
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

平成２９年度 入札・契約制度の改正について 
 

 

１ 入札参加資格の認定について 

２ 社会保険等未加入対策の実施について 

３ 主任技術者等の兼務制限の緩和について 

４ 発注者の解除権に係る建設工事請負契約約款等の一部改正について 

５ 予定価格の事後公表について 

６ 建設工事等の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の一部改正について 
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１ 入札参加資格の認定について 

 
（１）平成２９・３０年度の入札参加資格認定業者数は次のとおりです。 

 市内及び準市内業者（うち準市内業者） 市外業者 合 計 
建設工事 ４８ （２） ５７４ ６２２ 
コンサル ４ （－） ３４６ ３５０ 
合 計 ５２ （２） ９２０ ９７２ 

 
（２）入札参加資格業者の認定にあたり、入札参加者の十分な確保と適正な発注を

行うため建設工事の種類別格付基準を、次のとおり改正します。 
（ア）土木一式工事 

格付 格付基準（現 行）  格付基準（改正後） 
Ａ 総合数値 ８００以上 ８５０以上 

技術者 １級２人以上を含め３人以上 １級２人以上を含め３人以上 
Ｂ 総合数値 ６５０以上８００未満 ７３０以上８５０未満 

技術者 １級１人以上を含め２人以上 １級１人以上を含め２人以上 
Ｃ 総合数値 ６５０未満 ７３０未満 

技術者 １級又は２級１人以上 １級又は２級１人以上 
準市内 技術者 １級又は２級１人以上 １級又は２級１人以上 

 
（イ）土木（下水道） 

格付 格付基準（現 行）  格付基準（改正後） 
Ａ 総合数値 ８００以上 ８５０以上 

技術者 １級２人以上を含め３人以上 １級２人以上を含め３人以上 
Ｂ 総合数値 ６５０以上８００未満 ７３０以上８５０未満 

技術者 １級１人以上を含め２人以上 １級１人以上を含め２人以上 
Ｃ 総合数値 ６５０未満 ７３０未満 

技術者 １級又は２級１人以上 １級又は２級１人以上 
準市内 技術者 １級又は２級１人以上 １級又は２級１人以上 
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◇総合数値とは、下記の算定式により算出したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）解体工事の発注について 

 平成２８年６月１日から、建設業許可に係る業種区分に「解体工事業」が追

加され、今回より入札参加資格認定業種に「解体工事」を追加していますが、

府中市においては、引き続き下記の経過措置を行います。 
 
  ○解体工事に係る入札参加資格要件 
 
 
 
 
 
 
 

  

総合数値＝経審評定値＋主観数値
主観数値 ＝ 工事成績平均数値（α）＋指名除外数値（β）＋その他の数値

補正係数
1

Ａ：各工事の工事成績評定点－６５ 2
Ｂ：各工事の最終契約金額補正係数 3

4
対象期間：平成27年1月1日から平成28年12月31日 5

対象期間：平成27年1月1日から平成28年12月31日

　 その他数値
①建設業労働災害防止協会加入に関する事項 2点
②エコアクション21の認証又はISO14005を取得に関する事項 2点
③障害者雇用に関する事項 2点
④地域防災活動に関する事項 2点
⑤社会維持管理活動に関する事項 2点
⑥次世代育成支援に関する事項 2点
⑦消防団協力事業所の認定に関する事項 2点
⑧協力雇用主の登録に関する事項 2点
⑨土木施工CPDS学習単位数に関する事項 80以上： 10点
　　　（土木一式、舗装、水道施設） 60以上80未満： 8点

40以上60未満： 6点
20以上40未満： 4点
1以上20未満： 2点

対象期間：平成26年4月1日から平成28年3月31日

300万円以上500万円未満
α＝ Ａ1×Ｂ1+Ａ2×Ｂ2・・・・・・・+Ａｎ×Ｂｎ

 ×３
Ｂ1+Ｂ2・・・・・・+Ｂｎ

最終契約金額補正係数

500万円以上1000万円未満
1000万円以上5000万円未満

5000万円以上2億円未満
2億円以上

β＝ 指名除外月数×（-8）

平成２９・３０年度府中市建設工
事競争入札参加資格者として認定
されている業種

「解体工事」又は「とび・土工・コンクリート工事
（平成２８年６月１日時点でとび・土工工事業の建
設業の建設業許可を有する場合に限る。）」

解体工事業の技術者要件
とび・土工工事業の技術者（既存の者に限る。）も
解体工事業の技術者とみなされます。
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２ 社会保険等未加入対策の実施について 

 
１ 趣旨 

  建設業者の社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）の加入促進を

図り、技能労働者の労働環境の改善を図るため、市発注工事における社会保険等

未加入対策を実施します。 
 
２ 取組内容 

社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止 

受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止しま

す。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情が

ある場合を除き、受注者に対して次の措置を行います。  
措   置 内   容 

指名除外の措置 契約違反に該当し、１か月(最大４か月)の指名除外を行う。 
工事成績評定点の減点 指名除外措置に伴い、１３点(最大２０点)の減点を行う。 
建設業許可行政庁への通報 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。 

 
二次以降の下請業者について、社会保険等に未加入であることが判明した場合

は、引き続き建設業許可行政庁へ通報することとします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

なお、建設業許可の有無に関わらず、建設工事を下請する業者と締結する契約

が対象となります。建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運

搬業務、警備業務等は対象外です。 
 
３ 受注者による社会保険等の加入状況の確認 

（１）確認方法 
ア 下請契約の締結前に、相手方の社会保険等への加入状況を、保険料の領収

済通知書等により確認してください。（適用除外の場合、除外事由を相手方か

ら資料等で確認してください。） 
イ 契約締結後、施工体制台帳を作成し、担当課へ写し（契約書等含む。）を提

出してください。 

（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等）

第７条の２　受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条

　第３項に規定する建設業者及び同法第３条第１項ただし書きの政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業

　とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（同法第２条第４項に

　規定する下請契約をいい、受注者が直接締結するものに限る。以下同じ。）の相手方としてはならない。

　（１）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　（２）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　（３）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

２　前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難と

　なる場合その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合は、当該社会保険等未加入建設業

　者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険

　未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を発注者に提出しなけれ

　ばならない。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【建設工事請負契約約款】H29.4.1改正
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（２）特別の事情について 
   市が「特別な事情」があると認めた場合は、市が指定する期間（１か月）内

に当該建設業者が社会保険等に加入することを条件に、一次下請契約が認めら

れます。 
 

「特別な事情」とは 

      特殊な技術、機器又は設備等（以下「特殊技術等」という。）を必要とする工事で、 
特殊技術等を有する者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達する事ができない 
ことや、その下請業者でなければ目的を達することが困難となることが明らかな場合 
をいいます。 

「特別の事情」に該当しないと考えられる例 

・長年の元下関係があり他の業者では施工のマネジメントが出来ない場合 
・発注者との契約締結前にあらかじめ下請契約を締結していた場合 
・他の下請業者を探す時間的余裕がなかった場合 
・過去に同一箇所の工事を行った際に、下請として施工していた場合 

 
４ 施行期日 

  平成２９年４月１日以降に発注する工事から実施します。 
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３ 主任技術者等の兼務制限の緩和について 

 

１ 趣旨 

入札の不調・不落を防止し工事執行の円滑化かつ効率化を図るために適用して

いる主任技術者・現場代理人の兼務制限の緩和措置の内容を次のとおり変更します。 
 
２ 内容 

兼務制限
請負金額
（税込）

兼務制限

※１

※２ 公告等で専任配置を求める場合を除く。
※　 建築一式工事の場合は、3500万円を7000万円に読み替える。
※ 低入札対象工事において、専任の配置が必要となった低入札技術者について

は、兼務制限の緩和の対象外とする。

３件以内※２ ３件以内※２

500万円

↑

130万円

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（資材の調達を一括で行う場合を含む。）
場合を除く。

　上記の兼務制限にかかわらず、500万円以上3,500万円未満の工事については、主
任技術者又は現場代理人として配置されている工事（主任技術者と現場代理人を兼
務している場合も含む。）の件数は３件までとする。

130万円
兼務制限なし

兼務制限なし

主任技術者 現場代理人

3500万円
兼務不可※１兼務不可※１

請負金額
（税込）

3500万円

（災害復旧工事に係る
　現場代理人の件数を除く）

（災害復旧工事に係る
　現場代理人の件数を除く）

 
 
３ 関係書類 

  今回の変更に伴い、提出書類の様式を変更します。 
（１）現場代理人・主任技術者等指名（変更）届 
（２）誓約書 
（３）現場代理人兼務申請書→現場代理人兼務届出書 
   

①「現場代理人・主任技術者等指名(変更)届」と一緒に提出してください。 

②手持ち工事について、現場代理人としてだけでなく、主任技術者として 

配置されている場合にも提出が必要となります。 

③位置図等の添付は必要ありません。 

 
４ 施行期日 

  平成２９年４月１日から実施します。 

「現場代理人兼務届出書」について 
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現場代理人の兼務と主任技術者等の配置について（例示） 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

◆すべて１３０万円未満の場合

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ ○

○ ○ ○

◆すべて１３０万円以上５００万円未満場合

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ ×

○ ○ × → ○

※１：

◆すべて５００万円未満の場合

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ ○

○ ○ ○

※２：
◆５００万円を超える場合

○：兼務可能

Ｙさん Ｚさん ×：兼務不可

△ △ ○ ○ △：当該工事で現場代理人と

△ △ ○ ○ 　　兼務する場合は、×

：今回改正箇所

Ｙさん

× → ○

○

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ ×

○ ○ ×

※３：

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ × ※１

○ ○ ○

Ｙさん Ｙさん Ｙさん

○ ○ ○

○ ○ ○主任技術者 Ｙさん 主任技術者 主任技術者 主任技術者

※３

※２

すでに500万円以上の工事に現
場代理人又は主任技術者として
３件兼務しているので兼務不可

請負金額：６００万円 請負金額：７００万円 請負金額：１００万円

請負金額：５００万円 ② － ③

現場代理人 Ｙさん 現場代理人 現場代理人 現場代理人

現場代理人 現場代理人

主任技術者 Ｙさん 主任技術者 主任技術者 主任技術者

Ｉ工事 Ｊ工事 Ｋ工事 Ｂ工事

Ｋ工事 Ｇ工事

① 請負金額：６００万円 請負金額：７００万円 請負金額：２００万円

請負金額：５００万円 ② － ③

現場代理人 現場代理人

主任技術者 Ｚさん 主任技術者 主任技術者 主任技術者

Ｋ工事 Ｌ工事

① 請負金額：６００万円 請負金額：７００万円 請負金額：８００万円

請負金額：５００万円 ② － ③

（手持ち工事）

現場代理人 Ｙさん 現場代理人

主任技術者 Ｙさん 主任技術者

Ｈ工事 Ｆ工事

① 請負金額：４００万円

請負金額：６００万円 ②

Ｉ工事 Ｊ工事

現場代理人 Ｙさん 現場代理人

Ｉ工事 Ｊ工事

現場代理人 Ｙさん 現場代理人

①

主任技術者 Ｚさん 主任技術者

① 請負金額：６００万円

請負金額：３００万円

現場代理人 Ｙさん 現場代理人

主任技術者 Ｙさん 主任技術者

Ｅ工事 Ｈ工事

Ｅ工事 Ｆ工事 Ｄ工事 Ｇ工事

① 請負金額：４００万円 請負金額：５０万円 請負金額：２００万円

主任技術者 主任技術者

請負金額：３００万円 ② － ③

現場代理人 Ｙさん 現場代理人 現場代理人 現場代理人

現場代理人 Ｙさん 現場代理人 現場代理人 現場代理人

主任技術者 Ｙさん 主任技術者 主任技術者 主任技術者

請負金額：２００万円 請負金額：２００万円

請負金額：３００万円 ② ③ ④

主任技術者 Ｙさん 主任技術者 主任技術者 主任技術者

Ｅ工事 Ｆ工事 Ｇ工事 Ｈ工事

Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事 Ｄ工事

－ 請負金額：１００万円 請負金額：１１０万円 請負金額：５０万円

→

Yさんは、すでに130万円以上の
工事の現場代理人を３件兼務し
ているので兼務不可

※１

130万以上の工事が３件目なの
で兼務可能

請負金額：８０万円 － － －

現場代理人 Ｙさん 現場代理人 現場代理人 現場代理人

① 請負金額：４００万円

現場代理人：請負金額3,500万円未満の場合に３件まで兼務することができる。ただし、130万円

未満の場合は兼務の件数制限はなし。 

主任技術者：請負金額3,500万円未満の場合に３件まで兼務することができる。ただし、500万円

未満の場合は兼務の件数制限はなし。 

※上記の兼務制限の件数にかかわらず、500万円以上3,500万円未満の工事については、現場代理

人又は主任技術者として配置される工事（現場代理人と主任技術者を兼務している場合も含

む。）の件数は３件までとする。 

 

・ここでは、Ｙ、Ｚとも有資格者であると想定し、左から右に契約をすると仮定する。 

・次のパターンは、それぞれの工事とＹ、Ｚの保有資格が適合していることを前提としている。 



 

7 
 

４ 発注者の解除権に係る建設工事請負契約約款等の一部改正について 

 
１ 概要 

  破産法（平成１６年法律第７５号）等の規定に基づき破産管財人等が契約を解

除した場合でも、発注者の違約金請求権が発生するよう、建設工事請負契約約款

等を改正します。 
 
２ 改正内容 

（１）建設工事請負契約約款 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）業務委託契約約款 
   第４３条に上記（１）と同様の規定を追加します。 
（３）建築設計業務委託契約約款 
   第４６条に上記（１）と同様の規定を追加します。 

 
３ 適用時期 

平成２９年４月１日以降に、入札公告又は指名通知を行う案件に適用します。 

改正後 改正前

第１条～第４２条　（略）

（発注者の解除権）

第４４条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

　契約を解除することができる｡

　(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手し

　　ないとき。

　(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期

　　経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認め

　　られるとき。

　(3)第１０条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。

　(4)前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約

　　の目的を達することができないと認められるとき。

　(5)第４６条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

２　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代

　金額の１０分の１（受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをし

　た者であるときは、１０分の３）に相当する額を違約金として発注者

　の指定する期間内に支払わなければならない。

　(1)前項の規定によりこの契約が解除された場合

　(2)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

第１条～第４２条　（略）

（発注者の解除権）

第４４条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

　契約を解除することができる｡

　(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手し

　　ないとき。

　(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期

　　経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認め

　　られるとき。

　(3)第１０条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。

　(4)前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約

　　の目的を達することができないと認められるとき。

　(5)第４６条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

２　前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者

　は、請負代金額の１０分の１（受注者が調査基準価格を下回る価格で

　申込みをした者であるときは、１０分の３）に相当する額を違約金と

　して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該

　当する場合とみなす。

　(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産

　　法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人

　(2)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社

　　更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人

　(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事

　　再生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務

　　者等

４　第２項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又は

　これに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約

　保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第４４条の２　発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれ

　かに該当するときは、契約を解除することができる。

　(1)～(5)（略）

２（略）

３　前条第２項及び第４項の規定は、前２項の規定により契約を解除し

　た場合について準用する。この場合において同条第２項中「請負代金

　額の１０分の１（受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした

　者であるときは１０分の３）」とあるのは、「請負代金の１０分の

　１」と読み替えるものとする。

第４４条の３～第５２条（略）

３　前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこ

　れに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保

　証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第４４条の２　発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれ

　かに該当するときは、契約を解除することができる。

　(1)～(5)（略）

２（略）

３　前条第２項及び第３項の規定は、前２項の規定により契約を解除し

　た場合について準用する。この場合において同条第２項中「請負代金

　額の１０分の１（受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした

　者であるときは１０分の３）」とあるのは、「請負代金の１０分の

　１」と読み替えるものとする。

第４４条の３～第５２条（略）
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５ 予定価格の事後公表の試行について 

 
１ 趣旨 

  競争入札に付する建設工事について、入札の透明性の確保や公正な競争の促進

を図るため、予定価格の事後公表を行うことによる影響や効果を検証することを

目的に、引き続き予定価格の事後公表を試行します。 
 
２ 対象工事 

（１）設計金額１億円以上の土木一式工事 
（２）設計金額１億円以上の舗装工事 

   ※必要に応じ、上記以外の建設工事についても、試行対象とすることがあります。 
 

３ 事後公表の方法 

  対象工事の落札者決定後、入札結果の公表をもって行います。 
 
４ 適用時期 

平成２９年４月１日以降に、入札公告又は指名通知を行う案件に適用します。 
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６ 建設工事等の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の一部改正について 

 
 
  公共工事等の品質確保及び担い手の賃金を適切に確保する観点から、最低制限

価格及び低入札調査基準価格の算定方法を次のとおり改正します。 
 
１ 建設工事 

予定価格算出の基礎となった設計金額を当てはめて算出した各工事費目の金

額に、次の（１）～（４）により算定した額の合計額（注）に１００分の１０８を

乗じて得た額 
    （注）最低制限価格（１万円未満の端数がある場合は、切り上げる。） 
       調査基準価格（１０万円未満の端数がある場合は、切り上げる。） 

（１）直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 
（２）共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 
（３）現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 
（４）一般管理費等の額に１００分の５５を乗じて得た額 

   ※予定価格の７０％に満たない場合は予定価格の７０％に、また、予定価

格の９０％を超える場合は予定価格の９０％の額とします。 
 
２ 測量及び建設コンサルタント等業務 

予定価格算出の基礎となった設計金額に基づき、（１）から（５）に掲げる式

により得た額（注）に１００分の１０８を乗じて得た額 
    （注）最低制限価格（１万円未満の端数がある場合は、切り上げる。） 
       調査基準価格（１０万円未満の端数がある場合は、切り上げる。） 

（１）測量業務 
    直接測量費＋測量調査費＋諸経費×４８％ 

（２）建築関係建設コンサルタント業務 
    直接人件費＋特別経費＋技術料等経費×６０％＋諸経費×６０％ 

（３）土木関係建設コンサルタント業務 
    直接人件費＋直接経費＋その他原価×９０％＋一般管理費×４８％ 

（４）地質調査業務 
    直接調査費＋間接調査費×９０％＋解析等調査業務費×８０％ 

＋諸経費×４５％ 
（５）補償関係設コンサルタント業務 

    直接人件費＋直接経費＋その他原価×９０％＋一般管理費×４５％ 
   ※予定価格の７０％に満たない場合は予定価格の７０％に、また、予定価

格の８５％を超える場合は予定価格の８５％の額とします。 
 
３ 適用時期 

平成２９年４月１日以降に、入札公告又は指名通知を行う案件に適用します。 
 


