
 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札制度の変更について 
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１ 趣旨 

地域における精通性を有する地元建設業者の育成を図るとともに緊急地域経済対策として、入札契約手

続期間の短縮を図り、速やかに発注するため平成２３年度の時限措置を平成２４年度も継続する。 

 

２ 内容 

地域経済が低迷する中で、地元建設業者育成を図るため、平成２３年度に引き続き請負対象設計金額３

千万円以上の工事を条件付一般競争入札とし、３千万円未満の工事を指名競争入札とする。 

１ 一般競争入札の範囲について 

 

 



 

 

 

１ 趣旨 

市内建設業者への技術移転による技術力及び競争力の強化を推進するため、特定建設工事共同企業体の

取扱を改正する。 

 

２ 内容 

(1) 特定建設工事共同企業体の対象工事を、次のとおり変更する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 特定建設工事共同企業体の構成員・組合せを、次のとおり変更する。 

 

変更前 変更後 

  

工事金額 構成員数 組合せ 

概ね10億円以上20億円未満 ２者 AA又はAB 

概ね20億円以上30億円未満 
３者 

AAA又はAAB 

概ね30億円以上50億円未満 AAA 

※設備工事については、工事金額を1/2に読み替える。 

特定共同企業体の構成員の資格要件及び組合せは、次のとおりとす

る。 

(1) 対象工事に対応する建設工事の種類の資格審査を受けた資格者

（以下「有資格者」という。）の組合せとする。 

(2) 組合せは、最上位等級に格付けされた有資格者同士の組合せ又

は最上位等級に格付けされた有資格者と第２位等級に格付けさ

れた有資格者の組合せとする。 

ただし、施工技術上等特段の必要性がある場合には、第３位

等級に属するものが構成員となることができる。 

 (3) 組合せにおいて、第２位等級以下に格付けされた有資格者の数

は、総構成員数の２分の１を上回ってはならない。 

 

区 分 変更前 変更後 

土木工事 概ね 10億円以上 概ね 5億円以上 

建築工事 概ね 10億円以上 概ね 5億円以上 

設備工事 概ね 5億円以上 概ね 2.5億円以上 

２ 特定建設工事共同企業体の取扱いについて 

 

 



 

３ 総合評価（地域実績評価型）の試行について 

 

１ 趣旨 

  従来試行してきた特別簡易型総合評価方式を地域実績評価型の総合評価方式に変更し、総合評価方式の

適用基準の明確化を図る。 

 

２ 評価項目（例）  

 

企業の施工能力 

同種同規模工事の施工実績 

工事成績評定点の平均点 

品質マネジメントシステム(ISO9001取得) 

環境マネジメントシステム(ISO14001取得) 

配置予定技術者の能力 

主任(監理)技術者の保有する資格 

主任(監理)技術者の同種同規模工事の施工経験の有無 

施工経験工事の従事役職 

継続教育(CPD)の取組み 

地域精通性 
市内への本店の有無 

企業の地域貢献実績 

災害協定締結の有無 

災害協定締結に基づく緊急出動実績 

重機の保有状況 

市内企業の活用計画割合 

市内企業からの資材調達割合 

道路維持又は道路除雪の実績（廿日市市内における

国、広島県又は本市のもの） 



 

 

１ 趣旨 

工事種類に応じた工事の品質を確保するため、次の見直しを図る。 

(1) 最低制限価格制度における「最低制限価格」及び低入札価格調査制度における「調査基準価格」及び

「数値的判断基準」の算出に用いる「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」

の算出方法を見直す。 

(2) 低入札価格調査制度における「数値的判断基準」を見直す。 

  

２ 「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」の算出（廿日市市低入札価格調査

制度事務取扱要領「別表」）の説明 

「最低制限価格」、「調査基準価格」及び「廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要領」の別記「適正な

履行確保の基準」における「数値的判断基準」（以下「最低制限価格等」）の算出で用いる「直接工事費」、

「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」の算出は次の手順により行う。 

なお、「直接工事費」、「共通仮設費積上分」、「共通仮設費率分」、「現場管理費」、「一般管理費等」の定

義については、「農林水産省土地改良工事積算基準」、「治山林道必携」、国土交通省作成の「港湾請負工事

積算基準」、国土交通省監修の「下水道用設計標準歩掛表」、「公共建築工事積算基準」及び広島県作成の

「土木工事標準積算基準書」によることとする。 

(1) 設計図書内の総括情報表又は仕様書を参考にし、発注工事がどの工事に分類されるかを確認する。 

(2) 該当する工事の種類別に、「設計書（仕様書）に基づく工事費内訳」を「最低制限価格等の算出式に用

いる工事費内訳」に組み替え（置き換え）する運用基準が「廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要領」

の別表（以下「別表」）に、それぞれの工事費内訳毎に記載されている。 

参考例 

①  工事の種別が別表の「土木工事」の場合 

「設計書（仕様書）に基づく工事費内訳」が、前記の「最低制限価格等の算出式に用いる工事費内

４ 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における算定方法等の見直しについて  



訳」と同一のため、「設計書（仕様書）に基づく工事費内訳」による金額をそのまま「最低制限価格等

の算出式に用いる工事費内訳」とし、最低制限価格等の算出式に用いて計算する。 

②  工事の種別が別表の「建築工事」の「建築（建築機械設備、建築電気設備を含む）」の場合 

「設計書（仕様書）に基づく工事費内訳」が、前記の「最低制限価格等の算出式に用いる工事費内

訳」と「直接工事費」と「現場管理費」において異なるため、「設計書（仕様書）に基づく工事費内

訳」による金額を全てそのまま「最低制限価格等の算出式に用いる工事費内訳」とし、最低制限価格

等の算出式に用いて計算することはできない。 

よって 

「最低制限価格等の算出式に用いる直接工事費」＝「設計書（仕様書）に基づく直接工事費×0.85

（小数点以下切捨て）」 

「最低制限価格等の算出式に用いる現場管理費」＝「設計書（仕様書）に基づく現場管理費＋設計

書（仕様書）に基づく直接工事費×0.15（小数点以下切捨て)」となる。 

なお、共通仮設費、一般管理費等については、同一となるため「設計書（仕様書）に基づく共通仮

設費及び一般管理費等」を「最低制限価格等の算出式に用いる共通仮設費及び一般管理費等」として

用いるが、上欄の計算により小数点以下を切捨てることによって「設計書（仕様書）に基づく工事費

内訳」の合計と「最低制限価格等の算出式に用いる工事費内訳」の合計に生じた端数は、「最低制限価

格等の算出式に用いる直接工事費」で調整する。 

 

３ 最低制限価格等の算出 

最低制限価格等の算出については、「２ 「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管

理費等」の算出（廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要領「別表」）の説明」で算出した「最低制限価

格等の算出式に用いる工事費内訳」を使用し、次の算出により求める。 



 

(1) 最低制限価格・調査基準価格 

現行 

最低制限基準額又は調査基準価格＝（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）×１０５／１００ 

なお、最低制限価格については最低制限基準額を下らない範囲で設定する 

ａ：当該工事の設計書（仕様書）に基づく直接工事費の額×０．９５（小数点以下を切捨て） 

ｂ：当該工事の設計書（仕様書）に基づく共通仮設費（積上分＋率分）の額×０．９（小数点以下を

切捨て） 

ｃ：当該工事の設計書（仕様書）に基づく現場管理費の額×０．６（小数点以下を切捨て） 

ｄ：当該工事の設計書（仕様書）に基づく一般管理費の額×０．３（小数点以下を切捨て） 

＊ 単価契約を除きａ＋ｂ＋ｃ＋ｄの合計額において千円未満の端数が生じる場合は、切り捨てる。 

＊ 最低制限価格及び調査基準価格が当該工事の予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合には、当

該工事の予定価格に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下を切捨て）とし、当該工事の予定価格に１０分

の７を乗じて得た額に満たない場合には、当該工事の予定価格に１０分の７を乗じて得た額（小数点以下を

切捨て）とする。 

     

変更後 

最低制限基準額又は調査基準価格＝（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）×１０５／１００ 

なお、最低制限価格については最低制限基準額を下らない範囲で設定する 

ａ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる直接工事費の額×０．９５（小数点以下を切捨て） 

ｂ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる共通仮設費（積上分＋率分）の額×０．９（小数点

以下を切捨て） 

ｃ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる現場管理費の額×０．６（小数点以下を切捨て） 

ｄ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる一般管理費の額×０．３（小数点以下を切捨て） 

＊ 単価契約を除きａ＋ｂ＋ｃ＋ｄの合計額において千円未満の端数が生じる場合は、切り捨てる。 

＊ 最低制限価格及び調査基準価格が当該工事の予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合には、当

該工事の予定価格に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下を切捨て）とし、当該工事の予定価格に１０分

の７を乗じて得た額に満たない場合には、当該工事の予定価格に１０分の７を乗じて得た額（小数点以下を

切捨て）とする。 

 



(2) 数値的判断基準 

現行 

数値的判断基準のいずれかを満たさない入札については、適正な履行がなされないおそれがあるものとし

て、当該基準を満たさない項目が判明した時点で調査を終了するものとする。 

・ 入札額の積上計上分が本市設計積上計上分工事費の７５％（小数点以下を切捨て）以上であること。 

・ 入札額の率計上分が本市設計率計上分工事費の３５％（小数点以下を切捨て）以上であること。 

 

 

変更後 

入札額が次の計算式で算出した工事費総額失格基準価格以上であること。 

工事費総額失格基準価格＝（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ） 

ａ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる直接工事費の額×０．７（小数点以下を切捨て） 

ｂ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる共通仮設費（積上分）の額×０．７（小数点以下を

切捨て） 

ｃ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる共通仮設費（率分）の額×０．５（小数点以下を切

捨て） 

ｄ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる現場管理費の額×０．５（小数点以下を切捨て） 

ｅ：当該工事の最低制限価格等の算出式に用いる一般管理費の額×０．３（小数点以下を切捨て） 

 



参考 （廿日市市低入札価格調査制度事務取扱要領「別表」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）土木工事に関する用語の定義：広島県土木工事標準積算基準書等による 

建築工事に関する用語の定義：公共建築工事積算基準による 

下水道工事に関する用語の定義：下水道用設計標準歩掛表による 

水道工事に関する用語の定義：厚生労働省水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表による 

発注する工事の分類については、設計図書内の総括情報表又は仕様書による 

*の値を乗じて得た額は小数点以下を切捨てとし、切捨てにより本表による計算前の設計金額との間に生じた端数は、本表の直接工事費で調整する

工 事 の 種 類 
工 事 費 内 訳 

直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等 

土
木
工
事 

土木工事 直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等 

建
築
工
事 

建築（建築機械設備、建築

電気設備を含む） 

直接工事費×*0.85 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費＋直接工事費×

*0.15 

一般管理費等 

建築（昇降機設備工事その

他の製造部門を持つ専門工

事業者を対象とする工事） 

直接工事費×*0.8 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費＋直接工事費×

*0.2 

一般管理費等 

下
水
道 

工
事 

下水道電気設備 

下水道機械設備 

直接工事費（機器

費含む） 

共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等 

水
道
工
事 

厚生労働省水

道施設整備費

国庫補助事業

に係る歩掛表

で積算した工

事 

土木工事 

電気設備 

工事 

機械設備 

工事 

直接工事費（機器

費含む） 

共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等 



 

 

 

１ 趣旨 

地元業者の保護、育成を図るため一般競争入札における受注業者の資材調達について、

市内業者の活用の促進を強化する。 

 

２ 内容 

一般競争入札受注業者が市外業者から主要資材の購入をした場合、市内業者の方が価

格が高いという理由の場合は、「市外業者を下請け業者（又は主要資材購入先）とする

理由書」に併せて、見積書の提出を求めることとする。 

５ 一般競争入札において落札した工事の資材調達について 

 

 



 

 

 

１ 趣旨 

公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、建設工事請負契約約款を改正する。 

  

２ 内容 

(1) 略称表記の廃止  

「甲」・「乙」の略称表記を廃止し、「発注者」・「受注者」と表記する。  

(2) 工期延長に伴う増加費用の負担の明確化  

受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に完成することができないと

きは工期を延長すること、また、その工期延長について発注者に帰責事由がある場合

（例えば、監督員が立会などに応じず工期延長に及ぶ場合）は費用を負担することを

明確化する。  

(3) 暴力団排除の徹底  

受注者が暴力団等と下請契約又は資材、原材料の購入その他の契約を締結しており、

発注者が当該契約の解除を求めてもこれに従わない場合、または相手方が暴力団等と

知りながら当該契約を締結したと認められる場合は、受注者との契約を解除すること

ができるものとする。  

(4) 現場代理人の常駐義務の緩和  

現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、かつ、連絡体制が確保される

と認めた場合には、工事現場への常駐を要しないこととすることができるものとする。  

 

 

 

６ 建設工事請負契約約款の改正について  

現場代理人の常駐緩和については、建設部監理課へ確認してくだ

さい 

 



   

 

 

１ 趣旨 

指名競争入札及び一般競争入札の設計図書等の購入について、入札参加業者の利便性

を図るため、廿日市商工会議所、佐伯商工会に加え大野町商工会でも複写販売すること

とする。 

 

２ 内容 

一般競争入札案件 

現行 

廿日市市ホームページからダウンロードした「設計図書等購入申込書

（ＦＡＸ送信票）」に必要事項を記入し、廿日市商工会議所又は佐伯商工会

にＦＡＸし、廿日市商工会議所又は佐伯商工会へ電話でＦＡＸ到達及び申

込内容を確認後、販売可能な日以降に設計図書等を購入 

     

変更後 

廿日市市ホームページからダウンロードした「設計図書等購入申込書

（ＦＡＸ送信票）」に必要事項を記入し、廿日市商工会議所、佐伯商工会又

は大野町商工会にＦＡＸし、申し込み先へ電話でＦＡＸ到達及び申込内容

を確認後、販売可能な日以降に設計図書等を購入 

 

指名競争入札案件 

現行 

電子入札システムで指名通知を受領し、廿日市市ホームページからダウ

ンロードした「設計図書等購入申込書（ＦＡＸ送信票）」に必要事項を記入

し、廿日市商工会議所又は佐伯商工会にＦＡＸし、申し込み先へ電話でＦ

ＡＸ到達及び申込内容を確認後、販売可能な日以降に設計図書等を購入し

「入札条件（書面）」を受け取る 

     

変更後 

電子入札システムで指名通知を受領し、廿日市市ホームページからダウ

ンロードした「設計図書等購入申込書（ＦＡＸ送信票）」に必要事項を記入

し、廿日市商工会議所、佐伯商工会又は大野町商工会にＦＡＸし、申し込

み先へ電話でＦＡＸ到達及び申込内容を確認後、販売可能な日以降に設計

図書等を購入し「入札条件（書面）」を受け取る 

 

７ 設計図書等の購入申し込み方法について 

 



   

 

 

 

１ 趣旨 

建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経

済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、建設業の資

金調達の円滑化を図るため 下請セーフティネット債務保証事業及び地域建設業経営強

化融資制度を導入する。 

  

２ 内容 

本市において今回導入した制度は次の二本立てであり、両制度はいずれかを選択して

利用できる。 

(1) 下請セーフティネット債務保証事業 

(2) 地域建設業経営強化融資制度 

 

 下請セーフティネット債務保証事業 地域建設業経営強化融資制度 

保証事業会社の保

証による金融機関

からの直接融資 

なし。 出来高の範囲内での債権譲渡先からの融資に

加えて、保証事業会社の保証を得て金融機関

から直接融資を受けられる。 

下請保護方策 支払計画等の提出に加えて、債権譲渡契約にお

いて一定の特約を締結した場合、元請業者が倒

産したときは、債権譲渡先が元請業者に代わっ

て下請業者等へ代金支払いを行う。 

支払計画等の提出のみ。 

適用期限 なし。 平成２５年３月末までに限る。 

 

８ 地域建設業経営強化融資制度等の適用について  


