
 

平成 29年 4月 

 

平成２９年度水道局における入札・契約制度の改正について 

 

 本市では、入札・契約手続きの公平性・透明性・競争性をより一層確保するとともに、適正な履行

確保と事務の効率化を目指して入札・契約制度の改正を行って参りました。平成２９年度においても、

以下のとおり入札・契約制度について改正を行います。 

 

 

Ⅰ 最低制限価格について（建設工事・コンサルタント） 

 

最低制限価格の算出に用いるランダム係数の設定幅を次のとおり見直します。 

（低入札価格調査制度を適用する場合は、「最低制限価格」とあるのを「調査最低制限価格」と、「最

低制限基本価格」とあるのを「調査最低制限基本価格」と読み替えて適用します。） 

 

１ 実施時期 

平成２９年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より 

 

２ 対象工事等 

水道局において実施する建設工事及び建設関連コンサルタント業務の入札 

 

３ 変更内容 

 現行 変更後 

ランダム係数の

設定幅 

1.00000～1.00099（0.1%の幅） 1.00000～1.00495（約0.5%の幅） 

（別表「ランダム係数表」のとおり） 

最低制限価格の

算出方法 

最低制限基本価格 × ランダム係数 （変更なし） 

最低制限価格の

端数処理 

一円未満切り捨て （変更なし） 

※入札書に記載する金額は、従前どおり千円単位とします。 

 

４ その他 

⑴ 最低制限価格の特例について 

すべての入札金額が、最低制限基本価格にランダム係数を乗じて算出した価格を下回った場合

は、最低制限基本価格を最低制限価格として入札を執行するよう、最低制限価格の特例を設けま

す。（ただし、最低制限基本価格以上の入札がある場合に限る。） 

⑵ ランダム係数の決定方法等の変更について（平成２９年１０月予定） 

現在、ランダム係数は、「職員」または「入札参加業者」によるくじ引きにより決定していま

すが、今後、兵庫県電子入札共同運営システムを改修し、同システム内で入札書提出時間等によ

り決定するよう、決定方法を変更するとともに、システムの仕様に合わせてランダム係数表を変

更する予定です。（変更時期等については、後日、契約課ホームページでお知らせします。） 



 

Ⅱ 最低制限基本価格について（建設工事） 

 

 ・最低制限基本価格について算出方法の見直しを行います。 

 

１ 実施時期 

  平成２９年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より 

２ 対象 

  水道局において実施する建設工事の入札 

３ 内容 

【現行】※業種に応じて、表中の算出式を基準に最低制限基本価格を算出します。 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

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% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×95%＋[共通仮設費]×90%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×80%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×95%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×90%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×80%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×90%＋[現場管理費]×80%＋[一般

管理費]×55% 

 

 

 

【変更後】 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

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% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×95%＋[共通仮設費]×90%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×90%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×95%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×90%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×90%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×90%＋[現場管理費]×90%＋[一般

管理費]×55% 

※ これによることができない場合は、個別に設定します。 

※ 予定価格の各費目に率を乗じた額の合計額が予定価格の７０％を下回った場合は、予定価格

に７０％を乗じた額、９０％を超えた場合は、予定価格に９０％を乗じた額を最低制限基本価

格とします。 

※ 算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を最低制限基本価格

とします。 

 



 

Ⅲ 低入札価格調査制度について（建設工事） 

 

・調査基準価格及び調査最低制限基本価格の算出方法の見直しを行います。 

 

１ 実施時期 

   平成２９年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より 

２ 対象 

   水道局において実施する建設工事の入札 

３ 内容 

【調査基準価格】 

【現行】※業種に応じて、表中の算出式を基準に調査基準価格を算出します。 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

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% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×95%＋[共通仮設費]×90%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×80%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×95%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×90%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×80%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×90%＋[現場管理費]×80%＋[一般

管理費]×55% 

 

 

【変更後】 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

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% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×95%＋[共通仮設費]×90%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×90%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×95%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×90%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×90%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×90%＋[現場管理費]×90%＋[一般

管理費]×55% 

  ※ これによることができない場合は、個別に設定します。 

※ 予定価格の各費目に率を乗じた額の合計額が予定価格の７０％を下回った場合は、予定価格

に７０％を乗じた額、９０％を超えた場合は、予定価格に９０％を乗じた額を調査基準価格と

します。 

※ 算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を調査基準価格とし

ます。 



 

【調査最低制限基本価格】 

【現行】※業種に応じて、表中の算出式を基準に調査最低制限基本価格を算出します。 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

工事 

[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×75%＋[現場管理費]×75%＋[一般

管理費]×55% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×90%＋[共通仮設費]×75%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×75%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×90%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×75%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×75%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×85%＋[共通仮設費]×75%＋[現場管理費]×75%＋[一般

管理費]×55% 

 

  

 

【変更後】 

工事の種類 算出式 

土木･ほ装・鋼構造物･造園

工事 

[直接工事費]×90%＋[共通仮設費]×75%＋[現場管理費]×80%＋[一般

管理費]×55% 

建築･電気･管工事 
{直接工事費－(直接工事費×10%)}×90%＋[共通仮設費]×75%＋{現場

管理費＋(直接工事費×10%)}×80%＋[一般管理費]×55% 

設計金額の項目に機器費

を計上している機械設

備・電気設備工事等 

（プラント設備工事等） 

{(機器費×60%)＋直接工事費}×90%＋{(機器費×10%)＋共通仮設費}

×75%＋{(機器費×20%)＋現場管理費}×80%＋{(機器費×10%)＋一般

管理費}×55% 

その他の工事 
[直接工事費]×85%＋[共通仮設費]×75%＋[現場管理費]×80%＋[一般

管理費]×55% 

  ※ これによることができない場合は、個別に設定します。 

  ※ 算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を調査最低制限基本

価格とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 最低制限基本価格について（コンサルタント） 

 

 ・建設関連コンサルタント（測量・建築コンサルタント・土木コンサルタント・地質調査・補償コ

ンサルタント）の最低制限基本価格の見直しを行います。 

 

１ 実施時期 

    平成２９年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より 

  

２ 対象 

    水道局において実施する建設関連コンサルタント（測量・建築コンサルタント・土木コンサル

タント・地質調査・補償コンサルタント）の入札 

 

 

Ⅴ 中間前金払制度の導入について 

 

 ・受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工の確保を図ることを目的として、契約

当初の前払金に加えて、工事の中間時点で一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証

を条件として前払金を追加で支払う中間前金払制度を導入します。 

 

１ 実施時期 

    平成２９年４月１日以降に契約を締結する案件より 

  

２ 対象 

   次のすべてに該当する建設工事（建設関連コンサルタント除く。） 

① 契約当初の前払金の支払を受けている工事 

② 当初の契約金額が８，０００万円以上の工事 

③ 契約当初の工期が１００日以上の工事 

  

３ 中間前払金の額 

   契約金額の１０分の２以内の額で、かつ、既に支払った前払金の額と合計して契約金額の１０

分の６を超えない額。 

 

４ 中間前金払と部分払の選択 

中間前金払と部分払のどちらも対象とされている工事の場合には、契約締結時にいずれかを選

択し、その後、選択の変更はできません。 



 

Ⅵ 現場代理人の兼務要件について 

 

・現場代理人の兼務が可能な工事の対象となる当初請負金額を引き上げます。 

 

１ 実施時期 

  平成２９年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より 

２ 内容 

【現行】 

⑴ 姫路市水道局の発注する工事であること。 

⑵ 当初請負金額が２，５００万円未満であること。 

⑶ 兼務させる現場代理人が、他の工事で専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。 

⑷ 請負者の所在地及び施工場所が姫路市内であること。 

⑸ 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。 

⑹ 工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないこと。 

⑺ 携帯電話や連絡責任者の配置等にて、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。 

 

 

【変更後】 

⑴ 姫路市水道局の発注する工事であること。 

⑵ 当初請負金額が３，５００万円未満であること。 

⑶ 兼務させる現場代理人が、他の工事で専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。 

⑷ 請負者の所在地及び施工場所が姫路市内であること。 

⑸ 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。 

⑹ 工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないこと。 

⑺ 携帯電話や連絡責任者の配置等にて、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。 

 ※ 上記条件をすべて満たす工事について、合計３件まで現場代理人の兼務を認めます。 

 

 

Ⅶ 工事成績を活用した入札制度の整備について 

 

・工事成績を評価項目とした総合評価落札方式による入札など、価格のみに偏らない入札を段階的

に拡充します。 

 

１ 対象案件 

  建設工事の入札のうち、予定価格が一定金額以上の案件 

 

２ 対象とする工事成績 

 平成２９年度以降に市が発注する建設工事に係る工事成績 

 

３ 今後の予定 

平成２９年度中に試行要領を策定し公表します。（実施時期、実施方法等については、試行要

領と合わせてお知らせします。） 


