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第６ 入札及び完成検査

１ 入札制度 

（１）概要 

地方公共団体における入札の目的は、入札参加者間で公平性を保ち、かつ自由競

争を通じて受注者や契約金額を決定することにある。地方公共団体の調達は、その

財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを調達

しなければならない。そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数

の参加者を募る調達方法である一般競争入札が原則とされている。

一方で、一般競争入札による調達の準備に多くの作業や時間が必要となるだけで

なく、不良業者・不適格業者の入札参加を防ぐことができず、より良いものを調達

するという目的が達成されないなどの弊害もある。地方公共団体の調達について定

める地方自治法では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則

として掲げつつ、指名競争入札や随意契約による調達を例外的な取り扱いとして認

めている。

また、発注者がより安いものを追求しすぎると、適切な契約の履行の確保ができ

ずに行政サービスの質が低下するおそれがある。近年、建設投資の減少による競争

の激化によって低価格による受注が進み、ダンピング受注による公共工事の適正な

施工が通常見込まれない請負代金の額による契約が締結される懸念もある。受注者

においても、競争の激化によって地域の建設業者が疲弊する状況に陥り、下請業者

へのしわ寄せが生ずるなど負の連鎖となり、税金によって行われているにもかかわ

らず公共工事が地域経済に悪影響を与えている。その結果、労働条件の悪化により

将来における公共工事の担い手となるはずの若年就労者が減少し、現場の技能労働

者の高齢化が問題となっている。さらに、老朽化する社会資本の適切な維持管理な

どの重要性が増してきている中で、災害対応を含む地域の社会資本の維持管理を担

っている建設業者が不足することによって、安全・安心の維持に支障が生じるおそ

れがあることが懸念されている。

公共工事の地域活性化の観点からは、地元企業が受注し地域経済に貢献すること

も求められており、この点も踏まえて調達がなされる必要があり、入札に参加する

者の資格要件について、事業所所在地を要件とするいわゆる地域要件として定める

ことを認めている（地方自治法施行令第 167 条の 5 の 2）。また、総合評価落札方式

による入札では、一定の地域貢献の実績等を評価項目に設定し、評価の対象とする

ことが許容されており、これらをもって地元企業の受注機会の確保を図ることが可

能である（地方自治法施行令第 167 条の 10の 2 第 1 項、第 2項） 
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地方自治法 第２３４条（契約の締結）

 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によ

り締結するものとする。

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これに

よることができる。

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」という。）

に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で

最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共

団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格

をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすること

ができる。

（中略）

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及び

せり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

地方自治法施行令 第１６７条の５の２

 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又

は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資

格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事

等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により

当該入札を行わせることができる。
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（２）建設工事の入札契約事務の流れ

なお、入札・契約事務分担は「第５ 工事契約 １ 工事契約の概要 （２）業

務フロー」で述べたとおりである。
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（３）調達方針 

ア 経緯

平成 26 年 5 月 19 日の定期監査・行政監査結果で、財務部調達課について「地方

自治法では、自治体が行う契約は入札による競争が原則とされており、小額（見積）

工事の随意契約はその例外として見積書によることができるとしているが、この場

合においても 2 者以上による競争が原則である。規則、方針、ガイドラインなど契

約に関係する諸規程について、適法性・経済性の観点から必要な見直しや改善を行

い、調達事務の適正化を図られたい。」と指摘を受けているところである。これまで

浜松市では、浜松市契約規則第 21 条ただし書きに基づく調達方針により、130 万円

以下の建設工事は、見積工事として指名定数等を 1者とし、1者見積による随意契約

としていた。平成 25 年度の監査において、見積工事に該当させるための意図的とも

思われる分割発注の事例や上限額いっぱいの 1,299,900 円での見積徴取、複数施設

における同種工事を同一業者に同時期に発注するなど不適切な事務の取扱いが見ら

れた。また、小中学校や協働センター（第１種出先機関を除く。）等における見積工

事は、施設長による決裁で執行できるため、調達課では、それらの施設の見積工事

の執行状況を把握していなかった。一方、見積工事（130 万円以下の工事）の施行に

当たっては、「見積工事施行業者選定ガイドライン」により施工業者選定基準を設け

ているが、登録された施工可能業者が相当数存在する中で、1者に絞り込むための選

定手順が明確なものとはなっていなかった。

上記の指摘を受けて、調達課では平成 26 年 10 月 1 日より、130 万円以下の小額随

意契約（見積工事）を廃止し、従来の 1 者特命から原則 2 者以上の見積合せとする

調達方針の改正を行った。 

浜松市の調達方針は、入札・契約の原則である「公平性・競争性・適正履行」を

推進するとともに、国等の動向や地域における社会情勢を見極めながら、適切な契

約制度の運用を図ることを基本方針としている。なお、地域情勢は、未だに不安定

な状況にあることから、引き続き市内企業等の育成にも配慮した発注に取り組んで

いく方針を掲げている。

イ 建設工事の入札・契約

制限付一般競争入札は、平成 20 年度から原則として 1,000 万円以上の工事を対象

として実施しており、公平性・競争性・適正履行を確保している。 
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総合評価落札方式による入札は、一般競争入札を対象とし 40％程度を実施目標と

している。原則として設計金額 3,000 万円以上の工事は、総合評価落札方式による

競争入札としている。なお、3,000 万円未満の工事については、工事内容等に応じて

積極的に総合評価落札方式を採用し、採用する場合は特別簡易Ⅱ型によっている。

災害対応を含む地域の社会資本の維持管理や整備の観点から地域性を重視した発注

を行うため、原則 2,000 万円以上 3,000 万円未満の土木一式及び水道管工事につい

て採用している。また、1,000 万円以上 2,000 万円未満についても一部試行として採

用している。その他は工事内容に応じて採用している。 

建設工事入札参加区分等 

 130 万円以下 130 万円超 

250 万円以下 

250 万円超 

1000 万円未満 

1000 万円以上 

契約方法 随意契約（見積合せ） 指名競争入札 制限付一般競争入札 

地域要件 ①旧市町村内 

②同一地域内 

③旧市町村内の該当ランクの１つ上の等級 

④同一地域内の該当ランクの１つ上の等級 

⑤隣接地域 

⑥市内全域 

⑦準市内・市外 

①市内全域 

②準市内 

③市外 

指名定数等 2者～ 3者～ 6者～ 10者～ 

※ 地域：旧浜松市・雄踏町・舞阪町、浜北区、天竜区、引佐３町（引佐・細江・三ヶ日） 

※ 5 千万円以上の案件（総合評価落札方式を除く）については、最低制限価格を設定せず、調査基準

価格による低入札価格調査で取り扱うものとする。 

※ 30 万円以下の建物設備に係る修繕については、1者見積を可能とする。 

ウ 建設工事関連業務委託の入札・契約 

建設工事関連業務委託の入札・契約について、原則として予定価格 1,000 万円以

上については制限付一般競争入札によっている。なお、参加資格については、競争

性を確保する中で、地域要件として優先順位を市内業者、準市内業者、市外業者の

順となっている。

建設工事関連業務委託の入札・契約について、指名競争入札及び随意契約（見積

合せ）における指名定数は、次のとおりである。なお、選定に当たっては市内（地

域内）業者を最優先としているが、定数に満たない場合は、準市内、市外業者の順

で選定している。 
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指名定数等 

 100 万円以下 100 万円超 

300 万円未満 

300 万円以上 

1000 万円未満 

1000 万円以上 

契約方法 随意契約 指名競争入札 指名競争入札 制限付一般競争入札 

指名定数等 3者～ 4者～ 6者～ 10者～ 

（４）調整会議及び幹事会

浜松市が発注する建設工事等の入札・契約業務の適正化、公正化を図るため、建

設工事等の入札及び契約に関して庁内の調整を必要とする事項を審議する浜松市建

設工事入札・契約庁内調整会議を置くこととしている。調整会議には幹事会を置き、

本庁、北区役所、浜北区役所及び天竜区役所に置き、幹事会は原則として毎週１回

開催することになっている。本庁における幹事会は、総合数値の調整、競争入札参

加者の格付の決定、優良工事施工業者の選考、入札参加停止の審査に関する事項、

低入札が行われた場合の適否に関する事項、入札談合情報の対応等について調整し、

原案を作成するほか、建設工事（設計金額が 250 万円以下の工事で詳細な設計を省

略しても適正な履行が確保できる小額工事を除く。）及び設計・測量・地質調査等の

委託業務について、発注工事等の入札方法、一般競争入札参加資格及び参加資格確

認審査、指名競争入札及び公募型指名競争入札に参加させようとする指名業者の選

定、随意契約を適用しようとする場合の見積書徴取業者の選定、特定建設工事共同

企業体への発注対象工事、総合評価落札方式による競争入札の落札者決定基準及び

技術提案等の審査などに関する事項について調整し、原案を作成する。 

浜松市建設工事入札・契約庁内調整会議要領

（目的）

第１条 浜松市が発注する建設工事等の入札・契約業務の適正化、公正化を図るため浜松市建設工事入

札・契約庁内調整会議（以下「調整会議」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 調整会議は、建設工事等の入札及び契約に関して庁内の調整を必要とする事項を審議する。

（調整会議の組織）

第３条 調整会議は、議長及び委員をもって組織する。

２ 議長は、財務部長をもって充てる。

３ 議長に事故あるときは、調達課長がその職務を代理する。

４ 委員は、別記１に掲げる職にある者をもって充てる。
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浜松市建設工事入札・契約庁内調整会議要領

別記１（第３条第４項関係）

財務部長 調達課長 技術監理課長 農地整備課長 都市計画課長 市街地整備課長 住宅課長 公共

建築課長 公園課長 道路課長 河川課長 南土木整備事務所長 北土木整備事務所長 東・浜北土木

整備事務所長 天竜土木整備事務所長 水道工事課長 下水道工事課長

２ 入札及び契約の種類

（１）一般競争入札

入札の公告について、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札

に参加する者に必要な資格、入札の場所・日時等の必要事項を公告しなければなら

ないと定められている（地方自治法施行令第 167 条の 6第 1項）。まず、入札に当た

って契約締結能力を有しない者等を参加させてはならず（地方自治法施行令第 167

条の 4第 1項）、談合関与者等を 3年間以内排除することができる（地方自治法施行

令第 167 条の 4第 2項）。入札参加資格について、工事等の実績、経営の規模等を参

加資格要件として定めることができ（地方自治法施行令第 167 条の 5第 1項）、事業

所の所在地、工事の経験・技術的適性の有無等を参加資格要件として定めることが

できる（地方自治法施行令第 167 条の 5の 2）。 

受注者の資格要件については、浜松市建設工事執行規則において、建設工事の受

注者は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者

でなければならない、と定められている。ただし、建設工事の性質上有資格者のう

ちに当該建設工事を施工することができる者がない場合における当該建設工事の受

注者についてはこの限りでない。

地方自治法施行令 第１６７条の５ 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があると

きは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、

製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定める

ことができる。

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたとき

は、これを公示しなければならない。

地方自治法施行令 第１６７条の５の２

 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又

は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資

格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事
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等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により

当該入札を行わせることができる。

（２）総合評価一般競争入札

総合評価落札方式とは、入札者に工事等の価格に加えて、性能、機能、技術等に

関する提案や企業の技術力、信頼性・社会性等を評価するための資料（以下「技術

提案等」という。）をもって申し込みさせ、これらを総合的に考慮して落札者を決定

する方式をいう（浜松市総合評価落札方式による競争入札要領第 2条）。

地方公共団体の行う入札における落札者決定方式は、より安く調達を行う必要性

から、原則として最低価格落札方式によるものとされている。しかし、調達の内容

によっては、研究開発等の技術的要素等の評価を行うことが重要である場合があり、

価格のみに着目し、最低価格を入札した者が自動的に落札者となる方式では、最適

な調達が実現しないこともあり得る。よって、このような調達を行う場合には、技

術的要素等の価格以外の要素と価格とを総合的に評価し、落札者を決定する方式で

ある総合評価落札方式による入札を行うことができる（地方自治法施行令 第 167 条

の 10 の 2）。

入札参加資格は、一般競争入札と同様に参加資格要件を定めることができる。

総合評価落札方式の対象となる建設工事等は、①入札者が提示する「技術提案等」

を採用することによって、工事等の価格の差異に比して工事等に係る総合的な経費

（当該建設工事の施工又は業務の履行（以下「施工等」という。）に伴って市が支出

を要する一切の経費及び市の収入に生じる一切の減額並びに当該建設工事の目的物

に係る維持更新費等の一切のライフサイクルコストの総額をいう。）に相当程度の差

異が生じると認められるもの、②入札者の提示する技術提案等を採用することによ

って、工事価格の差異に比して当該建設工事の目的物の初期性能の持続性、強度、

安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生じると認められるもの、③環境の維

持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする建

設工事にあって、入札者の提示する技術提案等によって、工事価格の差異に比して

当該対策度に相当程度の差異が生じると認められるもの、④入札者の提示する技術

提案等を採用することによって、価格の差異に比して当該委託の高度な創造性、技

術力、専門的な技術、又は経験を必要とする業務に相当程度の差異が生じると認め

られるもの、のいずれかに該当する建設工事又は工事関連業務委託であって、市長

が対象とすることが必要であると認めるものとされている。

地方自治法施行令 第１６７条の１０の２

 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結
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しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又

は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価

格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なもの

をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよ

うとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約

の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正

な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかか

わらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、

価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者と

することができる。

３ 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一

般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込み

のうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準（以下

「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところによ

り、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」という。）の意見を聴かなければ

ならない。

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に

基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くも

のとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとする

ときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

６ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について

第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない

事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入

札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければ

ならない。

工事請負契約等に係る入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

（総合数値の算定方法）

第３条 総合数値は、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第１項別表

に掲げる建設工事の種類ごとに算定するものとし、法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受け

て算出された総合評定値（以下「総合評定値」という。）を基礎数値として、次に定める方法により行

うものとする。

（１）土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事の総合数値

  総合数値＝総合評定値＋主観項目配点
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  主観項目＝別表第１

（２）（１）以外の建設工事の総合数値

  総合数値＝総合評定値

２ 経常建設共同企業体の総合数値の算定方法は、別に定める。

別表第１（第３条関係）

項目 配点

①直近２年度に完成した工事成績の平

均点 

－７０点～７０点 

（平均点以上を加点、平均点の－１０点未満を減点） 

②直近２年度の優良工事表彰 １ヶ年度：３０点、２ヶ年度：５０点 

③ISO9001、ISO14001 又はエコアクショ

ン 21の認証取得 

ISO9001…１０点 

ISO14001 又はエコアクション 21どちらかを取得…１０点 

④障害者雇用 １０点 

⑤入札参加停止 入札参加停止月数×－１０点 

警告・注意（文書・口頭）－５点 

⑥浜松市との災害協定締結 １０点 

⑦直近２年度における緊急対応のため

の夜間待機及び休日待機の実績（水道管

に適用） 

夜間待機：基礎点１０点＋実績加算点（０点～２０点） 

休日待機：１０点 

⑧２（３）年間の完成工事高 経審結果における２（３）年間の完成工事高がない場合… 

－５０点 

（注）

① 直近 2年度の 500 万円以上完成工事成績を対象に、個別業種の平均点以上を加点、また平均点から

10点を減じた点数未満を減点するものとし、最大加点 70点、減点 70点とする。なお、平均点は小

数点第 2位まで求めるものとし、第 3位を四捨五入する。 

② 直近 2年度に優良工事表彰を受けた工種 

③ 審査申請時における取得状況

④ 障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、報告義務のある事業主で法定雇用数以上の雇

用：10点

上記の義務のない事業主で雇用：10点

⑤ 直近 2年度の入札参加停止の状況

⑥ 平成 26年度までに市と協定締結済であること。ただし、追加申請の場合は申請時の状況。

⑦ 平成 27年 4月 1日時点で水道工事課の夜間待機緊急対応名簿に掲載のあること。

⑧ 入札参加資格審査申請時の経審結果を基準とする。
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工事請負契約等に係る入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

（入札参加者の格付）

第４条 入札参加者の格付は、前条の総合数値に基づき、浜松市建設工事入札・契約庁内調整会議にお

いて等級の格付基準を定めたうえ、決定する。ただし、土木一式工事及び建築一式工事の等級はＡ、Ｂ、

Ｃ及びＤの４等級、電気工事及び管工事の等級はＡ、Ｂ及びＣの３等級とし、前記以外の建設工事につ

いては、等級による格付を行わないものとする。 

２ 前項の格付は、市内業者（市内に本店を有する者）について行うものとする。 

（指名の方法）

第１２条 指名競争入札の指名にあたっては、特に市長が認めた場合を除き、資格者名簿に登載された

者のうちから選定するものとし、次の順位により指名するものとする。

（１）浜松市内に本店を有するもの（市内業者）

（２）本店は浜松市外で、浜松市内に支店、営業所等を有し、契約等が委任されているもの（準市内業

者）

（３）前各号に掲げるもの以外のもの（市外業者）

２ 前項の規定により入札参加者を指名するときは、おおむね別表第２に掲げる発注工事等の金額に対

応する等級に格付された者のうちから選定するものとする。ただし、特に必要があると認めた場合には、

直近上位若しくは下位の等級（工事成績が特に優秀なものにあっては下位２等級）に格付された者のう

ちから、又、施工しようとする工事の施工箇所の隣接に営業所を有するものにあっては、格付された等

級にかかわることなく選定することができる。

３ 次の各号の一に該当する工事等については、前項の規定にかかわらず選定することができる。

（１）災害復旧等急施を要するもの

（２）特殊な機械、又は特許工法を要するもの

（３）前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

４ 指名競争入札に拠らない契約の業者の選定にあたっては、特に市長が必要であると認める場合を除

き、資格者名簿に登載された者のうちから選定するものとする。

別表第２ 工事の種別及び等級区分による発注標準金額表（第１２条関係）

工事の種別 等級 発注工事金額 

土木一式工事 

Ａ ３，０００万円以上 

Ｂ ７，５００万円未満 

Ｃ   ４，５００万円未満 

Ｄ   １，５００万円未満 

建築一式工事 
Ａ ４，５００万円以上

Ｂ ２，０００万円以上１０，５００万円未満
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Ｃ   ４，５００万円未満

Ｄ   ２，２５０万円未満

電気工事 

Ａ １，５００万円以上 

Ｂ   ３，７５０万円未満

Ｃ   １，５００万円未満

管工事 

Ａ １，５００万円以上 

Ｂ   ３，７５０万円未満

Ｃ   １，５００万円未満

その他工事 その都度定める。 

（３）指名競争入札

指名競争入札とは、地方公共団体が資力、信用その他について適切と認める特定

多数を通知によって指名し、その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ、

契約の相手方となる者を決定し、その者と契約を締結する方式である。一般競争入

札と比べて契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができ、不良業者・

不適格業者を排除することができる。

地方自治法第 234 条第 2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、

①工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入

札に適しないものをするとき、②その性質又は目的により競争に加わるべき者の数

が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき、

③一般競争入札に付することが不利と認められるとき、と規定されている（地方自

治法施行令第 167 条）。 

浜松市における指名競争入札の方針は、「工事請負契約等に係る入札参加者の資格

審査及び指名等に関する要綱」において、指名競争入札の指名に当たって、一部の

者に偏重することなく、中小企業の保護育成に留意し、特に不利益又は不公平とな

らないよう適格業者から公正に指名するものとする、と規定している。

工事請負契約等に係る入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

（指名の方法）

第１２条 指名競争入札の指名にあたっては、特に市長が認めた場合を除き、資格者名簿に登載された

者のうちから選定するものとし、次の順位により指名するものとする。

（１）浜松市内に本店を有するもの（市内業者）

（２）本店は浜松市外で、浜松市内に支店、営業所等を有し、契約等が委任されているもの（準市内業

者）

（３）前各号に掲げるもの以外のもの（市外業者）
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２ 前項の規定により入札参加者を指名するときは、おおむね別表第２に掲げる発注工事等の金額に対

応する等級に格付された者のうちから選定するものとする。ただし、特に必要があると認めた場合には、

直近上位若しくは下位の等級（工事成績が特に優秀なものにあっては下位２等級）に格付された者のう

ちから、又、施工しようとする工事の施工箇所の隣接に営業所を有するものにあっては、格付された等

級にかかわることなく選定することができる。

３ 次の各号の一に該当する工事等については、前項の規定にかかわらず選定することができる。

（１）災害復旧等急施を要するもの

（２）特殊な機械、又は特許工法を要するもの

（３）前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

４ 指名競争入札に拠らない契約の業者の選定にあたっては、特に市長が必要であると認める場合を除

き、資格者名簿に登載された者のうちから選定するものとする。

（選考の基準）

第１３条 前条の規定により入札参加者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項を考慮して選定する

ものとする。

（１）不誠実な行為の有無

（２）経営状況

（３）工事成績

（４）当該工事に対する地理的条件

（５）手持ち工事等の状況

（６）当該工事等の施工についての技術的適性及び機械器具の保有状況

（７）安全管理の状況

（８）労働福祉の状況

（９）指名件数（指名時における市発注工事等に係る当該年度の指名件数）

（１０）既成工事等との関連

（入札参加者の指名定数）

第１４条 指名競争入札における入札参加者の指名定数は、原則として別表第３に掲げるところによる

ものとする。

別表第３ 入札参加者の指名定数（第１４条関係）

工事

発注工事金額 指名定数

１，０００万円未満 ６者以上

１，０００万円以上 １０者以上

委託

発注委託金額 指名定数

３００万円未満 ４者以上



第６ 入札及び完成検査

110 

３００万円以上 １，０００万円未満 ６者以上

１，０００万円以上 １０者以上

指名競争入札の参加者を選定する基準の運用基準 

区分 運用基準

１ 不誠実な

行為の有無

次のいずれかの事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中

である場合。

(2) 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領に基づく入札排除

期間中である場合。

(3) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続して

いることから請負者として不適当であると認められる場合。

ア工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請

負契約の履行が不誠実であること。

イ一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等

からの情報により請負者の下請契約関係が不適当であることが明確であること。

２ 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態

が著しく不健全である場合は指名しないこと。

３ 工事成績 工事成績が優良であるかどうかを勘案すること。

４ 該当工事

に対する地理

的条件

営業所の所在地又は当該工事地域での工事実績等からみて当該地域における工事の施

工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体

制が確保できるかどうかを勘案すること。

５ 手持ち工

事の状況

技術者数と手持ち工事の状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを勘案

すること。

６ 当該工事

施工について

の技術的適性

及び機械器具

の保有状況

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があるかどうかを勘案すること。

(2) 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できるかどうかを勘案するこ

と。

(3) 当該工事を施工するに足りる機械器具を保有し又は確保できるかどうかを勘案する

こと。

７ 安全管理

の状況

安全管理の改善に関し、労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対す

る改善を行わない状態が継続している場合には、指名しないこと。なお、安全管理の状

況が特に優良であると認められた場合は、これを十分に尊重すること。

８ 労働福祉

の状況

市が発注する建設工事について、建設業退職金共済事業本部等との退職金共済契約の締

結及びその掛金の納付状況について勘案すること。

９ 指名件数 市発注工事に係る当該年度の指名件数が、業者の事業規模、これまでの発注実績等から

適正となるよう配慮すること。
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10 既成工事

等との関連

既成工事において、工事成績が優良で、かつこれに関連する工事の施工に精通している

と認められる場合は十分尊重すること。

（４）随意契約

随意契約とは、地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定

してその者と契約を締結する方法である（地方自治法第 234 条第 2 項、地方自治法

施行令第 167 条の 2）。随意契約による方法で契約を締結することは、一般競争入札

に比べて担当者の事務上の負担を軽減し事務の効率化ができ、かつ契約の相手方と

なるべき者を任意に選定することができることから、発注者の目的にかなう特定の

資産、信用、能力等のある業者を選定することができる利点がある。

しかし、地方公共団体の調達は、競争性、透明性等を確保することが原則であり、

随意契約は競争性及び公平性に欠けるところがある。外部から法令違反や不公平な

取引と指摘され、市民から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱か

れるような状況があってはならない。それゆえ、随意契約を締結している場合には、

入札契約制度の趣旨に沿った運用をするとともに、市民に対して十分な説明責任を

果たすことが求められる。

設計金額 250万円以下の工事及び 60 万円未満の建物・設備等の修繕工事であって、

詳細な設計を省略しても適正な履行が確保できるもの（高度な技術を必要としない

工事、積算基準等による見積りが可能な工事等）については、「小額工事における業

者選定運用基準」に沿って業者を選定する。

地方自治法施行令 第１６７条の２（随意契約）

 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合

とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は

総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団

体の規則で定める額を超えないものをするとき。

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使

用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。

（中略）

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
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九 落札者が契約を締結しないとき。

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入

札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、

履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当

該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

浜松市契約規則

（随意契約の要件）

第２０条 令１６７条の２第１項第１号に規定する規則で定める額は、別表の左欄に掲げる契約の種類

に応じ同表の右欄に定める額とする。

別表（第２０条関係）

工事又は製造の請負 ２５０万円

財産の買入れ １６０万円

物件の借入れ ８０万円

財産の売払い ５０万円

物件の貸付け ３０万円

上記以外のもの １００万円

３ 入札及び契約等に関する資料の公表と情報漏えい防止

（１）公表の方法

入札及び契約に関する透明性を確保することは、公共工事の入札及び契約に関し

不正行為の防止を図るとともに、市民に対してそれが適正に行われていることを明

らかにするうえで重要である。それゆえ、入札及び契約に係る情報については、原

則として公表することが基本となる。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、浜松市が発注す

る建設工事及び建設工事関連業務委託の入札及び契約等に関する資料の公表につい

て必要な事項を「浜松市建設工事等の入札及び契約等に関する資料公表要領」に定

めている。 

当該年度に発注することが見込まれる建設工事及び建設工事関連業務委託で、消

費税及び地方消費税相当額を含む予定価格が 130 万円を超える工事等がこの要領の

対象となる。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって、
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市の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が 250 万円以下であって詳細な

設計を省略しても適正な履行が確保できる工事を除くものとする。

公表する資料は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 5
条第 3項外の規定による公衆の閲覧に供する方法の告示（平成 23年 4月 1日浜松市

告示第 249 号）に定める方法により公表し、ホームページによる閲覧も可能とする

ように努めている。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項）

第三条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければなら

ない。

一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。

二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。

三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。

四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。

五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。

（地方公共団体による情報の公表）

第七条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに

関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

２ 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更

後の当該事項を公表しなければならない。

第八条  地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定め

た場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事

の入札及び契約の過程に関する事項

二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項

第九条 前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する

情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

（地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表）

第五条 地方公共団体の長は、毎年度、四月一日（当該日において当該年度の予算が成立していない場合

にあっては、予算の成立の日）以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事（予定価格
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が二百五十万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であ

って当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。）に係る次に掲げるものの見通しに関

する事項を公表しなければならない。

一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

二 入札及び契約の方法

三 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）

２ 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。

一 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法

３ 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する

方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供す

る方法を告示しなければならない。

４ 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲

覧に供しなければならない。

５ 地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した

発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなけれ

ばならない。

（２）業務上の問題点及び再発防止策

平成 25年度に上下水道部の職員が配水管布設工事等の建設工事金額等が記載され

た設計書を入札執行前に漏えいする行為等があったとして、地方公務員法違反（秘

密漏えい）及び加重収賄による有罪判決を受けた情報漏えい及び加重収賄事件は、

市民の公務に対する信頼を著しく低下させ市政に重大な影響を及ぼした。

有罪判決を受けた上下水道部の元職員は、平成 23 年 9 月上旬頃から同年 10 月中

旬頃までの間、4回にわたり、業者に対し、水道施設工事の実施設計書を作成する際

に利用していた土木総合設計積算システムを操作して知り得た工事の建設金額等が

記録された実施設計書の情報を保存した USB メモリを交付した。また、市が規定以

外の USB メモリの使用を制限した以降は、水道工事の積算項目単価等が記録された

標準設計書等の情報を保存したフロッピーディスクを交付し、職務上知り得た秘密

を漏らすとともに、その謝礼として現金合計 9 万円の供与を受けた。元職員は、裁

判所から懲役 2 年、執行猶予 3 年、追徴金 9 万円の判決を受け、浜松市は職員に対

し免職の懲戒処分をした。

情報漏えい及び加重収賄事件を受け、上下水道部では市長事務部局の関係課と連

携し、不祥事件調査検討委員会を立ち上げ、業務上の問題点及び再発防止策につい

て検討を行った。また、不祥事件調査検討委員会において検討した再発防止策を市
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コンプライアンス推進会議に諮り、浜松市としての再発防止策を定めた。また、浜

松市総務部人事課は、平成 26 年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間をコンプライア

ンス推進月間とし、部局長・区長による職場訪問、コンプライアンスセルフチェッ

クシートによる自己点検を実施するよう事務連絡をした。浜松市役所の各職場で情

報漏えい及び加重収賄事件を題材とした公務員倫理研修の実施をして、各職場の執

務状況に応じた独自の再発防止策を検討するなど職員の倫理意識の高揚を図った。

地方公務員法

（秘密を守る義務）

第３４条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者

（退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者）の許可を受けなければなら

ない。

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

（罰則）

第６０条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して差別をした者

二 第三十四条第一項又は第二項の規定（第九条の二第十二項において準用する場合を含む。）に違反し

て秘密を漏らした者

三 第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者

刑法

（加重収賄及び事後収賄）

第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったと

きは、一年以上の有期懲役に処する。

２ 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、

若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約

束をしたときも、前項と同様とする。

３ 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしな

かったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

（職員による入札等の妨害） 

第８条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、そ

の職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関す

る秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、５年
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以下の懲役又は 250 万円以下の罰金に処する。

（３）公務員としての意識

情報漏えい及び加重収賄事件を題材とした倫理研修では、事件発生原因となった

業務上の問題点及び再発防止策について、浜松市上下水道事業経営問題検討委員会

の不祥事件調査検討委員会で使用された資料が題材とされた。以下、事件発生原因

となった業務上の問題点及び再発防止策を基に記す。

事件発生原因となった業務上の問題点及び再発防止策

公務員としての意識

問題点 １．公務員としての倫理観の欠如

 情報提供の要求と金銭の提供を拒めなかった意識の甘さ

２．職場における相談体制や職場内でのコミュニケーションについて

 相談や報告がしやすい環境が不十分

再発防止策 １．コンプライアンス推進月間の新設

 5月及び 11月を推進月間とし、職場単位での倫理研修を実施

２．セルフチェックシートによる自己点検の実施

 セルフチェックシートで倫理に関して自己点検後、管理職面談を実施

３．内部通報しやすい体制の整備

 通報対象を不祥事全般とし、通報方法を書面のほか電話やメールでも可能とした

４．部局長・区長と職員の意見交換の実施

 意見交換によるモチベーションの高揚、コンプライアンス意識や倫理意識の共有を図る

ため、部局長・区長による職場巡視をコンプライアンス推進月間にあわせ年２回実施する

５．職員研修の実施

 人事課による部局単位や階層別の懲戒処分研修を実施する。公正取引委員会から講師を

招いた入札談合等を防止する研修を年 1回から年 2回に増やし、所属長と入札・契約担当

者を対象とした研修を実施する。

浜松市では平成 13 年 12 月に浜松市職員倫理条例を制定し、職員の職務に係る倫

理の保持に資する様々な措置を講じているが、今回の事件を受けて平成 26 年 7 月、

職員が発注に係る秘密情報の漏えい等に関与することがないよう、綱紀保持に関す

る理解と意識を向上させ、コンプライアンスの重要性を再認識するために浜松市官

製談合防止マニュアルを作成した。
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（４）業務執行方法

業務執行方法

問題点 １．設計金額に係る情報管理の問題

 設計書類や決裁書類の管理徹底が不十分

２．業者への対応

 同一業者との業務上の関係が長期化。工事担当職員は庁舎外で単独で打ち合わせをする

ことが多い

３．水道工事の積算項目単価が記録された実施設計書のあり方について

 水道工事の内容を全て網羅した単価が記録された設計データを今後も利用するか

再発防止策 １．書類の管理方法の統一と情報管理の徹底

 予定価格を知り得る職員の範囲を限定し、実施設計書（金入り）の厳重保管と不必要に

複製を作成しないことを周知し、徹底を図る。

２．業者対応のルールの新設

 ①所属長が認めた場合を除き、執務室内への業者の立ち入りを禁止する。

 ②業者との折衝等は、原則庁舎内かつ複数の職員で行う。

 ③業者とプライベートで接触した場合、接触内容を所属長に報告する。報告を受けた所

属長は、必要に応じて職員の指導を行う。

 ④業者とプライベートで接触した際、業務内容に話が及んだ場合には、所定の様式によ

り所属長に報告する。報告を受けた所属長は、必要に応じて職員への指導や業者への

確認を行う。

３．業者とのやり取りの記録・報告

 庁舎外で単独で業者と打合せを行った場合、内容を記録することを徹底する。現場立会

いを含め監督業務中に業者から不適切な質問や働きかけがあった場合には回答しないこ

とを徹底するとともに、所定の様式に記録し、所属長への報告を徹底する。報告を受けた

所属長は、必要に応じて職員の指導や業者への確認を行い、あわせて入札幹事会へ報告し

情報の共有を図る。

４．定期的な人事異動

 経験年数、所属期間、職場環境などを考慮のうえ、同一業者との長期関係を避けるため、

人事異動を定期化する。

５．「浜松市退職者の再就職に関する要綱」の徹底

 退職予定者に対して要綱の周知を徹底する。また、市退職者から退職後２年以内に業務

に関する営業活動があった場合には、所定の様式に記録し、所属長へ報告する。報告を受

けた所属長は、必要に応じて市退職者への指導を行う。

６．標準設計書の今後の利用

 今後標準設計書は作成せず、職員の積算能力の向上を図るための研修を実施



第６ 入札及び完成検査

118 

浜松市はコンプライアンス推進月間の職場単位での倫理研修で、予定価格を知り

得る職員の範囲を限定し、実施設計書（金入り）の厳重保管と不必要に複製を作成

しないことを周知し、徹底を図ることを再発防止策に掲げている。南土木整備事務

所は、情報漏えい事件に係る再発防止策として、金入り設計書の取扱い厳重にする

よう事務連絡を所内に伝達している。具体的には、執行伺の決裁を、事務所内で受

ける場合は金入り設計書を封筒（マチ付等）に入れ封をする。厚くて入らない場合

は図面を別綴じにする。予定価格調書は必ず所定の封筒に入れて決裁する。金額が

見える部分は必ず付箋等で隠す。事務所外で決裁する場合はコアら添付でも可能で

ある。ただしコアらは職員誰でも閲覧できるので、情報漏えいを最小限とするため

最低限の書類、例えば内訳書と最低限の図面（平面図のみ等）だけを添付する、等

の再発防止策を示している。設計書の管理については、設計書（金入り）の控えは

１部のみとし、担当者が厳重に管理する。作成途上においても修正した資料等はそ

の都度適切に処分する。設計書は常時鍵付きの引き出し、鉄庫等に入れて簡単に人

目につかないよう管理する。決裁者の不在を確認した時は担当者が一時保管するな

ど、設計書が長時間決裁箱に放置されることがないよう心掛ける、等の再発防止策

を示している。

平成 26 年 4 月に調達課、上下水道部、土木部、都市整備部等の職員で「浜松市官

製談合防止マニュアル」を作成するプロジェクト・チームを立ち上げ、業者対応の

ルールを新設した。具体的には、①所属長が認めた場合を除き、執務室内への業者

の立ち入りを禁止する。②業者との折衝等は、原則庁舎内かつ複数の職員で行う。

③業者とプライベートで接触した場合、接触内容を所属長に報告する。報告を受け

た所属長は、必要に応じて職員の指導を行う。④業者とプライベートで接触した際、

業務内容に話が及んだ場合には、所定の様式により所属長に報告する。報告を受け

た所属長は、必要に応じて職員への指導や業者への確認を行う。等の内容である。

浜松市では、浜松市を退職した職員の再就職について、その透明性を確保するた

め、再就職先における活動の自粛、再就職状況の公表に関し必要な事項を定めるも

のとして、「浜松市退職者の再就職に関する要綱」を定め、浜松市退職者の再就職状

況及び外郭団体等の役員への就任状況を毎年 9 月に公表している。平成 26 年度は、

平成 25 年度中（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）に課長級以上で

浜松市を退職した職員の再就職の状況を公表している。 

総務部人事課において、浜松市退職者の再就職に関する要綱に従って取扱いがな

されているかどうかを確認した。総務部人事課は、退職者に対して退職後状況報告

書の提出を求め、退職者は退職後 15 日以内に報告している。市は、退職者が民間企

業等に再就職をしたことを知り得たときは、当該民間企業等に対し、当該職員を退
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職後 2 年間は、退職前 5 年間に従事していた業務に関連する営業活動に従事しない

よう要請することになっている（浜松市退職者の再就職に関する要綱第 3条第 2項）。

しかし、今回の監査では民間企業に対して営業活動自粛等を要請する手続きがとら

れていたとは認められなかった。 

浜松市退職者の再就職に関する要綱 

（再就職先における営業活動自粛等） 

第３条 市長は、民間企業等に再就職した退職者に対し、退職後２年間は退職前５年間に従事していた業

務に関連する営業活動に従事しないよう要請する。 

２ 市長は、退職者が民間企業等に再就職をしたことを知り得たときは、当該民間企業等に対し、当該職

員を退職後２年間は、退職前５年間に従事していた業務に関連する営業活動に従事しないよう要請する。 

（再就職状況等の報告） 

第４条 市長は、退職者に対し、退職後の状況について、退職後１５日以内に第１号様式により報告する

よう要請する。 

２ 市長は、退職者に対し、退職後２年以内に第１項の報告事項に変更があった場合、速やかに第２号様

式により報告するよう要請する。 

（退職者の再就職状況の公表） 

第５条 市長は、毎年９月に、その前年度の退職者の氏名、退職時の補職、退職年月日、再就職先の名称、

再就職先での役職及び再就職年月日を公表する。

（５）情報システム

情報システム

問題点 １．端末を取扱う職員の意識の問題

 不正操作をしてもわからないのではないかという意識の甘さ

２．土木総合設計積算システムのセキュリティについて

 パスワードが他人が容易に類推できるケースがある

３．上下水道部独自設置端末のセキュリティの問題

 セキュリティ対策が不十分

再発防止策 １．情報システムを利用する職員の意識

 システム障害の解析を目的として記録している情報システムのアクセス操作の履歴が

不祥事件の解明に役立ったことを全職員へ周知し、職員の不正操作の防止につなげる。

２．土木総合設計積算システムのセキュリティ向上

 パスワード設定要件を複雑化し定期的に変更することを徹底した。
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３．上下水道部独自設置端末のセキュリティ強化

 上下水道総務課が中心となり、上下水道部の各課が独自に設置している端末の現状・課

題（適合ＵＳＢ以外の外部記録媒体が使用できる状況にある等）を調査し、セキュリティ

強化対策を取りまとめ、実施する。

土木設計積算システム（SMILES）は、静岡県交通基盤部建設支援局技術管理課長が

管理するプログラムによって、電子計算機に処理を行わせて公共事業に係る工事、調

査等の設計書を作成するコンピュータのシステムである。浜松市と一般社団法人静岡

県測量設計業協会は、積算業務の一部を業務委託するため、平成 26年 11月に「『土木

積算 S・E選定要領』に関する覚書」を締結し、土木設計積算システム（SMILES－ASP）

を利用して公共事業に係る工事、調査等の設計書及び電算帳票を作成している。 

土木部で使用している事業（執行）管理システム（道路・河川共通）は、①基本デ

ータ、②予算データ（予算要求、予算配当、予算流用）、③執行データ（委託・工事執

行データ、用地・補償執行データ、予算執行データ）をファイル共有サーバで情報共

有することを可能にするシステムである。路線別執行台帳により、①基本情報（登録

番号、予算種別、路線名、施工箇所、事業区分、概算全体事業費、事業内容など）、②

予算情報（繰越予算、現年予算、執行額、予算残額など）、③執行情報（契約番号、執

行状況、執行区分、担当者、執行額、工事名、予算区分、契約日、当初契約額、精算

額、完成日、検査日、業者名）を管理している。 

行政経営基幹業務システム「コアら」は、平成 21年 4 月から導入した財務会計、人

事給与、庶務事務、文書管理、電子決裁など内部事務全体の最適化を目的にした行政

経営の基幹業務システムである。事業（執行）管理システムの執行状況は、コアらに

おいて契約状況として把握され、工事契約など行政事務はコアらシステムを利用して

いる。 

地理情報システム（GIS）は、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持った

データ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速

な判断を可能にする技術である。地理情報システム（GIS）に埋め込まれた地図は、固

定資産管理、道路情報管理、農業情報管理などいろいろな用途に対応し、道路台帳や

防災地図に使われている。浜松市では、公共土木施設の管理に関する事務の総括は土

木総務課が行い、施設台帳を定期的に更新することで公共施設に関する情報を管理し

ている。将来的には基盤を地理情報システム（GIS）とし、統合化されたデータベース

（電子的な台帳）を構築し、登録、更新することを目指している。 

公共事業支援統合情報システム（CALS/EC）は、従来は紙で交換されていた情報を電
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子化するとともに、ネットワークを活用して各業務部門をまたぐ情報の共有・有効活

用を図るための仕組みである。国土交通省の電子納品・保管管理システムは、納品さ

れた電子成果品のうち利用頻度の高いものを直接格納するとともに、全ての電子成果

品が収納された CD-R 等の電子媒体の保管場所を一元管理することができる。浜松市は

平成 24 年 2 月に浜松市 CALS／EC 推進委員会において「浜松市 CALS／EC アクションプ

ログラム」が承認され、今後はこのアクションプログラムに基づき、先行して実施し

ている電子入札を継続し、電子納品を本格的に実施していくとともに、地理情報シス

テム（GIS）を利用した業務の効率化を図っている。 

平成 26 年 4 月 17 日に財務部技術監理課長は、土木総合設計積算システムに関係す

る所属長に通知を発し、土木総合設計積算システムのセキュリティ向上を図るため、

土木積算、情報共有、地理情報、保管管理の各システム利用者等システム登録者の全

てを対象として、平成 26 年 5 月 1 日までにパスワードの変更を行うように指示した。

また、システムに登録するパスワードは連想されにくいものとし、今後も定期的に変

更するよう指導した。 

４ 入札・契約制度の予定価格

入札・契約制度

問題点 １．予定価格と最低制限価格の事後公表による問題

 外部から予定価格を探ろうとする不当な働きかけが発生

２．地域要件が設定されていることによる競争性の阻害

 多くの業者が参加することによる競争性の確保が不十分

３．発注業務を行う職員の意識の問題

 発注者の綱紀保持を目的としたマニュアルが未整備

４．入札結果の公表について

 市民が簡単に入札状況をチェックする体制の確立が必要

再発防止策 １．総合評価落札方式の活用

 業者等からの不正な働きかけを防止するため、工事内容により総合評価落札方式を現行

の基準（3000 万円）未満の入札にも活用していく。

２．一般競争入札の拡大

 地域要件は平成 24年度から上限額を順次引き下げてきているが、平成 26年度には現行

の基準（3000 万円）から 2000 万円に、平成 27年度には上限を 1000 万円に引き下げ、撤

廃する方向で検討する。

３．見積工事の見直し

 他政令市の状況を踏まえ、小額１者随契工事（130 万円以下）を廃止し、2 者以上の見
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積合せに変更する。ただし、建物設備に係る 30 万円以下の修繕について、1 者見積を可

能とする。また、事務処理体制を見直す。

４．入札結果の公表

 市政情報室での入札結果の公表を行い、市ホームページも市民が容易に確認できるよう

更新する。また、平成 26 年度中に入札監視のあり方について他政令市の状況も参考にし

つつ、より強化すべく検討、実施する。

５．官製談合防止マニュアルの作成

 平成 26 年 4 月に調達課、上下水道部、土木部、都市整備部等の職員でマニュアル作成

プロジェクト・チームを立ち上げ、発注者の責務や契約事務の基本的な考え方をまとめた

マニュアルを作成し、職員研修に活用する。

６．入札と契約の手続きの透明性の向上

 平成 27 年 4 月実施に向け外部からの働きかけに対する記録・報告・公表の制度導入を

検討する。

７．事業実施部局職員の公正取引委員会開催会議への出席

 公正取引委員会の官製談合防止研修会へ、調達課職員に加えて上下水道部や土木部など

の職員を出席させ、国、県、他都市の取組情報の収集を行う。

予定価格は、地方公共団体が契約を締結する際に、発注者が、競争入札や随意契約

に付する事項の価格について、その契約金額を決定する基準として、あらかじめ作成

しなければならない見込価格である。予定価格は、地方公共団体側の予算執行の際の

上限額としての性格を持つものであり、議会の議決を受けた予算を計画的に執行する

ために必要がある。 

予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、

数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めることになってお

り（浜松市契約規則第 10 条第 2 項）、浜松市では、土木工事等の予定価格を算出する

ために、静岡県が制定した積算基準や資材価格等を適用し、積算をしている。積算基

準は、静岡県の改定日の同日以降に積算する工事に適用している。なお、静岡県に定

めのない建設資材等については、浜松市において市場価格を調査し、浜松市独自の資

材価格を定めている。 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律

第 56 号）で、原則として予定価格を事後公表とすることが示され、平成 27 年 1 月に

発表された「発注関係事務の運用に関する指針」において、予定価格については、入

札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生

じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこ

と等から、原則として事後公表とする旨が定められた。この際、入札前に入札関係職

員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止する

ため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底することになってい
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る。 

浜松市が行う入札・契約事務に関し、職員が働きかけを受けた場合の対応について

必要な事項を定め、情報の共有化により組織として適切な対応を徹底するとともに、

入札・契約事務の公平性、公正性及び透明性のより一層の向上を図ることを目的とし

て「浜松市入札・契約事務に係る働きかけへの対応要綱」を制定し、平成 27 年 4 月１

日から施行している。この要綱に従い、職員は、働きかけ等を受けたときは、速やか

に業者等対応記録を作成し、働きかけ等の内容を所属長に報告しなければならない。

判断の結果が働きかけに該当するものであるときは、その旨を市長に報告するものと

し、市長は、報告に基づいて、働きかけの内容を入札・契約事務に係る働きかけの状

況により浜松市ホームページに掲載する方法で随時公表することになる。 

浜松市契約規則

（予定価格の作成）

第９条 入札に付する事項の価格は、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価

格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置くものとする。

２ 公有財産又は物品の売払いに係る電子入札を行う場合における前項に規定する予定価格にあって

は、入札前に公表することができる。この場合において、同項の規定にかかわらず、当該予定価格を記

載した書面を作成することを要しない。

（予定価格の決定方法）

第１０条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間

継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定

価格を定めることができる。

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、

履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めるものとする。

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合）

第１１条 市長は、一般競争入札の方法により工事、製造その他の請負の契約を締結しようとするとき

は、令第１６７条の１０第１項又は第１６７条の１０の２第２項の規定に基づき、予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって

申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行が確保されないお

それがあると認められる場合の価格（以下「調査基準価格」という。）その他の基準及び落札の決定方

法を設けるものとする。

２ 市長は、一般競争入札の方法により工事、製造その他の請負の契約を締結しようとするときは、令

第１６７条の１０第２項の規定に基づき、最低制限価格を設けるものとする。ただし、令第１６７条の

１０の２第１項の規定による場合は、この限りではない。

３ 調査基準価格及び最低制限価格は、工事、製造その他の請負の内容、過去の実例価格その他の条件

を考慮して定めるものとする。
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浜松市入札・契約事務に係る働きかけへの対応要綱

（働きかけ等への対応）

第４条 職員は、働きかけ又はその疑いのある行為（以下「働きかけ等」という。）に対しては、回答

してはならない。

２ 職員は、働きかけ等に対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。

３ 職員は、働きかけ等を受けたときは、相手方の氏名、連絡先等を確認し、当該相手方に対して、記録

を作成する旨及び当該行為が働きかけに該当すると判断した場合にはその事実について公表することが

ある旨を告知するものとする。

４ 職員は、その受けた働きかけ等が浜松市法令遵守（コンプライアンス）の推進に関する要綱第２条第

２号に規定する不当要求行為等に該当すると判断したときは、同要綱の規定に基づき対応するものとす

る。この場合においては、前項及び次条から第７条までの規定は、適用しない。

５ 前項の規定は、職員が、他の職員が働きかけに関与している事実を知り得た場合について準用する。

５ 完成検査

浜松市が工事の請負契約を締結した場合、契約の適正な履行を確保するため、その

工事代金支払いの際には必要な検査を行わなければならないことが、地方自治法第 234

条の 2 により定められている。また、その検査の方法については、地方自治法施行令

第 167 条の 15により立会い、指示その他の方法によることが定められている。これら

の法に基づき、浜松市建設工事執行規則では工事検査を行うことが規定されている。

建設工事等の検査は、土木（建築及び設備）工事検査技術基準等により、工事及び工

事材料製造等において厳正かつ的確に実施することになっている。また、平成 26 年度

は浜松市建設工事監督実施要綱（平成 26 年 6 月 1 日施行）、浜松市建設工事検査実施

要綱（平成 26 年 4 月 1 日施行）、工事検査事務処理要領（平成 25 年 4 月 1 日施行）、

浜松市小規模工事事務取扱要領（平成 26 年 10 月 1 日施行）を定め、より詳細で厳密

な検査が実施されている。 

地方自治法 第２３４条の２（契約の履行の確保）

 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締

結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履

行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な

監督又は検査をしなければならない。

２ 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契

約上の義務を履行しないときは、その契約保証金（政令の定めるところによりその納付に代えて提供さ

れた担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金
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について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

地方自治法施行令 第１６７条の１５（監督又は検査の方法）

 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行な

わなければならない。

２ 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければなら

ない。

３ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の

目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生

じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると

認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

４ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専

門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又

は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員

以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。

浜松市建設工事執行規則

（検査を行う職員）

第４１条 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による検査は、浜松市事務分掌規則（平成１９年浜

松市規則第３号）第１７条第２項に規定する検査監又は市長若しくは所属長の命じる職員が行う。

（検査及び引渡し）

第４２条 受注者は、建設工事を完成したときは、工事完成届（第１５号様式）によりその旨を市長に

通知しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会い

の上、設計図書の定めるところにより、建設工事の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検

査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、

その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

４ 市長は、第２項の検査によって建設工事の完成を確認した後、完成工作物引渡書により受注者が工

事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５ 市長は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了

と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じな

ければならない。

６ 受注者は、建設工事が第２項の検査に合格しないときは、工事手直し指示書の定めるところにより、

直ちに修補して市長の検査を受けなければならない。
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７ 第１項から第５項までの規定は、前項の規定による修補が完了した場合に準用する。この場合のこ

の条の規定の適用については、第１項中「建設工事を完成」とあるのは「修補を完了」と、「工事完成

届（第１５号様式）」とあるのは「工事手直し完了届（第１６号様式）」とし、第２項中「建設工事の

完成」とあるのは「修補の完了」とする。

浜松市における検査の体制は、500 万円以上の工事及び 500 万円を超える工事に関連

する業務委託（測量、調査及び設計等）は技術監理課が担当し、500 万円未満の工事は

各土木整備事務所など工事主管課が担当することになっている。ただし、500 万円未満

の工事検査であっても国又は県の補助事業で、工事担当部局以外での検査が規定され

ているもの、工事担当部局では検査できない専門技術を要するもの、対外的に検査監

で検査することが妥当であるものは、技術監理課の検査監が工事検査を実施する。 

検査担当 土木、建築、電気・機械 

技術監理課 

500 万円以上の工事、500 万円を超える工事に関連する業務委託（測量、調

査及び設計等） 

500 万円未満で市長が指定する工事（国又は県の補助事業で、工事担当部局

以外で検査が規定されたもの。工事担当部局では検査できない専門技術を要

するもの。対外的に技術監理課で検査することが妥当であるもの。） 

主管課長が指定する者 上記以外の工事及び工事に関連する業務委託 

浜松市契約規則

（監督職員）

第３４条 市長は、工事又は製造の請負に係る契約の履行を確保するために必要があると認めるときは、

監督職員を置かなければならない。

２ 前項に規定する監督職員は、主管の課長が指定する。

（検査職員）

第３５条 市長は、工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約を締結した場合においては、その受

ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは

製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。）をさせるため、検査職員を置かなけれ

ばならない。

２ 検査職員は、次に掲げる者をもって充てる。

（１）５００万円以上の工事又は製造の請負（５００万円未満で市長が指定するものを含む。）につい

ては検査監の職にある者

（２）５００万円未満の工事又は製造の請負（市長が指定するものを除く。）、物件の購入その他の契

約については主管の課長が指定する者
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工事検査事務処理要領

第３ 検査監が実施する 500 万円未満の工事検査

 浜松市契約規則第３５条第２項に基づく 500 万円未満で、市長が指定するものは次の各号に定めるも

のとする。

（１）国又は県の補助事業で、工事担当部局以外での検査が規定されているもの。

（２）工事担当部局では検査できない専門技術を要するもの。

（３）対外的に検査監で検査することが妥当であるもの。

技術監理課が行った工事完成検査の結果は、建設工事の評定と合わせて、受注者に

通知される。平成 27年 4月 1 日以降に受検する工事から、技術監理課が検査する工事

完成検査の工事完成検査結果通知書の受取りについては、工事完成検査結果通知書の

受取り方法が、直接受領と郵送受領の 2通りから選ぶことになっている。 

また、契約金額が 250 万円を超える建設工事等については、工事監督職員（浜松市

契約規則第 34 条に定める監督職員）とその上司及び検査職員（浜松市契約規則第 35

条に定める検査職員）による成績評定を行っている。そのうち、500 万円以上の建設工

事等については、その結果を受注者に通知している。 

平成 26 年度は 500 万円以上の工事を対象として合計で 794 件の工事完成検査を行っ

ている。工事完成検査の評定結果は、評定点の平均点は 75.4 点で（平成 25 年度は 75.3

点）、最高点は 87点であった。業務委託の完成検査については、500 万円を超える業務

委託を対象として合計で 117 件の検査を行っている。 

６ 監査の結果

（１）実施した監査手続き 

各土木整備事務所及び財務部調達課へ赴き、入札及び完成検査について担当者に

質問し、説明を受けた。平成 26 年度の工事一覧から工事を抽出し、契約書類及び工

事関係書類を閲覧した。また、総務部人事課に赴き、退職者の再就職について担当

者に質問し、「退職後状況報告書」を閲覧した。監査の結果、是正を要する事項につ

いては、「（２）指摘事項」、検討を要する事項については、「（３）意見」とした。 

（２）指摘事項 

① 浜松市を退職した職員の再就職について 

浜松市では「浜松市退職者の再就職に関する要綱」を定め、浜松市退職者の再就
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職 状況及び外郭団体等の役員への就任状況を毎年 9月に公表している。 浜松市は、

退職者が民間企業等に再就職をしたことを知り得たときは、当該民間企業等に対し、

当該職員を退職後 2 年間は、退職前 5 年間に従事していた業務に関連する営業活動

に従事しないよう要請することになっている（浜松市退職者の再就職状況に関する

要綱第 3条第 2項）。今回の監査では民間企業に対して営業活動自粛等を要請する手

続きがとられていたとは認められなかった。 

地方公務員の再就職については法令による規制はないが、浜松市は営業活動自粛

等の要請や再就職状況等の報告を行うことを要綱で定めている以上、要綱の実効性

のある運用が必要である。確かに、再就職状況を報告することは一定の牽制機能を

持つが、本人への要請手続きを適切に行うことが必要と考える。 

退職者に対しては退職手続きの中で、再就職先における営業活動自粛等を促し、

退職後に再就職状況等を要綱に従った様式によって報告させている。市側はこの記

載内容を確認し、状況によっては例えば、再度、営業活動自粛等を促す等の手続き

をとる等、実効性を高め、市民に不適切な関係を疑われかねない事案に対して透明

性を確保するよう対策を講じる必要がある。 

なお、国家公務員法の再就職等規制には、①他の職員・元職員の再就職依頼・情

報提供等規制（国家公務員法第 106 条の 2）、②現職職員による利害関係企業等への

求職活動規制（国家公務員法第 106 条の 3）、③再就職者（元職員）による元の職場

への働きかけ規制（国家公務員法第 106 条の 4）の 3つの規制があり、職員が利害関

係企業等に対し、離職後に再就職することを目的として、自己に関する情報を提供

すること、再就職しようとする地位に関する情報の提供を依頼することは禁止され

ている。また、利害関係企業等に再就職することを要求したり、再就職を約束する

ことは禁止されている。平成 26 年 5 月 14 日に公布された「地方公務員法及び地方

独立行政法人法の一部を改正する法律」（平成 28 年 4 月 1 日施行）により、地方公

共団体は、国家公務員法に規定されている退職管理に関する規定の趣旨を踏まえ、

退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることになっている

（地方公務員法第 38 条の 6 新設）。今後は、この法改正に浜松市も対応していく必

要がある。 

（３）意見 

① 予定価格の適正な設定 

予定価格は、入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、契約

の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履

行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定め、その予定価格を記載した書面
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を封かんして開札の際これを開札場所に置くことになっている（浜松市契約規則第 9

条、第 10 条第 2 項）。予定価格は、設計金額を基に決定され、通常は積算額が予定

価格となっている。工事を発注する課の担当職員が積算基準に基づいて積算を行い、

積算額に基づいて予定価格を決定する。 

予定価格に関しては、発注者が市場実態等を的確に反映した積算による予定価格

の適正な設定をしなければ、入札参加者にとって適正な利潤が確保されないため地

域の建設業者が疲弊するばかりか、下請業者へのしわ寄せが生じ、公共工事の担い

手が将来に渡って確保されないことになる。現在、予定価格の設定に当たっては、

適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場

における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、実際の施工に要

する通常妥当な経費について適正な積算を行う体制となっている。今後も、さらに、

経済社会情勢を反映する制度について研究等を期待したい。 

② 予定価格の情報管理 

地方公共団体の発注する公共工事は、入札及び契約において法令順守を徹底し、

談合や収賄その他の不正行為が排除されなければならない。地方公共団体は、予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするこ

とになるから、入札における予定価格の意義は大きい。予定価格又は積算金額等の

情報が漏えいすると、公正な入札が阻害され、より安く調達するという競争原理も

機能しないことになる。入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする

者の間の公正な競争を促すために、事業者に対して公表していない予定価格又は積

算金額その他公表していない発注情報を漏えいしてはならない。前述のとおり、元

浜松市職員が、市が発注する水道工事の予定価格を入札前に業者に漏らし、見返り

として現金を受け取ったとされる贈収賄事件があったが、今後も再発防止のために

策定した「浜松市官製談合防止マニュアル」「浜松市入札・契約事務に係る働きかけ

への対応要綱」等の再発防止策の周知徹底が望まれる。 


