
 
様式２ 

 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名 企画・財務専門部会 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い(財務･会計関係) 関係項目 建設工事等指名競争入札業者選定事務 

 
 調整の内容 堺市の例に合わせる。但し、一定の経過措置を設けることを検討する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：建設工事等指名競争入札業者選定事務 
 
◇内容：希望制指名競争入札及び指名競争入札制度を採用

している。 
 
・希望制指名競争入札 
【対象工事等】 
 予定価格が１００万円を超え１２億円以下の建設工事及

び５０万円を超える工事関連業務。 
【選定方法等】 
 工事毎に堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮り

設定した募集条件により参加者を募集し、条件に該当する

応募者すべてを指名業者として選定する。 
 
・指名競争入札 
【対象工事等】 
 緊急等の場合に限り実施。 
 
【選定方法等】 
 工事毎に堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮り

指名業者を選定する。 
 

◇名称：建設工事等指名競争入札業者選定事務 
 
◇内容：指名競争入札制度を採用している。 
 
 
・希望制指名競争入札 
 採用していない。 
  
  
  
  
  
  
 
・指名競争入札 
【対象工事等】 
 設計金額が１３０万円以上の工事及び５０万円を超える

工事関連業務。 
【選定方法等】 
 美原町建設工事等請負業者選定委員会において、町が発

注する建設工事等の入札に参加しようとする業者の入札参

加資格を審査し、指名業者を選定する。 
 ただし、土木、建築とも一定規模以下の工事については、

すべて町内業者の中から選定する。 

 堺市の例に合わせる。 
 
 ただし、美原町地域内の工事（２億円

以上の大規模工事を除く）については、

合併後５年間は特例期間として、美原町

の現行の入札制度を維持する。 

 



事務事業
　

専門部会名  企画・財務専門部会　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事、測量・建設コン
サルタント入札参加資格審
査・登録・格付け事務

建設工事、測量・建設コン
サルタント入札参加資格審
査・登録・格付け事務

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事、測量・建設コン
サルタント入札参加資格変
更事務

建設工事、測量・建設コン
サルタント入札参加資格変
更事務

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事一般競争入札参
加資格設定・審査事務

建設工事一般競争入札参
加資格設定・審査事務

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事等入札参加有資
格者指名停止事務

建設工事等入札参加有資
格者指名停止事務

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事請負契約に関す
る電算処理事務

建設工事請負契約に関す
る電算処理事務

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事等入札の執行に
関すること

建設工事等入札の執行に
関すること

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事等契約締結に関
すること

建設工事等契約締結に関
すること

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事議案の調整について 工事議案の調整について 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

建設工事等入札契約情報
の提供に関すること

建設工事等入札契約情報
の提供に関すること

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事代金支払事務 工事代金支払事務 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事検査事務 工事検査事務 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。但し、美原町契約分は、竣
工まで美原町制度で実施する。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事着工書類の整備 工事着工書類の整備 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事施工証明書の発行 工事施工証明書の発行 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事完成検査 工事完成検査 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。但し、美原町契約分は、竣
工まで美原町制度で実施する。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事出来高検査 工事出来高検査 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。但し、美原町契約分は、竣
工まで美原町制度で実施する。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

工事臨時検査 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市委託事務入札参加資
格審査・認定・登録

町委託事務入札参加資格
審査・認定・登録

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。



事務事業
　

専門部会名  企画・財務専門部会　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

委託業務の業者選定、積
算等

委託業務の業者選定 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市委託業務監督検査要
綱の運用に関すること

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

委託事務の改善 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

委託業務の見直し 委託業務の見直し 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

委託業務の入札化の推進 委託業務の入札化の推進 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

物品の購入及び物品修繕 物品の購入及び修繕 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

単価契約物品の購入契約 単価契約物品の購入契約 堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

物品競争入札参加資格審
査・認定・登録

物品競争入札参加資格審
査・認定・登録

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

物品購入にかかる事務処
理

物品購入にかかる事務処
理

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

グリーン購入基本計画の策
定

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

ガソリンの契約・支払等に
関すること

ガソリンの契約・支払等に
関すること

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。



関係団体、組織等
　

専門部会名  企画・財務専門部会　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市建設工事入札参加資
格等審査委員会

美原町建設工事等請負業
者選定委員会

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

大阪府公共工事契約事務
連絡会

大阪府公共工事契約事務
連絡会

堺市制度で実施 　継続して加入する。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市建設工事暴力団対策
委員会

美原町建設工事暴力団対
策委員会

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市建設工事等業者適正
化対策連絡会

美原町建設工事入札・契
約制度改善検討委員会

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市低入札価格審査委員
会

堺市制度で実施 　堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

大阪府市町村公共工事検
査業務連絡協議会

大阪府市町村公共工事検
査業務連絡協議会

堺市制度で実施 　継続して加入する。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市委託事務指名業者等
選定審査委員会

美原町建設工事等請負業
者選定委員会

堺市制度で実施   堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（財務・会計関係）

堺市物品調達指名業者等
選定審査委員会

美原町建設工事等請負業
者選定委員会

堺市制度で実施   堺市の例に合わせる。


