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Ⅰ 入札の関係法令と発注ガイドライン

１．契約の原則

契約は、一般競争入札を原則【会計法第29条
の3、地方自治法第234条】として受注者を選
定するが、契約の性質等に応じ指名競争入札、
随意契約によることもできる。
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２．予定価格について

契約方式選択および落札の基準としての

「予定価格」

【会計法第29条の6、地方自治法第234条の3】

3



（1）予定価格の解説・役割・算定

1）予定価格とは
国や地方公共団体が契約を締結する際に、
契約担当官等が、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をいう。

【予算決算及び会計令（以下「予決令」という）第79条、第99条の5】
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2）予定価格の役割
契約金額を決定し適正な契約を行うための
基準となるもので、

①指名競争入札や随意契約において対象業者
の格付けを決定する際の基準であり、

②入札等において、落札決定するかどうかの
基準にもなる。
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3）予定価格の算定

①予定価格の作成【予決令 第79条】

契約担当官等は、その競争入札に付する事項

の価格を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、又

は記録した書面をその内容が認知できない方

法により、開札の際これを開札場所に置かな

ければならない。 6



②予定価格の決定方法【予決令 第80条】

予定価格は、競争入札に付する事項の価格

について定めなければならない。…後略…

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、需給の状況、

履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等

を考慮して適正に定めなければならない。
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4）適正な予定価格・歩切の禁止

【品確法第7条第1項第1号（発注者の責務】

①予定価格の設定にあたっては、適正な利潤
を確保することができるよう、市場におけ
る労務及び取引価格、事業主が納付義務を
負う保険料（法定福利費）、施工の実態等
を的確に反映した積算を行う。積算にあ
たっては、最新の積算基準を適用する。
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歩切は、当該規定に違反すること等から、
これを行わない。

仕様書に記載していない業務の追加または
記載していながら積算に含まれていない場
合や予算等の都合で予定価格を切り下げる
ことは、歩切であり「公共工事の入札及び
契約適正化の促進に関する法律」の趣旨に
反する。

②

※
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(2)仕様書・予定価格同一の原則

：仕様書の内容と予定価格は、一致
していなければならない。
（予決令第79条および会計検査）

：仕様書に記載していないことは、
予定価格の積算に含むことができない。

：仕様書に記載していることは、予定
価格の積算に含めなければならない。
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Ⅱ 仕様書および予定価格調書の作成について

２．業務目的と要求水準

該当施設の設置目的、役割や運用上の
特殊性等を勘案し、発注する業務の
目的と達成されるべき目標＝業務品質の
要求水準を明確にする
（業務設計者が具体的にイメージして
いること）。
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日 常 清 掃 業 務 仕 様 (例)

（清掃対象面積： ㎡）

区 分 項 目 作業内容 周期 清掃面積
実施回数

（回/年）

床
清
掃

1 玄関ﾎｰﾙ 弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

2 事務室・会議室
弾性床・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

繊維床 除塵 1D ㎡

3 廊下・EVﾎｰﾙ
弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

繊維床 除塵 1D ㎡

4 便所・洗面所 弾性床・硬質床 除塵・全面水拭き 1D ㎡

5 給湯室 弾性床 除塵・全面水拭き 1D ㎡

6 ＥＶ
弾性床又は硬質床 除塵・部分水拭き 1D 台

ﾌﾛｱﾏｯﾄ 除塵 1D 台

7 階段
弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

繊維床 除塵 1D ㎡

8 食堂 弾性床・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

9 浴室・脱衣室
ｼｬﾜｰﾙｰﾑ

硬質床
（浴室ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ内）

浴室洗浄 1D ㎡

弾性床又は硬質床
（脱衣室）

除塵・拭き 1D ㎡

10 喫煙スペース 弾性床・硬質床 除塵・部分水拭き 1D ㎡

11 ごみ集積所 硬質床 除塵・全面水拭き 1D ㎡

〇床清掃の他にも床以外清掃・巡回清掃・その他などを考慮して同様の様式を整える必要がある



２．仕様書の作成

（1）一般事項

1）清掃面積：当該建物1棟の建物内部
の清掃対象面積の合計

2）建物内部の面積は、原則として壁の
厚さの中心からの壁芯寸法で算出

（設計図書参照）
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①床面積は、柱型・家具・什器備品の面積は
差し引かない。

②壁面積は、窓・扉・什器備品の面積を除く。

③天井は、高さ3.5ｍ以下に限り、照明器具、
吹出口・吸込口の面積を除く。
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3）照明器具、吹出口・吸込口等の清掃は、
天井の高さ3.5ｍ以下に限る。

4）玄関回り、犬走、構内通路、駐車場、
屋上広場等の建物外部の面積は、
対象実面積。

15



(2) 施設の状況を明らかにする。

1）施設規模：敷地面積、建築面積、部屋・
廊下・階段等の延べ床面積、階数、構造

※清掃業務における部屋・廊下・階段等の
延べ床面積は、壁芯寸法による。
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2）建築年数、修繕・点検履歴

3）管理運営概要：業務内容、管理体制、
開館・閉館時間、開館日(業務実施日)、
その他
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(3) 対象場所ごとの業務内容と作業規模を明確
にする。

1) 具体的作業内容：除塵、拭き、洗浄等々

2) 作業場所ごとの対象面積等

3) 作業の具体的回数・頻度（都度は不可）

※巡回清掃は、作業時刻など作業の
タイミングを指定
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日常清掃 （案）

（清掃対象面積： ㎡）

区分 項目 作業内容 周期 清掃規模
回数

単位

標準歩掛り（人）
積算歩掛り（人）

1,000㎡＜面積≦2,000㎡

回/年 清掃A 清掃B 清掃C 清掃A 清掃B 清掃C

床
清
掃

1 玄関ﾎｰﾙ 弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.011 0.011 

2 事務室・会議室
弾性床・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.012 0.012 

繊維床 除塵 1D ㎡ 100㎡/回 0.015 0.016 

3 廊下・EVﾎｰﾙ
弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.011 0.011 

繊維床 除塵 1D ㎡ 100㎡/回 0.018 0.019 

4 便所・洗面所 弾性床・硬質床 除塵・全面水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.038 0.039 

5 給湯室 弾性床 除塵・全面水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.052 0.052 

6 ＥＶ
弾性床又は硬質床 除塵・部分水拭き 1D 台 台/回 0.002 0.002 

ﾌﾛｱﾏｯﾄ 除塵 1D 台 台/回 0.002 0.002 

7 階段
弾性・硬質・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.030 0.030 

繊維床 除塵 1D ㎡ 100㎡/回 0.049 0.052 

8 食堂 弾性床・木製床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.024 0.024 

9 浴室・脱衣室
ｼｬﾜｰﾙｰﾑ

硬質床
（浴室ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ内）

浴室洗浄 1D

弾性床又は硬質床
（脱衣室）

除塵・拭き 1D

10 喫煙スペース 弾性床・硬質床 除塵・部分水拭き 1D ㎡ 100㎡/回 0.011 0.011 

11 ごみ集積所 硬質床 除塵・全面水拭き 1D

〇床清掃の他にも床以外清掃・巡回清掃・その他などを考慮して同様の様式を整える必要がある



1. 予定価格の構成

予定
価格

業務
価格

業務
原価

直接
業務費

直接
人件費

消費税
相当額

一般管
理費等

業務
管理費

直接
物品費
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２．直接業務費

◎直接業務費は、直接人件費と直接
物品費の総和した費用。

（1）直接人件費
清掃員が清掃業務を行うため、その
労働力を消費することによって発生
する費用。
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算出方法

労務数量×技術者区分に応じた建築保全
業務労務単価（国交省：毎年12月公表）

仕様書に応じた歩掛に清掃面積・清掃回数
等の所要数量を乗じて算定する。

清掃員Ｃは、ＡまたはＢの指示に従って
作業を行うため、Ｃのみの作業はない。

1)

〇

22



清掃業務の標準歩掛（一般事項）

①この歩掛は、原則として事務所建物に
適用する。(病院等は、見積による。)

②歩掛表で清掃面積別に1,000㎡以下、
1,000を超え2,000㎡以下、2,000を超え
5,000㎡以下、5,000を超え10,000㎡
以下により歩掛欄が清掃員別に分かれて
おり、当該建物一棟の清掃面積が該当
する欄の歩掛を使用する。

1)
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③歩掛表は、建物1棟ごとに適用する。

④清掃面積が、10,000㎡を超えるものは見積に
よる。

⑤床以外や建物外部の清掃などでは、歩掛は
見積もりによるとしているが、類似する作業
内容を準用している事例もある。

24



⑥標準仕様以外の業務を加えられている事例も
ある。

※日常清掃と定期清掃の歩掛は、
H30版国土交通省基準歩掛があります。
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（2）直接物品費
清掃業務を行うのに必要な物品を消費
することによって発生する費用。

1）算出方法
直接人件費 × 直接物品費率（4～6％）
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３．業務原価

◎業務原価は、直接業務費と業務管理費の
総和した費用。

（1）業務管理費
受注者が現場業務を管理運営するために
必要な直接業務費以外の費用。

1）算出方法
直接業務費（直接人件費＋直接物品費）
×業務管理費率（13～17％） 27



４．業務価格

◎業務価格は、業務原価と一般管理費等

（1）一般管理費等
受注者が企業を維持運営していくために
必要な直接業務費及び業務管理費以外の
費用で営業費を含む一般管理費と営業利益。

1）算出方法
業務原価（直接業務費＋業務管理費）
×一般管理費等率（14～19％） 28



５．予定価格

◎予定価格は、業務価格に消費税相当額を
加えた価格。
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ご清聴ありがとうございました
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