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基本方針 

①社会的価値の評価 

 

公契約の相手方の選定に当たっては、適正な労働条件
の確保その他の社会的な価値の実現及び向上に対する
寄与の程度を勘案すること。 
 

②法令の遵守 

 

公契約の履行に当たっては、受注者及び下請負者等に
対し次に掲げる事項その他の法令の遵守を求めること。 
 ア 最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと。 
 イ 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に係る被保険者資格 
   の取得に係る届出及び労災保険に係る保険関係成立の 
   届出を行うこと。 

 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き 

評価項目と評価方法 

評価方法／評価項目 評価項目の種類  

建設工事 

指定管理 
特定公契約の 

募集に係る審査時／②～④ 

業者格付け時／①～④  ①社会保険加入 

 ②障害者雇用 

 ③「奈良県社員・シャイン職  

  場づくり推進企業」登録 

 ④保護観察対象者等雇用 

業務委託 

(施設管理等) 

特定公契約の 

総合評価入札時／②～④ 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

社会的な価値の評価にかかる手続き 

評価項目 

①社会保険加入 ・法令上義務づけられた健康保険・厚生年金保険・雇用保
険・労災保険への加入 

②障害者雇用 

・「障害者の雇用の促進に関する法律」で義務づけられてい
る、従業員50人以上の企業における障害のある方の雇用
の状況 
（従業員50人未満の企業についても同様に取り扱う） 

③奈良県社員・シャイン 
 職場づくり推進企業登録 

・奈良県で行っている働きやすい職場づくりを推進する県内
に本社または事業所のある企業の登録制度 

④保護観察対象者等の雇用 ・保護観察処分を受けた人や刑務所を仮釈放になった人な
どに対し就労機会を提供するための企業の取組 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き 

建設工事 

建設工事格付け基準に追加する評価項目 

社会保険加入 障害者雇用 
奈良県社員・シャイン 

職場づくり推進企業登録 
保護観察対象者等の 

雇用 

評価方法・必要書類 

具体的な評価の方法、必要書類は現在検討中 

導入時期 

平成２８、２９年度分以降の建設工事格付け時 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き                        

総合評価入札とは 

金額だけの競争ではなく、金額以外の項目についても評価し、契約の相手方を決める入札方法 

総合評価入札を行う委託業務 

予定価格 ３千万円以上 

業務の範囲 
清掃業務、警備業務、駐車場管理業務、受付業務、案内業務、宿日直業務、電話
交換業務、施設内での給食調理又は洗濯業務のいずれかを含む内容のもの 

総合評価入札で評価する項目 

障害者雇用 
奈良県社員・シャイン 

職場づくり推進企業登録 
保護観察対象者等の 

雇用 
業務の内容に応じた 

項目 

導入時期 

平成２７年４月１日以降に公告する案件 

業務委託（施設管理等）  

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き                        

業務委託（施設管理等） 

 評価する項目 必要書類 

 
障害者雇用 
 

○ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」の写 
                           （従業員50人以上の事業所） 
○所定の様式に記入したもの（従業員50人未満の事業所） 

奈良県社員・シャイン職場
づくり推進企業登録 

○奈良県 産業・雇用振興部 雇用労政課の発行する 
 「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録証書」の写 

保護観察対象者等雇用 ○所定の様式により、奈良保護観察所が証明したもの 

業務内容に応じた審査項目 ○審査項目に関する資料 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き                        

募集にかかる審査とは 

 公の施設の設置目的を達成するために最も効果的で効率的な管理運営を行える団体を指定管理者 
として指定するため、選定審査基準を設け審査 

新たに審査する項目を導入する指定管理業務 

委託料上限額 ３千万円以上 

業務の範囲 
清掃業務、警備業務、駐車場管理業務、受付業務、案内業務、宿日直業務、電話
交換業務、施設内での給食調理又は洗濯業務のいずれかを含む内容のもの 

選定審査基準で追加する項目 

障害者雇用 
奈良県社員・シャイン 

職場づくり推進企業登録 
保護観察対象者等の 

雇用 

審査項目の導入時期 

平成２７年４月１日以降に募集する案件 

指定管理  

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



社会的な価値の評価にかかる手続き                       

指定管理 

 評価する項目 必要書類 

 
障害者雇用 
 

○ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」の写 
                           （従業員50人以上の事業所） 
○所定の様式に記入したもの（従業員50人未満の事業所） 

奈良県社員・シャイン職場
づくり推進企業登録 

○奈良県 産業・雇用振興部 雇用労政課の発行する 
 「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録証書」の写 

保護観察対象者等雇用 ○所定の様式により、奈良保護観察所が証明したもの 

業務内容に応じた審査項目 ○審査項目に関する資料 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



法令の遵守にかかる手続き 

建設工事              
予定価格３億円以上 

遵守事項・諸手続 

特定公契約の範囲 遵守事項 

指定管理 
 

委託料上限額３千万円以上   

●最低賃金、社会保険加入の遵守 

●条例に基づく諸手続き 
 ①履行責任者の選任・報告 
 ②下請負者等への明示及び指導 

 ③労働者への明示 
 ④定期の支払賃金等の報告 
 ⑤疑義がある場合の説明等 

 ⑥立入調査への協力 
 ⑦必要な措置の結果報告 

業務委託(施設管理等) 

予定価格３千万円以上        

 公契約のうち、下記の特定公契約の受注者は、当該業務に従事する労働者
について、遵守状況に関する報告や下請負者等への指導等を行う義務を負う。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

①特定公契約履行責任者の選任・報告 

 

•特定受注者は、県との連絡や、下請負者等に指
示を行う履行責任者を選任します。 

 

•履行責任者は、本社、支社又は現場の管理責任
者等にあたる方を選任します。 

 

•右の事項を記載し、選任後速やかに県に報告し
ます。 

 

•履行責任者の異動や変更があった場合は速や
かに報告します。 

    

 

特定公契約履行責任者の 
報告について 

（主な記載事項） 
 
 
   ・履行責任者氏名 
   ・住所 
   ・電話番号 
   ・FAX番号 
   ・メールアドレス 
   ・役職等 
 
 ※日中に履行責任者と確実に連絡が 
  取れる連絡先を記載して下さい 

㊟様式・記載事項は検討中です。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

②下請負者等への明示及び指導 

       

•特定受注者が業務の一部を下請負等させる
場合、右の事項を下請負者等に説明します。 

 

•下請負者等は右の事項を了解した上で、特定
受注者に誓約書の提出をします。 

 

•下請負者等が業務の一部をさらに下請負等さ
せる場合も同様に説明を行い、誓約書の提出
を受けます。 

 

•特定受注者が全ての誓約書（写しを含む）を
保管します。 

 
 

    
    

 誓約書(主な記載事項) 
 

 ・特定公契約の業務であることの了知 

 

 ・最低賃金、社会保険加入の遵守と遵 

  守状況の定期報告 

 

 ・労働者からの問合せへの対応 

 

 ・疑義がある場合の説明等、県の立入 

  調査への協力 

 

 ・下請業者等への特定公契約の業務で 

  あることの説明と遵守指導 

 

 ・下請業者等からの誓約書の徴取と 

  写しの提出 

㊟様式・記載事項は検討中です。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

③労働者への明示 

  
•右の事項を特定労働者へ明示します。 

 
•業務履行場所（作業現場・事務所など）へ 
掲示するなどします。 
   
 

 
 

労働者への明示事項 
 (業務履行場所に掲示) 

 
 ・特定公契約に係る業務であること 

 

 

 ・雇用主は、最低賃金･社会保険加入の遵 

  守を約していること 

 

 

 ・県や受注者等に疑義の申出ができること 

㊟様式・記載事項は検討中です。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



法令の遵守にかかる手続き 

契約締結 

誓 
約 
書 

県担当課 

受 注 者 

下請負者等(３次) 

 
 

本社、支社又は現場
の管理責任者等 

特定公契約履行責任者 

労働者への明示事項 

 (業務履行場所に掲示) 

 

 ○特定公契約に係る業務である   

  こと。 

 

 ○雇用主は、最低賃金･社会保険 

  加入の遵守を約していること。 

 

 ○県や受注者等に疑義の申出が 

  できること。 

    

   誓約書(主な記載事項) 
 

 １ 特定公契約の業務であることの了知 

 

 ２ 最低賃金、社会保険加入の遵守と遵 

   守状況の定期報告 

 

 ３ 労働者からの問合せへの対応 

 

 ４ 疑義がある場合の説明等、県の立入 

   調査への協力 

 

 ５ 下請業者等への特定公契約の業務で 

   あることの説明と遵守指導 

 

 ６ 下請業者等からの誓約書の徴取と 

   写しの提出 

①～③フロー図 

③ 

② ① 

指
導
・
指
示
 

 

写 
し 
 
 
 

写 
し 
 
 
 

 
誓 
約 
書 
 

写 
し 
 
 
 
 
誓 
約 
書 

下請負者等(１次) 

下請負者等(２次) 

特約条項 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



法令の遵守にかかる手続き 

④－１定期の支払賃金等の報告 

作成時期 作成する月 県への提出締切日 

初回 事業着手日から３か月を経過した日の属する月 作成月の翌月末日 

２回目以降 初回作成した月から６か月ごと 作成月の翌月末日 

•特定下請負者等がある場合は、特定受注者が取りまとめて県へ提出します。 
•特定受注者は特定下請負者等に対し、提出期限を設け、提出されない場合は、提出するよう指導します。 
•特定下請負者等に指導しても提出されない場合は、その旨を記載し、県へ提出します。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

④－２定期の賃金等の報告 

 労働保険番号

例1 58

例2 63

例3 65

1

2

3

※ 添付書類は求めない。

 契約期間  Ｈ○○年○○月○○日 ～ Ｈ○○年○○月○○日 　賃金支払日

29301304711000

賃金支払状況等報告書

 特定公契約の名称
国道○○○号　社会資本整備総合交付金事業 工事
（第１－Ａ１１－２号）

報
告
者

 事業者名・部署･氏名

 契約の相手方（発注者）  ○○○○建設㈱  電話番号

番
号

従業員氏名
年
 

齢

賃金形態 対 象 と す る 支 払 賃 金 の 状 況 社会保険の加入状況

雇用保険 健康保険 厚生年金

加入
有無

月給・日給・時給単価（円）
所定給与額

768

4

備考
賃金総額
（円）①

うち

対象外の
諸手当
（円）②

対象額（円）
③＝①－②

労働
日数
④

所定労働
時間⑤

（時間，分）

１時間
当たりの
賃金（円） 未加入

理由

加入
有無

未加入

理由

加入
有無

未加入

理由

760 有

760 無

会計 二郎 月給・日給・時給 6,080 130,000 8,400 121,600 20 8

有 有 有8,400 121,600 245 7 45

無 4

無無 4

無

43

会計 一郎 月給・日給・時給

160 0

121,600 130,000

会計 三郎 月給・日給・時給 760 130,000 8,400 121,600

0

 △△△△建設㈱　 △△事務所　  奈良 太郎

 △△△△-△△-△△△△

 Ｈ△△年△△月△△日 （～ Ｈ△△年△△月△△日）

・添付書類は不要 
・特定労働者がいない場合は、該当なしと記入し報告 

㋐ 

㋑ 

㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ ㋙ 

㊟様式・記載事項は検討中です。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

④－３定期の支払賃金等の報告 

賃金支払状況報告書の作成項目 

㋐賃金支払日 報告対象月の賃金支払日 

㋑労働保険番号 労働基準監督署に提出した「概算保険料申告書」に記載された１４けたの番号 

㋒従業員名・年齢 賃金支払日の月末現在の年齢 

㋓賃金形態・給与額 基本給の形態（月給・日給・時給別）、金額 

㋔賃金総額・諸手当 賃金の総額、対象外の諸手当額 

㋕労働日数 月給の場合は年間所定労働日数。日給の場合は支払賃金の対象となった労働日数 
時給の場合は記入不要 

㋖所定労働時間 月給・日給の場合は１日の所定労働時間数。時給の場合は支払賃金の対象となった
総労働時間数 

㋗雇用保険の加入状況 加入の有無と未加入理由 

㋘健康保険の加入状況 加入の有無と未加入理由 

㋙厚生年金の加入状況 加入の有無と未加入理由 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

④－４定期の支払賃金等の報告 

賃金支払状況報告書を作成する労働者 

建設工事 
建設業法に規定する元請負人又は下請負人に雇用される労働者 

委託業務、指定管理 
清掃業務、警備業務、駐車場管理業務、受付業務、案内業務、宿
日直業務、電話交換業務、施設内での給食の調理業務又は洗濯
業務に従事する労働者                  

報告を除外する者 

直接業務に従事しない者 （例） 会社役員、営業所長、事務所長、支店長、営業所等におい
て勤務する一般事務員、工事における交通誘導員など  

履行場所（現場）において管理監
督的な業務又は専門知識を要す
る業務 

（例） 建設工事における現場代理人・監理技術者・主任技術者 
委託業務、指定管理における作業監督者など 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

⑤疑義がある場合の説明等 

労働者 奈良県 受注者 下請負者等 

・特定下請負者等にかかる疑義の場合は、特定受注者が取りまとめて県へ提出します。 
・特定受注者は特定下請負者等に対し、提出期限を設け、提出されない場合は、提出するよう指導します。 
・特定下請負者等に指導しても、提出されない場合は、その旨を記載し、県へ報告します。 

申出 

提出内容の確認 

法令違反の疑い 

賃金支払等報告書 賃金支払等報告書 

説明・資料の確認 

説明・資料提出 
説明・資料提出の

要求 
説明・資料提出 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

⑥立入調査への協力 

奈良県 受注者 

説明・資料提出 

法令違反の疑い 

説明・資料の確認 

下請負者等 

説明・資料提出 

・特定下請負者等にかかる立入調査の場合、特定受注者は特定下請負者等へ立入調査に協力するよう指示をし、 
特定公契約履行責任者が同行します。 

立入調査 

立入調査 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



  

法令の遵守にかかる手続き 

⑦必要な措置の結果報告 

奈良県 受注者 

違反内容の通知 

法令違反を確認 

下請負者等 

結果報告の確認 

措置の結果報告 措置の結果報告 

・特定下請負者等にかかる違反の場合は、特定受注者が取りまとめて県へ提出します。 
・特定受注者は特定下請負者等に対し、提出期限を設け、提出されない場合は、提出するよう指導します。 
・特定下請負者等に指導しても、提出されない場合は、その旨を記載し、県へ報告します。 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 



          

 
      説明事項 ： 公契約条例の諸手続き等について 

             ※公契約条例の手引の内容などについて説明します 

     
    日   時 ： 平成２７年３月１７日（火） 午後 
 
    場   所 ： 橿原市立かしはら万葉ホール ロマントピアホール 
                  橿原市小房町１１－５ 
 
     問合せ先  ：  奈良県会計局総務課総務企画係 ℡ 0742-27-8906 

実務説明会の予定について 

奈良県公契約条例説明会(平成26年12月16日・19日) 

※現在、上記のとおり準備を進めていますが、諸般の事情でやむをえず内容や日時・場所
等を変更する場合がありますので、ご注意ください。開催案内及び申込方法は、３月１日
頃に県会計局ホームページ(http://www.pref.nara.jp/36555.htm)に掲載しますので、ご
参照ください。 

http://www.pref.nara.jp/11816.htm
http://www.pref.nara.jp/11816.htm
http://www.pref.nara.jp/11816.htm

