
                       

      令和４年度工事の入札制度等の変更について 

                             令和４年３月２５日 

                       資産活用課 

令和４年度工事の入札制度等に関する変更を以下のとおり行います。 

各項目を十分理解の上、入札に参加されますようお願いいたします。  

             記 

 １ 主任技術者の兼務要件の緩和について              資料１ P 2 

 

２ 営業所の専任技術者の兼務要件の緩和について          資料２  P 3 

 

３ 監理技術者補佐の取り扱いについて               資料３  P 5 

 

４ 碧南市入札審査委員会入札事務執行要領の改定について      資料４  P 9          

 

５ 分割工事における諸経費調整の一部変更について         資料５  P11 

 

６ 碧南市入札参加資格者の総合数値の算定について         資料６  P14 

                  

 ７ 完全週休２日制工事の試行について               資料７  P18 

 

８ 情報共有システムの試行について                  資料８  P25 

 

 ９ 工事完了書類の電子納品の試行について             資料９  P27 

 

 10 工事発注の平準化について                   資料 10  P28 



         主任技術者の兼務要件の緩和について 

                              資産活用課 

１ 概要 

 建設業法第２６条及び建設業法施行令第２７条により、専任の主任技術者を

必要とする工事は、請負金額 3,500万円（建築一式工事は、7,000万円）以上

の工事である。 

 現在、専任を要しない主任技術者の請負金額 3,500 万円未満の工事では、

請負金額の合計が 3,500 万円の範囲において最大５件まで、主任技術者の兼

務を可としている。 

令和４年度工事より、中小建設業者の技術者の減少を考慮し、専任を要しな

い主任技術者の兼務要件を緩和し、受注機会の拡大を図るものである。 

 

２ 主任技術者の兼務の取り扱いについて 

   請負金額 3,500万円（建築一式工事は、7,000万円）未満の工事の主任技術

者は、工事本数の制限無しで兼務可とする。 

 

３ 適用について 

  令和４年４月１日以降、公告案件より適用する。 

資料１ 



       営業所の専任技術者の兼務要件の緩和について 

                              資産活用課 

１ 概要 

 営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート（工法の

検討、注文者への技術的な説明、見積等）を行う職務であり、所属営業所に常

勤していることが原則である。 

現在、請負金額の合計が 3,500万円を超えない範囲で、工事内容、工程等を

考慮し、工事本数の制限無しで主任技術者の兼務可としている。 

  令和４年度工事より、中小建設業者の技術者の減少を考慮し、営業所の専任

技術者の兼務要件を緩和するものである。 

 

２ 営業所の専任技術者の兼務の取り扱いについて 

  請負金額 3,500万円（建築一式工事は、7,000万円）未満の工事の主任技術

者は、工事内容、工程等を考慮し、工事本数の制限無しで兼務可とする。 

ただし、事後審査時に、営業所の専任技術者の兼務届を各工事担当課へ提出

した上で可とする。 

 

３ 適用について 

  令和４年４月１日以降、公告案件より適用する。 

   

資料２ 





監理技術者補佐の取り扱いについて 

                             資産活用課 

１ 概要 

  令和２年１０月の建設業法の一部改正により、工事毎に配置される監理技

術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、監理技術者

の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。 

そのため、碧南市発注工事における特例監理技術者及び監理技術者補佐の

取り扱いを定めるものである。 

２ 用語について 

(1) 監理技術者 

下請負契約金額が 4,000 万円以上（建築一式工事の場合は 6,000 万円）

となる場合には、主任技術者に代えて配置する技術者。 

(2) 特例監理技術者 

改正建設業法により、監理技術者補佐を工事現場に専任で配置した場合

に、監理技術者は２つの現場まで兼務することが可能となり、この場合に配

置される監理技術者。 

(3) 監理技術者補佐 

    一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務

経験により監理技術者の資格を有するもの 

  ※一級施工管理技士補  １級施工管理技術検定・第 1 次検定の合格者 

３ 特例監理技術者及び監理技術者補佐の取り扱いについて 

  別紙１のとおり 

４ 適用について 

  令和４年４月１日以降に入札公告を行う工事より適用する。 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



  別紙１ 

建設業法第２６条第３項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者及び 

監理技術者を補佐する者の碧南市発注工事における取扱いについて 

                                 資産活用課 

１ 本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術  

者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の(1)～(9)の要件

を全て満たさなければならない。 

(1) 建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、

「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、

学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。 

なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例      

監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

(3) 監理技術者補佐は請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までと             

する。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工

期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象と

なる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契

約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一つの工事と

みなす。） 

(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は、知立建設事務所管内の工事でなければなら

ない。ただし、兼務する工事が愛知県内で、工事現場間を直線で結んだ距離が１０k

ｍ程度以内である場合は、この限りではない。 

(6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な  

工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

(9) 特例監理技術者が兼務できる工事は、碧南市低入札価格調査等実施要領の第２条  

に規定する調査基準価格を下回った価格をもって契約された工事でないこと。 

２ 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、別紙２に規定  

する兼務届に加えて、(6)～(8)について各工種における業務分担、連絡体制等を記載



  別紙１ 

した施工計画書を提出すること。 

３ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配  

置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。 
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様式第２７―３号（第２１条関係） 
 

 

監理技術者兼務届 
年  月  日 

碧南市長  氏   名  殿 
 
                      契約者 住所 
 
                          氏名         
 

下記のとおり、監理技術者補佐を配置することにより監理技術者について兼務しま

す。 

記 

 監 理 技 術 者 の 氏 名  

     

施

工

中

の

工

事 

発 注 機 関 名  

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工  事  場  所  

当 初 請 負 代 金 額  

監理技術者補佐の氏名  

工 期    年  月  日から  年  月  日まで 

  

新

た

に

契

約

し

た

工

事 

発 注 機 関 名   

工 事 名   

路 線 等 の 名 称  

工  事  場  所  

当 初 請 負 代 金 額  

監理技術者補佐の氏名  

工 期   年  月  日から  年  月  日まで 

（添付書類） 

・各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、各工事が知立建設事務所管内でない

場合は工事現場間の距離を記したもの） 

・各工事の CORINS の写し等 

・監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類 

・監理技術者補佐が担う業務等を記載した書類 

 注１ 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名等は省略する。
２ 現に施工中の工事について新たに監理技術者補佐を配置する場合は、当該監理  
技術者補佐の経歴書を添付すること。その場合の経歴書の取扱いについては、現場
代理人等通知書の例による。 
３ 監理技術者の職務を適正に遂行できることが確認できる書類は、監理技術者の施
工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立ち会い等及び監理
技術者と監理技術者補佐との間の連絡体制について示したものであること。 



碧南市入札審査委員会入札事務執行要領の改定について 

                                資産活用課 

１ 概要 

現在、業種別入札参加資格者基準点表「以下、基準点表」は、防水工事の基準点

表が無いため、防水工事は、その他工事の基準点表を基準としている現状である。 

そのため、防水工事の基準点表を新たに制定するものである。 

 

２ 変更内容（参考資料１） 

碧南市入札審査委員会入札事務執行要領の別表３業種別参加資格者基準点表に防

水工事の入札参加資格者基準点表を定める。 

 

３ 適用について 

  令和４年４月１日以降、公告案件より適用する。 

資料４ 



                 業種別参加資格者基準点表（防水工事） 

変更前 

  その他工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後  

防水工事 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 

予定価格 300万円超 3,500万円超 8,500万円超
1億7,000万

円超
3億4,000万

円超

業者別 300万円以下
3,500万円以

下
8,500万円以

下
1億7,000万

円以下
3億4,000万

円以下
5億7,000万

円以下

市内業者 500点以上 500点以上 650点以上 650点以上 750点以上 750点以上 800点以上

準市内業者
工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

衣浦東部管内業者
工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

西三河管内業者
工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

県内業者
工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

工事毎に設
定

公共工事施工実績 不要 要 要 要 要 要 要

5億7,000万
円超

予定価格 300万円超 3,500万円超 8,500万円超
1億7,000万

円超
3億4,000万

円超

業者別 300万円以下
3,500万円以

下
8,500万円以

下
1億7,000万

円以下
3億4,000万

円以下
5億7,000万

円以下

市内業者 500点以上 500点以上 650点以上 650点以上 750点以上 750点以上 800点以上

準市内業者 参加資格無 参加資格無 参加資格無 750点以上 750点以上 750点以上 800点以上

衣浦東部管内業者 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 850点以上 850点以上 900点以上

西三河管内業者 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 900点以上

県内業者 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無 参加資格無

公共工事施工実績 不要 要 要 要 要 要 要

5億7,000万
円超



分割工事における諸経費調整の一部変更について 

                               資産活用課 

１ 概要 

現在、分割工事、近接工事について、工事発注時は、単独工事として取り扱い諸経

費調整を行わず発注し、同一業者が受注した場合、諸経費を受注後調整し、減額変更

しているところである。 

令和３年度から追加発注工事（随意契約及び建築関係工事以外）は、諸経費調整を

行わない事に変更したところであるが、建築関係工事の追加発注工事についても、中

小建設業者の健全な発展及び育成を図るため、諸経費調整の取り扱いを見直すもので

ある。 

 

２ 変更内容（参考資料１参照） 

  建築関係工事について、同一又は隣接区域における同時発注工事は、同一業者が落

札した場合、今まで通り、諸経費調整を行うが、追加発注工事（随意契約以外）は、

原則、諸経費調整を行わない。 

 

３ 適用について 

  令和４年４月１日以降、公告案件より適用する。 

資料５ 



 

分割工事における諸経費調整の取扱いについて 

 

 このことについて、建設業者の受注機会の確保、適正な工期の確保並びに工

事目的物の品質の確保等の理由により分割して発注する工事の諸経費調整につ

いて、以下のとおり取扱いますので、お知らせします。 

１ 用語の説明 

（1）調整とは、分割工事を合計した一つの工事として、積算修正することをい

う。 

（2）同時発注とは、分割工事を同じ日に入札する場合の発注をいう。 

(3) 現工事とは、繰越工事、債務負担行為工事、継続費工事、当該年度に既に

発注済みの工事等をいう。 

(4) 追加工事とは、現工事の工期内に現工事に対し追加して発注する工事等を

いう。 

２ 適用の範囲 

  本取扱いは、契約者が碧南市長である分割工事のうち、「３ 調整対象工事」

に該当する工事を同一業者が落札した場合又は同一業者と随意契約する場合

に適用するものとし、当初設計は原則として単独工事として諸経費調整は行わ

ない。ただし、この取扱いにより難い場合は適用しない。 

３ 調整対象工事 

(1) 同一又は隣接区域における同時発注工事の複数を同一業者が受注した工

事とする。 

(2) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。 

(3) 同一又は隣接区域における随意契約による追加発注工事とする。随意契 

約以外の追加工事は、原則、諸経費調整対象外工事として取り扱う。 

 (4) 現工事が繰越又は債務負担行為工事で、調整対象となる場合は、原則と  

して全体工事を対象として調整する。 

(5) 他部課の工事は原則として調整しない。ただし、各工事が密接に関連し  

同一業者が受注した場合は調整する。 

４ その他 

（1） 令和４年４月１日以降に入札公告を行う工事より適用します。 

（2） 詳細については、碧南市資産活用課契約検査係にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

参考資料１ 



 

※「同一又は隣接区域」の考え方 

道路工事、下水道工事、水道工事、排水路工事等の場合 

・４工区と６工区は隣接していないので、諸経費調整対象外 

              ただし、工事区域間の距離が２００ｍ以内の場合は、 

諸経費調整対象（直線最短距離） 

 

 

 

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ７工区 ５工区 ６工区 

 

・１工区と２工区は隣接しているので    ・５工区と７工区は隣接しているので 

 諸経費調整対象              諸経費調整対象 

「１工区と２工区」「５工区と７工区」・・・諸経費調整対象 

 （現場代理人・主任技術者（専任の主任技術者を含む）の兼務可。） 

「４工区と６工区」・・・諸経費調整対象外の場合 

（現場代理人・主任技術者の兼務不可。ただし、主任技術者においては、各工事の請負

金額が３，５００万円を超えない範囲で、工事内容、工程等を考慮し、兼務可） 

「４工区と６工区」・・・諸経費調整対象の場合 

 （現場代理人・主任技術者（専任の主任技術者を含む）の兼務可。） 

建築工事、公園工事、施設工事等の場合 

 

 １工区  

 ２工区  

 

「１工区と２工区」・・・諸経費調整対象 

 （現場代理人・主任技術者（専任の主任技術者を含む）の兼務可。） 

同一区域 



碧南市入札参加資格者の総合数値の算定について 

                             資産活用課 

１ 概要 

 建設工事の入札参加資格は２年毎に一斉更新を行っている（以下、「定時受

付」という。）。建設業者の格付は、定時受付時の経営事項審査の総合評定値

（以下、「経審点」という。）に、毎年６月に更新を行っている工事の施工成績

による加点減点を加えた数値に基づき、ＡからＤまでの４等級に分けて行っ

ているところである。 

令和４年度工事より入札の公平性を図るため、落札候補者決定後の事後審

査で落札候補者に最新の経営事項審査の通知書の提出を求め、最新の総合数

値（経審点に工事の施工成績による加点減点を加えた数値）が、入札参加資格

基準を満たしているか審査を行うように変更するものである。 

２ 改正内容について 

(1) 碧南市入札審査委員会入札事務執行要領の第４条（格付の方法）第１項

及び第５条（格付の有効期間）を削除する。 

(2) 碧南市入札審査委員会入札事務執行要領別表１（第４条関係）格付け基

準を削除する。 

(3) 碧南市入札参加資格者名簿（市内格付）の総合数値及び格付を削除し、 

工事の施工成績点数による加点及び減点のみを記載する。（参考資料１参照） 

(4) 碧南市建設工事入札参加資格総合数値算定要領を策定し、入札参加資格

者の総合数値の算出方法を定める。（参考資料２参照） 

(5) 碧南市入札参加資格申請変更要領を廃止する。 

３ 公告文の例 

 (1) 変更前 

   碧南市の入札参加資格者名簿又は市内業者の格付名簿に登載され、かつ 

名簿に登載された●●工事の総合評点が●●●点以上の市内業者。 

 (2) 変更後 

碧南市の●●工事の総合数値(開札日に有効な建設業法に規定する総合

評定値に主観点を加えたもの)が●●●点以上であること。 

４ 適用について 

  令和４年６月１日以降に入札公告を行う工事より適用します。 

資料６ 



所在
区分

業種名 業者名
総合
数値

格付 備考
累積増
減評点

単年増
減評点

市内 土木一式工事 石橋建設興業株式会社 1179 A 20 10

市内 土木一式工事 木村建設株式会社 1105 A

市内 土木一式工事 株式会社梶川建設 1070 A

市内 土木一式工事 フジセキ建設株式会社 990 A 60 30

市内 土木一式工事 株式会社長谷基業 941 A

市内 土木一式工事 親和建設株式会社 932 A 20 10

市内 土木一式工事 株式会社ＪＯＢ 924 A

市内 土木一式工事 株式会社加藤土木 870 A

準市内 土木一式工事 さくら開発株式会社　碧南営業所 840 A

市内 土木一式工事 株式会社角谷技建 823 B

市内 土木一式工事 株式会社片山建設 791 B

所在
区分

業種名 業者名
累積増
減評点

単年増
減評点

備考

市内 土木一式工事 石橋建設興業株式会社 20 10

市内 土木一式工事 木村建設株式会社

市内 土木一式工事 株式会社梶川建設

市内 土木一式工事 フジセキ建設株式会社 60 30

市内 土木一式工事 株式会社長谷基業

市内 土木一式工事 親和建設株式会社 20 10

市内 土木一式工事 株式会社ＪＯＢ

市内 土木一式工事 株式会社加藤土木

準市内 土木一式工事 さくら開発株式会社　碧南営業所

市内 土木一式工事 株式会社角谷技建

市内 土木一式工事 株式会社片山建設

　　　碧南市入札参加資格者名簿（市内格付） 変更前

　　　碧南市入札参加資格者名簿 変更後

参考資料１

2



 １ 

碧南市建設工事入札参加資格総合数値算定要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公共工事の品質確保と市内建設業者育成のため、碧南市が発注する

建設工事の入札に参加しようとする建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）第２条第３項に規定する建設業者をいう。以下同じ。）の総合数値の

算定に必要な事項を定めるものとする。 

（資格審査） 

第２条 資格審査は、碧南市契約規則（平成５年碧南市契約規則第１号）第５条の規定に

基づき提出された競争入札参加資格申請書（工事）について行うものとする。 

（総合数値） 

第３条  主観点は、碧南市入札審査委員会入札事務執行要領別表１（第４条関係）に基

づく工事成績点数による経審点に付す加点及び減点をいう。 

２ 総合数値は、法第２７条の２９に規定する総合評定値（以下「総合評定値」とい

う。）に、主観点を加えたものをいう。 

３ 碧南市に本店のない建設業者又は前年度の工事成績評定のない建設業者は、総合評定

値を総合数値とする。 

４ 主観点の算定は、毎年度６月１日を基準日として、次により算出する。 

工事成績点数による経審点に付す加点及び減点の一覧表 

内            容 点  数 備    考 

１工事あたり８０点以上の点数を取得した場合 ＋１０点 翌年度のみ加点 

年に３件以上の工事を施工しその平均点が８０点以上

であった場合 
＋２０点 

翌年度以降累積して加

点 

１工事あたり６０点未満の点数を取得した場合 －１０点 翌年度のみ減点 

年に３件以上の工事を施工しその平均点が６５点未満

であった場合 
－５点 翌年度のみ減点 

※注意事項   

(1)翌年度に加算される点数は１００点を限度する。   

(2)加点及び減点は翌年度６月 1 日から１年間適用する。 

(3)本表は市内業者のみ適用とする。 
  

 （主観点の有効期間） 

第４条 主観点の有効期間は、毎年６月１日から翌年５月３１日までとする。 

参考資料２ 



 ２ 

附 則 

 この要領は、令和４年６月１日から施行する。 



完全週休２日制工事の試行について 

                                資産活用課 

１ 概要 

建設業界では、建設現場における担い手の中長期的な育成・確保に向けた「働き方

改革」への取り組みが最重要課題となっている。 

令和６年度から建設業に適用される時間外労働の上限規制が控えており、建設業に

おける労働者の労働環境改善に向けて、完全週休２日制工事に取り組むものである。 

 

２ 対象工事 

(1) 発注者指定型  

発注者が対象工事を指定することにより、企業や労働者の労働環境改善に向けた

意識の向上及び建設業へのＰＲを推進する工事で、次に掲げる条件を全て満たすも

のをいう。 

ア  現場条件等によって工期延長が生じかねない不確定要素や数量増減要素が少

なく、完全週休２日の確保が可能であること。 

イ  設計金額が３, ５００万円以上であること。 

ウ  対象期間が３か月を超えること。 

エ  新設（質的改良を含む。）であること。 

(2) 受注者希望型  

受注者自らが取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図る工事

で、発注者指定型以外の対象期間が３か月を超えるものをいう。ただし、完全週休

２日の確保が困難な次に掲げる工事を除く。 

ア  緊急的に土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

イ  地元調整等により当初から土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

ウ  その他発注者が完全週休２日制工事になじまないと判断した工事 

 

３ 発注方法 

  令和４年度工事より試行的に受注者希望型で工事発注を行う。 

 

 

資料７ 

 



４ 積算方法 

休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて各経費を補正し、

変更契約するものとする。 

 

５ 特記仕様書について 

「第〇条 完全週休２日制工事に取り組もうとする場合には、監督員とその可否に

ついて協議を行うものとする。なお、完全週休２日制工事については、「碧南市完全

週休２日制工事試行要領（令和４年４月１日施行）」によるものとする。」旨、明記

する。 

 

６ 入札公告について 

「本工事は、碧南市完全週休２日制工事試行要領（令和４年４月１日施行）に基づ

く完全週休２日制工事（受注者希望型）の対象工事である。」旨、明記する。 

 

７ 碧南市週休２日制工事試行要領 

  参考資料１のとおり 

 

８ 適用について 

  令和４年４月１日以降、公告案件より適用する。 



 碧南市完全２日制工事試行要領            

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、碧南市が発注する建設工事において、建設業における企業又は労働者の労働環境改

善に向けた意識向上を図るとともに、建設業の完全週休２日への普及に向けた取組を試行するに当たり

必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 完全週休２日制工事の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その要件は、当該各号に定めるも

のとする。 

（１） 発注者指定型  

発注者が対象工事を指定することにより、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識の向上及び

建設業へのＰＲを推進する工事で、次に掲げる条件を全て満たすものをいう。 

ア  現場条件等によって工期延長が生じかねない不確定要素や数量増減要素が少なく、完全週休２

日の確保が可能であること。 

イ  設計金額が３, ５００万円以上であること。 

ウ  対象期間が３か月を超えること。 

エ  新設（質的改良を含む。）であること。 

（２） 受注者希望型  

受注者自らが取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図る工事で、発注者指定

型以外の対象期間が３か月を超えるものをいう。ただし、完全週休２日の確保が困難な次に掲げる

工事を除く。 

ア  緊急的に土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

イ  地元調整等により当初から土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

ウ  その他発注者が完全週休２日制工事になじまないと判断した工事 

（完全週休２日の確保） 

第３条 完全週休２日制工事は、第１号に規定する対象期間において第２号に規定する休工対象日に休工

（現場事務所での事務作業を含め、作業を実施しない現場内の完全閉所をいう。ただし、安全管理のた

めの現場巡視、地域貢献活動（現場見学会の実施、ボランティア活動等をいう。）への参加等は、現場

内の完全閉所として取り扱うものとする。以下同じ。）を実施するものとする。 

（１） 対象期間  

契約締結日の翌日から工事完了日（完了届提出日）までとする。ただし、次に掲げる期間（以下

「非対象期間」という。）を除く。 

ア  準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間をいい、現場事務所等の設置、測量

等に要する期間を含む。） 

イ  後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完了日（完了届提出日）までの期間） 

ウ  夏季休暇（３日間） 

エ  年末年始休暇（６日間） 

オ  工場製作のみの期間 

カ  工事事故等による不稼働期間 



キ  天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 

（２） 休工対象日  

原則、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「休日」という。）とする。 

（取組内容） 

第４条 完全週休２日制工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）発注者指定型 

ア  受注者は施工計画書を提出するまでに完全週休２日の取得計画が分かるように実施工程表を作

成の上、工事打合簿により監督員に提出するものとし、監督員はこれを確認すること。 

イ  受注者は毎月５日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出するとともに、

非対象期間を明示するものとし、監督員はこれを確認すること。 

ウ  発注者が完全週休２日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には 、受注者は、

これに協力しなければならないこと。 

（２）受注者希望型 

ア  受注者は、完全週休２日制工事に取り組む場合には、工事契約後、施工計画書を提出するまで

に、完全週休２日の取得計画が分かるように実施工程表を作成の上、工事打合簿により監督員と協

議を行うものとすること。 

イ  監督員は、アの協議があった場合には、工程を確認し、当該工事を完全週休２日制工事とする旨

を回答すること。 

ウ  受注者は毎月５日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出するとともに、

非対象期間を明示するものとし、監督員はこれを確認すること。 

エ  発注者が完全週休２日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注者は、

これに協力しなければならないこと。 

（工事成績評定） 

第５条 完全週休２日制工事においては、第３条第１号の対象期間の全週間数に対する土曜日及び日曜日

を休工とした週間数の割合（以下「完全週休２日取得率」という。）が９０パーセント以上の場合には、

工事成績評定において評価する。 

２ 完全週休２日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 

（１）日曜日から土曜日までを１週間として算出すること。 

（２）非対象期間により、土曜日又は日曜日のいずれかが欠ける週は、０．５週間として算出すること。 

（３）地元条件により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週（土曜日の場合はその直前の月曜日から

金曜日まで、日曜日の場合はその直後の月曜日から金曜日まで）に振替休工を取得した場合は、休工

と認めるものとすること。ただし、天候（降雨、積雪等）により土曜日又は日曜日に作業を行い、振

替休工を取得した場合は、休工と認めないこと。 

（４）土曜日及び日曜日のほか、休日の休工は、１日当たり休工の週の０．５週間分として加算すること。 

３  工事成績評定は、工事成績評定表の「６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 ５．その他」において行う

ものとする。この場合において、完全週休２日取得率が９０パーセントに満たない場合であっても、工

事成績の減点は行わないものとする。 

（取組証明） 



第６条 前条の規定により工事成績評定において評価した場合は、発注者は、工事目的物の引き渡し後に

通知する検査結果通知書の検査結果欄に「完全週休２日制工事に取り組み、取得率〇％を達成した。」旨

を記載し、取組証明とする。 

（経費の補正） 

第７条  完全週休２日制工事の取組を推進するため、休工状況に応じて経費の補正を行うものとする。た

だし、下水道用設計標準歩掛表を適用する下水道機械・電気設備工事については、経費の補正を行わな

い。 

２ 経費の補正を行うに当たり適用する休工状況の適用区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、休工割合

（第３条第１項の対象期間において、休工の曜日及び理由にかかわらず、対象期間の全日数に対する休

工日数の占める割合をいう。以下同じ。）が当該各号に該当する場合とする。 

（１）４週８休以上 休工割合が２８．５パーセント以上の場合 

（２）４週７休以上４週８休未満 休工割合が２５パーセント以上２８．５パーセント未満 

（３）４週６休以上４週７休未満 休工割合が２１．４パーセント以上２５パーセント未満 

３ 経費の補正は、各経費に補正係数を乗じて行うものとし、休工状況の適用区分ごとの経費の種類及び

補正係数は、次の表のとおりとする。ただし、現場作業を伴わない工場製作に係る費用については、補

正の対象としないものとする。 

休工状況の 

適用区分 

労務費 

 

機械経費 

（賃料） 

共通仮設費 現場管理費 市場単価 

 

４週８休以上 １．０５ １．０５ １．０４ １．０６ 補正対象及

び補正係数

は別紙によ

る 

 

４週７休以上 

４週８休未満 

１．０３ １．０３ １．０３ １．０４ 

４週６休以上 

４週７休未満 

１．０１ １．０１ １．０２ １．０３ 

（１） 発注者指定型  

当初設計から４週８休以上の達成を前提とした補正後の金額を用いることとし、休工状況を確認

後、４週８休未満である場合には、補正分を減額し、変更契約するものとする。ただし、補正は、

４週８休以上の場合のみ行うものとし、それに満たない場合は４週６休以上であっても行わないも

のとする。 

（２） 受注者希望型  

休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて各経費を補正し、変更契約す

るものとする。 

（工事名） 

第８条 発注者指定型で発注する工事は、原則として工事名の末尾に「（完全週休２日制工事）」を記載

するものとする。 

（特記仕様書） 

第９条 特記仕様書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 発注者指定型  

「第〇条 本工事は、完全週休２日制工事（発注者指定型）の対象工事とする。なお、完全週休２

日制工事については、「碧南市市完全週休２日制工事試行要領（令和４年４月１日施行）」による



ものとする。」旨 

（２） 受注者希望型  

「第〇条 完全週休２日制工事に取り組もうとする場合には、監督員とその可否について協議を行

うものとする。なお、完全週休２日制工事については、「碧南市完全週休２日制工事試行要領（令

和４年４月１日施行）」によるものとする。」旨 

（入札公告） 

第１０条 入札公告文には、次の各号に掲げる区分に応じ、原則として当該各号に掲げる事項を記載する

ものとする。 

（１） 発注者指定型 

 「本工事は、碧南市完全週休２日制工事試行要領（令和４年４月１日施行）に基づく完全週休２

日制工事（発注者指定型）の対象工事である。」旨 

（２） 受注者希望型  

「本工事は、碧南市完全週休２日制工事試行要領（令和４年４月１日施行）に基づく完全週休２日

制工事（受注者希望型）の対象工事である。」旨 

（補足） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

完全週休２日制工事における市場単価積算の補正係数の設定 

名称 区分 補正係数 

４週６休以上 

４週７休未満 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週８休以上 

 

鉄筋工  1.01 1.03 1.05 

ガス圧接工  1.01 1.02 1.04 

インターロッキングブロック工 設置 1.00 1.01 1.02 

 撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（ガードレール） 設置 1.00 1.01 1.01 

 撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（ガードパイプ） 設置 1.00 1.01 1.01 

 撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 設置 1.01 1.03 1.04 

 撤去 1.01 1.03 1.05 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.00 1.01 1.02 

防護柵設置工（落石防護網）  1.01 1.02 1.03 

道路標識設置工 設置 1.00 1.01 1.01 

 撤去・移設 1.01 1.03 1.04 

道路付属物設置工 設置 1.00 1.01 1.02 

 撤去 1.01 1.03 1.05 

法面工  1.00 1.01 1.02 

吹付枠工  1.01 1.02 1.03 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.01 1.02 1.03 

道路植栽工 植樹 1.01 1.03 1.05 

 剪定 1.01 1.03 1.05 

公園植栽工  1.01 1.03 1.05 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.00 1.01 1.02 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.01 1.02 1.04 

橋面防水工  1.00 1.01 1.02 

薄層カラー舗装工  1.00 1.00 1.01 

グルービング工  1.00 1.01 1.01 

軟弱地盤処理工  1.00 1.01 1.02 

コンクリート表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯ

ﾄ工） 

 1.00 1.01 1.01 

 



情報共有システムの試行について 

                                資産活用課 

１ 概要 

  令和２年６月の品確法改正で情報通信技術を活用した生産性向上が受発注者双方

の責務として規定され、情報共有システムもこの取組の一つとされた。 

  ペーパーレス化の推進を図るため、令和４年度工事より試行的に導入する。 

 

２ 情報共有システムについて 

  受発注者間の工事打合せ簿など工事書類や電子成果品をインターネット上のシス

テムを利用して提出し、生産性の向上や働き方改革を支援するツールであり、（公

財）愛知県都市整備協会が運営している。 

 

３ スケジュールについて  

   年 度    対象工事     備考 

  令和４年度 工事２～３件程度 試行導入 

  令和５年度 工事数件程度 試行導入 

  令和６年度 全工事 本導入予定 

 

４ 特記仕様書について 

  （情報共有システムの試行） 

「第〇〇条 本工事は情報共有システム利用に試行対象工事とする。 

２ 本工事で利用するシステムは次のとおりとする。 

(1) システム名:あいち建設情報共有システム 

(URL:http//www.aichi-toshi.or.jp/akjs-ps) 

(2) 運営者：公益財団法人愛知県都市整備協会（問合せ先：052-756-0032） 

３ 「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき実施すること。旨、明記する。 
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５ 利用料金について 

  設計図書の共通仮設費（技術管理費）に含まれているため、利用料金は全額受注

者負担となる。 

工事請負額区分（円）(税込) 利用料（円） 

2,500千円未満 35,000 （税込38,500） 

2,500千円以上   5,000千円未満 40,000 （税込44,000） 

5,000千円以上   7,500千円未満 50,000 （税込55,000） 

7,500千円以上   10,000千円未満 60,000 （税込66,000） 

10,000千円以上   25,000千円未満 75,000 （税込82,500） 

25,000千円以上   50,000千円未満 100,000（税込110,000） 

50,000千円以上   75,000千円未満 125,000（税込137,500） 

75,000千円以上  100,000千円未満 165,000（税込181,500） 

100,000千円以上  200,000千円未満 210,000（税込231,000） 

200,000千円以上  300,000千円未満 290,000（税込319,000） 

300,000千円以上1,000,000千円未満 370,000（税込407,000） 

1,000,000千円以上 625,000（税込687,500） 
 



工事完了書類の電子納品の試行について 

                                資産活用課 

１ 概要 

  ペーパーレス化の推進を図るため、工事完了書類の電子納品を令和３年度工事で

一部試行をしたところであるが、令和４年度より碧南市発注工事に対象を拡大する

ものである。 

 

２ 対象書類 

(1) 搬入搬出調書およびそれに付随する伝票（交通誘導員含む） 

(2) 工事記録写真（検査監用除く） 

(3) 安全訓練等の実施報告書 

 ※紙提出を可とする。 

 

３ 電子納品について 

       電子納品を行う場合は、工事打合せ簿で電子納品を行う書類について、事前協議を

行うものとする。 

 

４ ファイル形式 

  ＰＤＦまたはＤｏｃｕＷｏｒｋｓ 

 

５ 提出物 

  ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ 

 

６ 適用について 

  令和４年４月１日以降公告案件より適用する。 
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              工事発注の平準化について 

                                  資産活用課 

１ 概要 

  令和２年に国が作成した品確法に基づく運用指針の改正により、施工時期の平準化が新

たに必ず実施すべき事項として位置づけされている。 

施工時期の平準化により、年間の工事量の偏りを解消し、年間を通した工事量が安定

することで人材、機材等の効率的な配置と活用が図られ、生産性の向上に寄与するとし

て、工事の施工時期の平準化が求められている。 

 

２ 国の平準化率の目標値 

  年 度 平準化率 

Ｒ３年度   ０．６９ 

Ｒ４年度    ０．７３ 

Ｒ５年度   ０．７６ 

Ｒ６年度 ０．８０ 

 

３ 平準化率について 

平準化率＝年度の４～６月期の平均稼働件数／年度の平均稼働件数 

      稼働件数： 当該月に工期が含まれる工事の件数 

      ※対象工事は、１３０万円以上 

 

４ 本市の取り組みについて 

  令和４年度工事は、平準化率０．７３以上となるように工事発注を行う。 
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