等の改正                 平成２８年４月から実施

本市発注の建設工事における建設事業者の社会保険等加入促進の観点から、一次下請業者が社会

保険等未加入の場合は受注者を入札参加停止とすることに伴い、工事請負契約書等を改正する。

18 建築設計業務委託契約書等の改正             平成２８年４月から実施

建築士法の一部改正を受け、建築設計業務委託契約書等を改正する。



19 建設工事に係る前払金使途の拡大             平成２８年７月から実施

国土交通省において「平成２８年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱について」が通

知され、併せて地方自治法施行規則の一部が改正されたことから、地方公共団体発注における工事

の代価の前金払をなすことができる範囲が拡大されたため、平成２８年４月１日から平成２９年３

月３１日までに、新たに契約締結する案件（建設工事に限る。）に係る前払金（中間前払金を含まな

い。）で、平成２９年３月３１日までに払出しが行われるものを対象として、前払金の使途について、

「現場管理費（労働者災害補償保険料を含む。）及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費

用（保証料を含む。）」を追加するとともに、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の１０

０分の２５である旨を規定した。

20 破産法等に基づく契約解除に伴う違約金の取扱いについて    平成２８年１２月から実施

契約が解除された場合等の違約金について、破産法等に基づく解除により、受注者がその債務の

履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となっ

た場合を追加し、違約金の取扱いを明確にするため、契約約款等を改正した。

21 工事請負契約書等の制定について（石綿等に係る事前調査）    平成２９年２月から実施

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく建築物や工作物の解体・改

造・補修の作業をする際の事前調査等について、適正に実施するために明文化した工事請負契約書

等を新たに制定した。（建築部が工事担当課として発注する建設工事のみ）

22 労務単価の運用に係る特例措置の適用実施         平成２９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２９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。

23 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２９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。

24 前金払制度及び中間前金払制度における支払限度額の見直し  平成２９年４月から実施

受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、前払金及び中間前払金の支払限度額を見直す。

建設工事：（前払金）契約金額の４割を超えない範囲内（限度額なし）

（中間前払金）契約金額の２割を超えない範囲（限度額なし）

工事関連業務：（前払金）契約金額の３割を超えない範囲（限度額なし）

25 建設工事に係る前払金使途の拡大の延長             平成２９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２９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３０年３月３１日まで延長することとした。

【電子入札】

電子入札に係るシステムを新システムに移行        平成２７年４月から実施

堺市電子調達・電子登録システム等、電子入札に係るシステムについて、ハードウェア、ソフト

ウェアを所有しない新システム（ASP、SaaS 型）に切り替えた。



【その他】

１ 堺市優良建設工事施工者表彰制度の見直し        平成２６年度から実施

  ○表彰基準の見直し

・「業種別（※１）」かつ「工事規模別（※２）」に分けた区分ごとに表彰対象工事を選定

・区分ごとに工事件数率（※３）に応じ表彰件数を定め、工事成績評定が優秀な工事から順に表

彰対象工事を選定（工事成績評定点が同点の場合は、表彰件数にかかわらず全件表彰対象工事

とする。）

・工事成績評定点が８５点以上の工事は全件表彰対象工事とする。

・工事成績評定点が８０点未満の工事は表彰対象工事から除く。

（※１）土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事、配水管工事、その他工事

別とする。

（※２）予定価格が６千万円以上の工事と予定価格が２５０万円を超え６千万円未満の工事で区分

する。

（※３）前年度に完成した工事（予定価格が２５０万円以下の工事を除く。）に対する、当該区分ご

との工事件数の割合をいう。

○表彰結果の活用

「堺市優良建設工事施工者」としての表彰実績を、総合評価落札方式の評価項目として活用

２ 堺市入札監視等委員会の会議開催回数の変更       平成２８年１１月から実施

   入札監視等委員会の開催回数を年３回から年２回に変更する。運営方法において、事務改善を

図った結果、年間の審議件数を減らすことなく、開催回数を削減した。

３ 上下水道局における入札・契約事務の分離           平成２９年４月から実施

   入札・契約事務の効率化を目指し、従前は、上下水道事業管理者が発注する工事等にかかる発注

見通し・入札参加資格等審査委員会での審議・事前審査・事後審査・入札参加停止等の事務を可能

な限り一元化し、契約課にて行っていたが、上下水道事業管理者より、地方公営企業の業務に関す

る契約事務について、管理者の責務として自ら行いたいとの提案があったため、平成２９年４月以

降、上記事務を上下水道局において行うこととした。


