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１ 入札制度改革の趣旨 

  当町においては、町営建設工事を巡る入札妨害事件及び談合事件の発生に

より従来の入札制度の在り方が問われている状況であります。 

  このことから、町営建設工事に係る当該事件等の不正行為の再発を防止す

るため、より公正で透明性の高い入札制度の確立を目指し、入札制度改革に

係る基本方針に基づき、入札制度改革を実施しました。 

 

２ 入札制度改革の実施事項 

 (1) 条件付一般競争入札の導入 

 (2) 指名競争入札の見直し 

 (3) 予定価格の設定等の見直し 

 (4) 最低制限価格の導入 

 (5) 山田町営建設工事請負資格審査委員会の設置 

 

３ 町営建設工事に係る入札制度について 

 (1) 条件付一般競争入札 

  ア 導入時期等 

    平成２３年４月１日（実際の入札執行開始時期は、平成２３・２４年

度の資格者名簿の確定後となるため７月１日以降となります。） 

  イ 対象工事 

    予定価格が１３０万円を超える工事で、指名競争入札及び随意契約に

よらないものとします。 

  ウ 条件付一般競争入札における条件 

    競争性確保の観点から、原則として応札見込数が２０者以上となるよ

うに設定します。 

  エ 入札の方法 

    郵便入札による方法により行います。 

  オ 入札執行担当課 

    企画財政課 

  カ 契約までの流れ 

    別添１のとおりとなります。 

  キ その他 

    入札書提出の際には、工事費内訳書（指定様式）の添付が必要となり

ます。 

 (2) 指名競争入札 

  ア 対象工事は、次に掲げるとおりとなります。 

   (ア) 災害等における緊急を要する工事 

   (イ) 特殊機械又は特殊な工法・技術を要する工事で施工可能な者が限定

される工事 
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   (ウ) その他緊急を要する工事で町長が認めるもの 

  イ 指名の方法 

    町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札における入札参加者の指

名基準に基づき指名業者を選定し、その都度、山田町営建設工事請負資

格審査委員会の審議により決定します。 

  ウ 入札の方法 

    従来のとおり町が指定した日時及び場所に業者集合のうえ行います。 

  エ 入札執行担当課 

    当該工事を所管する課等 

  オ 契約までの流れ 

    別添２のとおりとなります。 

  カ その他 

    入札書提出の際には、工事費内訳書（指定様式）の添付が必要となり

ます。 

 (3) 予定価格 

  ア 予定価格の公表 

    町営建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表に関する

要領別表に基づき、原則として契約締結後において行います。 

  イ 予定価格の設定等 

    町営建設工事に係る予定価格の設定等に関する要領に基づき、原則と

して当該工事の設計額とします。 

 (4) 最低制限価格 

  ア 最低制限価格の設定範囲 

    最低制限価格の設定範囲は、上限が予定価格に１０分の９を乗じて得

た額、下限が予定価格に１０分の７を乗じて得た額とします。詳細につ

いては、山田町営建設工事最低制限価格制度実施要領に定めています。

（※中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを採用。） 

  イ 最低制限価格の公表 

    町営建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表に関する

要領別表に基づき、原則として契約締結後において行います。 

  ウ 最低制限価格の設定 

    山田町営建設工事最低制限価格制度実施要領に基づき設定を行います。 

 (5) 山田町営建設工事請負資格審査委員会 

   このたびの入札制度改革により建設業者の格付をしないこととなるため、

山田町建設業者格付審査委員会を廃止し、次の事項を審議する山田町営建

設工事請負資格審査委員会を設置します。 

   (ア) 資格者の業種別の区分に関すること。 

   (イ) 資格の取消しに関すること。 

   (ウ) 条件付一般競争入札の参加者の資格を定めようとするとき。 
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   (エ) 指名競争入札の参加者を指名しようとするとき。 

   (オ) その他町営建設工事の請負契約に関し特に必要と認められるとき。 

 

４ 建設関連業務（測量、建築・土木関係建設コンサルタント、地質調査、補

償関係コンサルタント）に係る入札制度について 

 (1) 指名競争入札 

  ア 対象業務 

    原則として、予定価格が５０万円を超えるものとします。 

  イ 指名の方法 

    建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の指名基準に基づ

き指名します。 

  ウ 入札の方法 

    従来のとおり町が指定した日時及び場所に業者集合のうえ行います。 

  エ 入札執行担当課 

    当該業務を所管する課等 

  オ 契約までの流れ 

    別添２に準拠する。 

 (2) 予定価格の設定 

   建設関連業務に係る予定価格の設定等に関する要領に基づき、原則とし

て当該業務の設計額とします。 

 (3) 最低制限価格 

  ア 最低制限価格の設定範囲 

    最低制限価格の設定範囲は、上限が予定価格に１０分の８（地質調査

にあっては１０分の８．５）を乗じて得た額、下限が予定価格に１０分

の６（地質調査にあっては３分の２）を乗じて得た額とします。詳細に

ついては、山田町建設関連業務最低制限価格制度実施要領に定めていま

す。（※国土交通省モデルを採用。） 

  イ 最低制限価格の設定 

    山田町建設関連業務最低制限価格制度実施要領に基づき設定を行いま

す。 

 

５ 町営建設工事等の入札・契約に係る例規 

  町営建設工事及び建設関連業務の入札・契約に係る例規については、別添

３のとおりとなります。 

 

 

 



【別添１】

　条件付一般競争入札における契約までの流れ

企画財政課 応札者 工事担当課

　

　

※　競争入札実施要綱　⇒　町営建設工事の請負契約に係る競争入札実施要綱

施行伺い（設計書）作成

入札公告 応札者確認

設計図書等購入受付
※条件付一般競争入札実施要領別表
　に規定する方法による設計図書等
　の購入申込み

※競争入札実施要綱第３第３項
　に規定する「合議資料（様式
　第１号）」を添付すること。

※山田町のホームページに
　掲載する方法により行う。

設計図書等の受取

※条件付一般競争入札実施要
　領別表に規定する「町指定
　の引換場所での受取」又は
　「企画財政課からの送付」
　による方法により設計図書
　等を受け取る。

配布用設計図書等の作成

設計図書等に関
する質問の受付

※条件付一般競争入札実施要領第９
　第１項の規定による設計図書等に
　関する質問の申出

質問に対する回答の検討

入札依頼

回答検討依頼

設計図書等に関する
質問への回答の周知

回答の送付
回答の確認

応札者確認

※条件付一般競争入札実施要
　領第９第２項の規定により
　山田町のホームページに掲
　載する方法により周知する。

設計図書等
購入申込み

入札書提出入札書受付

※条件付一般競争入札実施要領
　第10第１項の規定による「一
　般書留」又は「簡易書留」に
　よる提出

開札

落札候補者決定

資格資料提出落札候補者の周知

資格確認
※条件付一般競争入札実施要領
　第10第１項各号に掲げる書類
　の提出

落札者決定 落札者決定通知受理

契約保証金の納付等 契約書作成
保証金の納付
書、履行保証
契約書等の写
し等

契約締結



【別添２】

　指名競争入札における契約までの流れ

企画財政課 応札者 工事担当課

　

※　競争入札実施要綱　⇒　町営建設工事の請負契約に係る競争入札実施要綱

施行伺い（設計書）作成

施行伺い確認

※条件付一般競争入札実施要領別表
　に規定する方法による設計図書等
　の購入申込み【指名競争入札実施
　要領第７関係】

※競争入札実施要綱第３第３項
　に規定する「合議資料（様式
　第１号）」を添付すること。

設計図書等の受取

※条件付一般競争入札実施要
　領別表に規定する「町指定
　の引換場所での受取」又は
　「工事担当課からの送付」
　による方法により設計図書
　等を受け取る。【指名競争
　入札実施要領第７関係】

施行伺い受理

指名通知指名通知受理

　設計図書等購入申込み
　（※閲覧による方法も
　可能。）

設計図書等購入受付

配布用設計図書等の作成

入札

落札者決定落札確認

契約保証金の納付等 契約書作成

保証金の納付
書、履行保証
契約書等の写
し等

契約締結



【別添３】
　　　　　　　　　山田町における町営建設工事等の入札・契約に係る例規一覧

１　町営建設工事関係
区分 例規の種類 例規名 概略

告示・訓令 山田町営建設工事請負資格審査委員会規程 資格の取消し、条件付一般競争入札の条件、指名
競争入札の指名等について審議・決定を行うことを
所掌事項とする委員会の機構に関する事項ついて
規定している。

町営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争
入札及び指名競争入札の参加者の資格等に関す
る規程

入札参加資格に係る申請、資格の喪失及び取消
し、山田町営建設工事請負資格審査委員会の設
置、所掌事項等について規定している。

競争入札参加資格基準等に係る告示 入札参加資格基準、資格審査申請書の提出期日
等について規定している。

要領・通知等 町営建設工事の請負契約に係る競争入札実施要
綱

競争入札（条件付一般競争入札、指名競争入札及
び随意契約）の実施に関する基本的事項について
規定している。

条件付一般競争入札実施要領 条件付一般競争入札の実施に関する事項につい
て規定している。

指名競争入札実施要領 指名競争入札の実施に関する事項について規定し
ている。

町営建設工事に係る予定価格の設定等に関する
要領

予定価格の設定方法など取扱い等について規定し
ている。

山田町営建設工事最低制限価格制度実施要領 最低制限価格の設定方法など取扱い等について
規定している。

山田町総合評価落札方式試行要領 総合評価落札方式における入札等の取扱いにつ
いて規定している。

資料 入札制度改革説明会資料
条件付一般競争入札の手引き（受注者用）

(2) 入札手続関係 要領・通知等 競争入札執行事務処理基準 競争入札執行の具体的な事務処理方法について
規定している。

(3) 入札参加資格関
係

要領・通知等 町営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争
入札における入札参加資格の設定基準

条件付一般競争入札の条件を設定する際の基準

町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札に
おける入札参加者の指名基準

指名競争入札の参加者を指名する際の業者選定
基準

発注基準（発注標準） 町営建設工事の基本的な発注形態を定めたもの
町営建設工事の競争入札における経常共同企業
体の取扱いについて

競争入札における経常共同企業体と単体業者の
関わりについて規定している。

(4) 指名停止関係 告示・訓令 町営建設工事に係る指名停止等措置要綱 指名停止の期間など指名停止等の措置に必要な
事項を規定している。

(5) 談合関係 告示・訓令 山田町町営建設工事等公正入札調査委員会設置
規程

委員会の機構に関する事項ついて規定している。
（委員会は、談合情報に対応すること等を所掌事項
としている。）

要領・通知等 山田町営建設工事等入札談合情報対応処理基準 談合情報の具体的な取扱い等について規定してい
る。

(6) 入札情報の公開
関係

告示・訓令 町営建設工事の発注の見通しの公表に関する要
領

入札適正化法に基づく発注の見通しの公表の公表
方法等について規定している。

町営建設工事の入札及び契約の過程並びに契約
の内容の公表に関する要領

入札適正化法に基づく契約の内容の公表等の公
表方法等について規定している。

要領・通知等 町営建設工事入札契約苦情対応要領 入札・契約に係る苦情申立の取扱いについて必要
な事項を規定している。

(7) 共同企業体関係 告示・訓令 特定町営建設工事の請負契約に係る一般競争入
札参加者の資格等に関する規程

特定町営建設工事の契約方法、JVの資格審査申
請等について規定している。

(8) その他 告示・訓令 山田町町営建設工事監督規程 町営建設工事の監督に必要な事項について規定し
ている。

山田町町営建設工事検査規程 町営建設工事の検査方法等について規定してい
山田町営建設工事等暴力団排除措置要綱 町営建設工事等に暴力団が関係している場合の業

者への措置等について規定している。
要領・通知等 町営建設工事に係る競争入札公開事務取扱要領 競争入札を公開する場合における事務の取扱いに

関する事項について規定している。
※上記の例規等の総数⇒２７

２　建設関連業務委託関係
区分 例規の種類 例規名 概略

(1) 入札制度関係 告示・訓令 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参
加者の資格等に関する規程

入札参加資格に係る申請、資格の喪失及び取消し
等について規定している。

競争入札参加資格基準等に係る告示 入札参加資格基準、資格審査申請書の提出期日
等について規定している。

要領・通知等 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札実
施要綱

指名競争入札の実施に関する基本的事項につい
て規定している。

建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札実
施要領

指名競争入札の実施に関する事項について規定し
ている。

建設関連業務に係る予定価格の設定等に関する
要領

予定価格の設定方法など取扱い等について規定し
ている。

山田町建設関連業務最低制限価格制度実施要領 最低制限価格の設定方法など取扱い等について
規定している。

(2) 入札手続関係 要領・通知等 建設関連業務に係る指名競争入札執行事務処理
基準

指名競争入札執行の具体的な事務処理方法につ
いて規定している。

(3) 入札参加資格関
係

要領・通知等 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参
加者の指名基準

指名競争入札の参加者を指名する際の業者選定
基準

※上記の例規等の総数⇒８

(1) 入札制度関係




