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 (1) 入札方式の歴史 

 【江戸時代】 

    資産は将軍家や大名家のもので、公平な調達を行う必要は無かった。 

特定の業者を「御用商人」としてひいきしていた。 

 

【明治時代】   

明治時代に入っても、「政商」といわれる特権的な商人が政府と深く関わり、やがて

「財閥」へと成長していった。 

しかし、近代国家としての体裁を整えるため、国は 1889 年に会計法を制定し、「入

札制度（初期の一般競争入札）」が始まった。 

このとき、十分な知識や経験もないまま落札して手抜き工事を行う業者が出現。 

1900 年、善良な業者が排除されない指名競争入札が制度化された。 

以降、100 年にわたって指名競争を中心に運用されてきた。 

 

 【昭和後半】 

1980 年代から、民間業者と所管の官僚や政治家との癒着や汚職，業者間の談合など

不祥事が相次いだことや，外国企業参入希望の圧力などから一般競争入札の制度を導

入する動きが出てきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに（一般事項） 
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不適切な・・・にな

りやすい  

 (2) 契約は３種類 

（総務省 HP より） 

区分 長所 短所 

一般競争 

入札 

○機会均等の原則に則り、透明

性、競争性、公正性、経済性を

最も確保することができる。 

○契約担当者の事務上の負担が大

きく、経費の増嵩をきたす。 

○不良・不適格業者の混入する可能

性が大きい。 

指名競争 

入札 

○一般競争入札に比して不良・不

適格業者を排除することがで

きる。 

○一般競争入札に比して契約担

当者の事務上の負担や経費の

軽減を図ることができる。 

○指名される者が固定化する傾向

がある。 

○談合が容易である。 

随意契約 

○競争に付する手間を省略する

ことができ、しかも契約の相手

方となるべき者を任意に選定

するものであることから、特定

の資産、信用、能力等のある業

者を容易に選定することがで

きる。 

○契約担当者の事務上の負担を

軽減し、事務の効率化に寄与す

ることができる。 

○地方公共団体と特定の業者との

間に発生する特殊な関係から単

純に契約を当該業者と締結する

のみではなく、適正な価格によっ

て行われるべき契約がやもすれ

ば不適正な価格によって行われ

がちである。 

 

 

   永遠の戦い 

 

 

                    VS 

  

公平性・経済性  

効率 
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 (1) 「予定価格」が一定金額以上は、一般競争入札により調達する。 

 

  ① 例示  工事  （130 万円超）                工事系 

        工事系コンサルタント業務委託（50 万円超） 

        物品  （80 万円超） 

        賃貸借 （40 万円超） 

        業務委託（50 万円超） → 実態として入札していない。 

 

 

  ② 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 一般競争入札以外は、随意契約（一般的に見積り合わせ）としている。 

 

  ① 随意契約は、概ね所管課で行う。 

 

  ② ただし、不落随契や、一般的な「物品購入」は、財政課が行う。 

       理由  レベル調整、業者との窓口統一。 

  

２ 糸魚川市で入札の対象となるもの 

糸魚川市財務規則 

（契約の方法等） 

第 142 条 課長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から

第４項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約（以

下「随意契約」という。）を締結することができる。 

(1)  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借契約にあっては、予定賃貸借 

料の年額又は総額）が次に定める金額を超えないものとするとき。 

ア 工事又は製造の請負 130 万円 

イ 財産の買入れ 80 万円 

ウ 物件の借入れ 40 万円 

エ 財産の売払い 30 万円 

オ 物件の貸付け 30 万円 

カ 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 

Point 

上限額（自治法施行令） 

業務委託は、規模や内容の幅が広すぎる。 

入札は、ある程度恒常的であること。 



5 

 

 

 

 

 (1) H19 まで指名競争入札。 

   H20 から「制限付き一般競争入札」を主としている 

 

  ① 制限付きとは、一定の資格要件を満たした者に限り参加できる入札。 

 

  ② 根拠法令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       分析  規模や資格に応じた制限が本来の趣旨である。 

 

       公告  建設工事等制限付き一般競争入札共通公告 

（毎年 4/1 に公告し、制限付きの宣言をしている。） 

           建設工事等入札心得 

 

 

 

 

 

                     相反する 

                      制度  

３ 糸魚川市の入札制度の特徴 

地方自治法 

（契約の締結）  

第 234 条 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。 

 

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。 

 

糸魚川市財務規則 

第 154 条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 

(4) 競争参加資格制限をしたときは、その制限 

Point 

H20 に指名競争入札か

ら一般競争に切替 

（） 

 

一般競争 指名競争 
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■平成31年度 建設工事（５業種）の発注標準額及び公募ランク

工種 工事ランク 発注標準額 公募ランク

Ａ級 　　1億円以上 　　　　　　　～ Ａ級業者

B1級 5,000万円以上 ～　 　1億円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者

B2級 2,500万円以上 ～ 5,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者

Ｃ級 1,000万円以上 ～ 2,500万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者・Ｄ級業者

Ｄ級   130万円超　 ～ 1,000万円未満 　　　　　Ｂ級業者・Ｃ級業者・Ｄ級業者

災害Ａ級 　　1億円以上 　　　　　　　～ Ａ級業者

災害B1級 5,000万円以上 ～　 　1億円未満
災害が発生した地域内の
Ａ級業者・Ｂ級業者

災害B2級 3,000万円以上 ～ 5,000万円未満
災害が発生した地域内の
Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者

災害Ｃ級 3,000万円未満 　　　　　　　１
災害が発生した地域内の
Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者・Ｄ級業者

Ａ級 2,000万円以上 　　　　　　　～ Ａ級業者

Ｂ級 1,000万円以上 ～ 2,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者

Ｃ級   130万円超　 ～ 1,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者

Ａ級 2,000万円以上 　　　　　　　～ Ａ級業者

Ｂ級 1,000万円以上 ～ 2,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者

Ｃ級   130万円超　 ～ 1,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者・Ｃ級業者

Ａ級 2,000万円以上 　　　　　　　～ Ａ級業者・Ｂ級業者

Ｂ級   130万円超　 ～ 2,000万円未満 Ａ級業者・Ｂ級業者

土木一式
建築一式

土木一式
(災害復旧)

電気

管

舗装

  ③ 当市の制限事項 

     ・当市の主な制限は、「ランク（工事系）
①

」「その他の条件
②

」である。 

     ・制限事項は、入札１件ごとに公告している。 

 

    【ランク（工事系）】 この表は、あらかじめ公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【その他の条件】 入札の公告文の中に記載されている。 

 

 

 

 

 

     このほか、特殊な条件があれば追加している。 

 

Point  ランクがあるのは、５工種だけ 

地域実情 

Point  独禁法ギリギリ 
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 (2) 基本的に、工事系の各種規定は「新潟県準拠」である。 

    例えば 

     ・県が定めた ABCD ランクを、市も準用する。（発注金額は異なる。） 

・工事における最低制限価格の算定式、設定範囲（予定価格の 75％～92％） 

     ・その他運用に関する要綱、規定など 

 

 (3) ただし、運用面で若干のローカルルールあり。（地域実情） 

    例えば 

     ・工事ランクの発注標準額 

     ・本店等の取扱い 

     ・災害復旧の地域内発注（糸魚川、能生、青海） 

     ・工事系コンサルタント業務委託の最低制限価格（予定価格の 60％） 

 

 (4) 工事系は、電子入札である。 （ちなみに物品等は、紙入札である。） 

     ・平成 23 年度から電子入札 

     ・新潟県の共同システム 

参加市： 10 市   新発田、三条、上越、十日町、燕、佐渡   

           柏崎、南魚沼、刈羽村、糸魚川       

        費 用： 3,839,221 円（R2 決算） 

        効 果： 統一効果、事務軽減、参加者の負担軽減 

 

 ・物品は、参加者の事務レベル差が大きいので、導入に適さない。  

     

 

 

 

     ・工事系でも、随意契約（特命、見積り合わせ）は、電子入札としない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 

電子入札は工事系だけ 
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【入札スケジュール】 

 

             3,000 万円以上、重要案件 

 

 

 

日 曜 項目 内容 

1 月 執行伺（締切）  

2 火   

3 水   

4 木  決裁、各種登録、準備作業 

5 金   

6 土   

7 日   

8 月 入札公告(電子) 13：00 市 HP、入札情報サービス 

9 火   

10 水   

11 木  申請ゾーン             資格申請確認  

12 金                    質問 

13 土   

14 日   

15 月 参加締切  

16 火   

17 水   

18 木                    質問回答日 

19 金 入札日１  

20 土  入札ゾーン 

21 日   

22 月 入札日２  

23 火 開札日 9:00 

24 水 確認期間  開札の翌日 

25 木 契約日 開札の翌々日 

 

※H30 に確認期間を新設。  

Point 締切から３週間

かかる。 

４ 一般的な入札スケジュール（工事） 

設計・調整  

設計前協議  

Point 公告から 18 日か

かる。 

新潟県の電子入札システ 

ムは動かない 
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【事務の流れ】 

 

所管課 財政課 

予算確保 

 

設計前協議（3,000 万円以上、重要案件） 

 

執行伺 

執行伺（契約管理システム） 

設計書、監督員指定通知書案 

 

 

 

 

 

 

設計前協議（3,000 万円以上、重要案件） 

 

執行伺決裁 

執行伺（契約システム） 

設計書、監督員指定通知書案 

制限付き一般競争入札の公告文案 

  最低制限価格決定資料（予定価格） 

 

予定価格書（財政課長決定・押印） 

 

市 HP に公告するための電子決裁 

 

公告（月曜 13：00） 

県運営電子入札システム、市 HP 

 

資格確認決裁 

  入札参加資格審査結果内申書 

  審査確認表 

  競争入札参加申請業者一覧 

  電子受付の証拠写し（任意）  

 

質問回答決裁 

 

入札＋確認期間１日 

 

入札結果決裁 

入札調書（兼支出負担行為伺） 

  入札・契約締結結果の公表案 

  予定価格書 

  電子開札証拠写し(課長確認・押印) 

 

入札結果は、自動配信される。 

 

設計前協議  

 

発注前協議ではない。  

所管課が財政課のお墨付きをも

らう場ではない。  

トラブル回避のため、事前にみ

んなで知恵を出し合う会であ

る。 
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所管課 財政課 

 

 

 

 

 

 

書類一式戻る 

 

着手届など受付 

 

契約管理システムに情報入力 

  契約情報 

  現場代理人、建設リサイクル法関係事

項 

 

地域振興局へ提出  

（リサイクル該当のみ） 

 

前金払いなど 

 

変更設計協議書 

  予算確保（財政協議） 

  概算で数量、金額を算出 

 

請負工事設計変更（変更執行）伺 

 

 

 

書類戻る 

 

工事履行届 

 

検査 

工事成績評定通知 

精算払い 

 

 

入札結果の公表 

県運営電子入札システム、市 HP 

 

契約書の締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更設計協議書 

 

 

 

請負工事設計変更（変更執行）伺決裁 

 

変更契約締結 

 

 

 

 

 

検査・評定 
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 (1) 入札参加資格業者数                                            R3.4.1 現在 

 

 

市内 
県内 県外 計 

本店 支店 

建設工事 92 8 310 161 571 

建設コンサルタント 17 2 206 92 317 

物品・役務 81 15 138 133 367 

 

 

 (2) 入札参加資格期間（1 スパンは、2 年間） 

    ・工事系  R2～R3 

     ・物品役務 R3～R4     当市事務量の関係で、交互に更新している。 

 

     ・工事は、県の「経営事項審査（経審）」の評価点数をランク設定に準用している。 

      経審は、建設業法で定められた公共工事を行う建設業者の義務である。 

 

     ・物品役務は、実績による自由登録 

 

         ・申請は、随時受付可能 

 

 

 (3) 「糸魚川市内に本店等を有する者」の、本店等の意味 

     ・本 店  建設業法に規定する営業所のうち主たる営業所 

・支 店        〃        主たる営業所以外の営業所 

     ・本店等  次のいずれかをいう。（ローカルルール） 

・本店 

・本店機能が移転した後も継続して営業する支店 

（契約委任を受けて入札参加資格者名簿に登載されている。） 

 

 

 

 

 

５ 糸魚川市の運用ルール   

Point 

実質市内業者用の独自ルール 

【その１ 一般事項】  
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 (4) 共同企業体（JV）について 

     ・JV の目的  中小事業者の経営力、施工力の強化 

    ・JV の種類  経常 JV（参加期間継続） 

           特定 JV（工事ごとに結成）    甲型 出資割合で共同施工 

                             乙型 工区ごとの責任施行 

 

     ・経常 JV   土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事 

に限定 

            3 者まで単体企業と同様の組織と見なされる。 

            

 

     ・特定 JV   取扱いは、選定委員会で定める。 

 「建築工事一式」で「5,000 万円以上」に認めている。      

            出資比率（事業の構成出来高）が均等割の 60％以上 

               2 者のとき、1/2×60％＝30％以上 

               A 者 65％ ＋ B 者 35％  ○ 

               A 者 90％ ＋ B 者 10％  × 

               3 者のとき、1/3×60％＝20％以上 

               A 者 60％ ＋ B 者 20％ ＋ C 者 20％  ○ 

               A 者 60％ ＋ B 者 30％ ＋ C 者 10％  × 

 

5 者まで（市基準） 

 

 

○JV の注意留意 

 ☑ 地元企業が JV を好む理由は、下請より手取りが多く、経審点数に有利だから。 

☑ 地元が JV やりたいと言っても、親会社が損をすると考えれば JV は成り立たない。 

☑ ホントの JV って、会計が精密である。 

一部上場企業は「厳密な監査」を受けなければならないけど、地元同士の JV

はアバウト会計で済んでおり、それが本来の姿と勘違いしていて、大会社と

話が合わない。（知ってて言ってると思うけど・・・） 

 ☑ JV は、履行の連帯責任がある。 

 

○甲型乙型 

☑ 甲型 ＝ 共同施工方式で、出資割合がすべて。（手取り、損害賠償も出資割合） 

   乙型 ＝ 工区分担方式で、責任分担がさっぱり。（ただし、連絡会が多い。） 

☑ これまでは甲型が主流で、みんな乙型に慣れていない。 
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(5) 最低制限価格 

    ・最低制限価格を設定するもの  ＝ 一般競争入札とするもの 

       〃    設定しないもの ＝ 所管課発注、随意契約 

 

    ・工事      予定価格×75～92％（国・新潟県と同じ） 

      業務委託    予定価格×60％（糸魚川市独自） 

 

     ・率は、自治体の特徴が出る。 

 

 

 

○根拠法は「地方自治法施行令第 167 条の 10 第 2 項」 

・第 167 条の 10（一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする 

ことができる場合）  

２ 普通地方公共団体の長は、一般競争入札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、当該契約の内容に適合した

履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価

格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者

を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格

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を落札者

とすることができる。 

 

○もう一つ「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 

・第 7 条（発注者の責務） 

３ 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

の締結を防止するため、その入札金額によっては当該公共工事の適正な施工

が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められる場合の基準又は最

低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずること。 

 

○国の制限の経過 

    ・S62.4～H21.3 まで 予定価格の 2/3～85％ 

    ・H21.4～H31.3 まで 予定価格の 70％～90％ 

    ・H31.4～  予定価格の 75％～92％ 
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(6) 低入札価格調査制度 

建設工事において、国土交通省が示すダンピング受注防止対策の実施を目的とし

て、あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、必要に

応じて内容を調査した上で、落札者を決定する制度です。 

   

低入札価格調査
制度の場合

最低制限価格
制度の場合

低

最低制限価格

③ ⑦
失格基準価格

④

高

① ⑤
予定価格

② ⑥
調査基準価格

 

 

 

 

 

 

 

 

①  対象工事 

    糸魚川市が行う建設工事に係る入札案件で、次に掲げるものが対象です。 

    ア 総合評価方式により制限付き一般競争入札を実施する工事 

    イ 設計と施工を一括して発注する工事 

    ウ その他市長が指定する工事 

 

② 調査基準価格 

  〇対象工事が「ア」の場合 

調査基準価格は、予定価格の基礎となった次に掲げる額の合計額（１万円未満

切上げ）に消費税額を加算した額とします。 

ただし、その額が予定価格の 92％を超える場合にあっては予定価格の 92％と

し、予定価格の 75％に満たない場合にあっては、予定価格の 75％とします。 

・直接工事費 

・共通仮設費×90％ 

・現場管理費×90％ 

・一般管理費×55％ 

〇対象工事が「イ」・「ウ」の場合 

市長が別に定める額とします。 

 

最低入札額が①又は⑤の場合 再入札または入札中止 

最低入札額が②又は⑥の場合 落札 

最低入札額が③の場合 適正な施工が可能であるか否かに 

ついて調査した上で落札者を決定 

最低入札額が④又は⑦の場合 失格 

の合計額（１万円未満切上げ）＋消費税額＝調査基準価格  
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③ 失格基準価格 

〇対象工事が「ア」の場合 

失格基準価格は、調査基準価格から予定価格の 4/100 を差し引いた額（概ね予

定価格の 87％前後）とします。 

したがって、入札価格が失格基準価格に満たない場合は、契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあるとみなして失格とします。 

・失格基準価格の算定式 

調査基準価格－（予定価格×4/100）＝失格基準価格(１万円未満切り上げ) 

〇対象工事が「イ」・「ウ」の場合 

工事の特徴により、失格基準価格の有無を含めて、その都度定めます。 

 

④ 低入札価格調査 

開札の結果、落札金額が調査基準価格を下回る入札が行われたときは 

・入札結果等確認期間において、工事費内訳書を確認。 

・必要に応じて落札候補者から内容を聴取するヒアリングを実施。 

 

低入札価格調査の結果 

履行がなされる場合  → 当該落札候補者を落札者とする。 

履行がなされない場合 → 当該落札候補者を落札者としない。 

    ※当該落札候補者を落札者としない場合、次順位者を落札候補者とし、調査基

準価格を下回る入札の場合は、同様の調査を行う。 

 

⑤その他 

入札金額が調査基準価格を下回った場合は、次に掲げる方法により減点を行う。 

○入札金額に応じた減点 

入札金額を低入札調査基準価格として評価値（減点前）を算出し、入札金額

に応じて次の算定式により評価値を減点します。※最大で 30 点の減点とな

る。 

     

 

 

○工事成績評定点に応じた減点 

糸魚川市発注工事における過去１年間に完成した工事の工事成績評定点のう

ち、最低の工事成績評定点が 65 点未満の場合は加算点から５点を減点しま

す。 

 

※ 「入札金額に応じた減点」、「工事成績評定点に応じた減点」のそれぞれの方法

で減点をします。 

減点＝（低入札調査基準価格－入札金額）× 
30 

（低入札調査基準価格－失格基準価

格） 
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(7) 入札時の留意事項 

     ・同額の時は  電子くじ 

 

     ・無効入札例  不正など 

             最低制限価格未満の金額入札 

             内訳書の添付が無いもの、又は不備があるもの 

 

     ・再入札は、  １回だけ行う。 予定価格との差が 20％未満の場合のみ。 

                     20％以上は入札中止。 

                     設計能力があることを前提としている。 

             開札日に、入札システムから通知する。 

             翌日 10 時 5 分に開札する。 

 

     ・不調のとき  パターン１ ： 最低価格者と随意契約とすることがある。 

                     予定価格との差が 10％以内のとき。 

 

             パターン２ ： 設計に不備があれば、修正して仕切り直し。 

 

     ・契約辞退は、 原則認めない。 

             配置予定技術者の死亡など、真にやむを得ない場合は認めるこ

とがある。 

 

 

(8) 契約日は、入札日の翌々日。 

            H24 から期日を統一し、H30 から翌々日とした。 

 

 

(9) 結果の公表 

     ・電子入札案件は、新潟県入札情報サービス、市 HP、4F 閲覧所で公表する。 

     ・その他の案件は、市 HP、4F 閲覧所で公表する。（変更契約は、四半期ごと。） 

 

 

(10) 発注の見通しの公表 

     ・H26 まで  予定価格 250 万円以上（税込）で市 HP に掲載、4F 閲覧所に配備 

     ・H27 から  予定価格 130 万円超（税込）で市 HP に掲載、4F 閲覧所に配備 
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 (11) 分割発注 

○建築工事 

・ 原則として建築一式工事・電気設備工事・機械設備工事に分割して発注 

・ 工程又は工事現場管理上、分割することが不適当と認められる場合は、建

築一式工事に含めた発注とする。 

○舗装工事 

・ 原則として直接工事費 150 万円以上で土木一式工事と分割して発注 

・ 工程又は工事現場管理上、分割することが不適当と認められる場合は、土

木一式工事に含めた発注とする。 

 

 

 ○分割発注の怪！というか戦い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 市からの要請事項 1 

      ・下請けは、市内企業を優先してほしい。 

       ・私有地への立ち入りについて、地権者への承諾を要する。 

       ・デジカメ写真の保存とバックアップ。 

       ・工事看板等での「ジオパーク」のＰＲ。 

 

 

(13) 市からの要請事項 2 「建築一式工事」の下請契約に関する特記仕様 

・予定価格が、5,000 万円以上のとき、以下をお願いしている。 

        市内業者の下請け採用 

        資材の市内調達 

 

 

 

 

 

 

 

工事費を安く抑えろ！  工事を分割しろ！（高くなる） 

民間では安くできる！  公の設計は足らない！  
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(14) 工事・建設コンサルタント等業務成績評定結果の個別公表 

（工事 H24～・委託 R2～） 

・前年度の建設工事及び建設コンサルタント等業務に係る成績評定結果を 

市ホームページで公表 

・H24、25  工事概要公表（業種別の最高点、最低点、平均点） 

・H26～   請負金額 200 万円以上の建設工事に係るすべての成績評定結果 

・R2～    請負金額 50 万円以上の建設コンサルタント等業務に係るすべて 

の成績評定結果を公表対象とする。（公表は R3 年度から） 

 

 

  (15) 入札保証金（財務規則第 156 条） 

     ・入札金額の 5/100 以上の納付義務がある。 

     ・金融機関、保証事業会社の保証に代えることができる。 

     ・とはいえ、免除規定がある。（履行しない怖れが無いとき。） 

     ・履行したら還付する。 

     落札者の場合は、契約保証金に充当する。  

 

 

 (16) 契約保証（財務規則第 145 条） 

     ・契約金額の 10/100 以上の納付義務がある。 

・運用で、請負代金が 1000 万円以上の工事、コンサル業務委託に適用している。 

     ・金融機関、保証事業会社の保証に代えることができる。 

     ・免除規定がある。（履行しない怖れが無いとき。） 

      履行保証証券による保証、履行保証保険契約を締結 

     ・履行したら還付する。 

 

 

 (17) 前金払い（財務規則第 91 条第 2 項） 

・保証事業会社の保証が条件 

・請求限度額 130 万円以上の工事については請負金額の 40％まで 

コンサル等業務委託については請負金額の 30％まで 

10 万円未満切り捨て 

・14 日以内の支払い 

      ・H31 年度から特例措置として前払金の使途を拡大（工事のみ） 

        現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事に要する費用に充てられる。 

        上限 前払金額の 25％まで 
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 (18) 中間前金払（財務規則第 91 条第 3 項） 

・条件を全て満たす「工事請負契約」（ｺﾝｻﾙ委託は制度が無い） 

・条件      前金払を受けている 

工期の２分の１を経過している 

工程表で、工期の２分の１までに実施すべき作業が行われてい 

る出来高が 50％以上     

・請求限度額 前払金に追加して、請負代金の 20％まで（つまり 40+20＝60％） 

10 万円未満切りて 

・14 日以内の支払い 

 

 

 (19) 部分払い（財務規則第 151 条） 

・工事若しくは製造その他についての請負契約 

・請求限度額 ＜工事及び業務委託ともに＞ 

請負代金額 200 万円以上 500 万円未満 １回 

請負代金額 500 万円以上 2,000 万円未満 ２回 

請負代金額 2,000 万円以上 ３回 

・支払い金額は、既済部分に対する代金の 9/10 以内 

・前金払いは１回にカウントする。 

・30 日以内の支払い（完成払いも 30 日以内） 
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  (20) 設計前ヒアリング 

対象：1 件あたり 3,000 万円以上の建設工事 

計画策定業務や建築設計等の業務委託で理事者へ説明しなければならない 

もの 

手順：図面及び概略設計ができた時点で、開催する。 

所管課が関係者へのスケジュールを予約する。 

（工事設計書、業務成果品が完成した時点ではない。） 

関係者：＜財 政 課＞ 課長、課長補佐、工事検査監、財政係長、 

入札担当職員 

＜所 管 課＞ 課長、係長、係員 

      ＜設計担当課＞ 監督員 

※会場は、原則として 401 会議室。 

 

(21) 執行伺の細かいルール 

 ① 執行伺に添付する書類 

   ・監督員指定通知書（案） 

・建設工事業務チェックリスト（1,000 万円以上の工事で添付） 

  ※設計担当係長、予算担当係長の押印を要する。 

・単入設計書 

・単抜設計書 

・工事費（委託費）内訳書 

  ② 決裁板はつけずにダブルクリップ止め 

    ③ 令和３年度の入札カレンダーは周知済み 

     ④ 出先機関は、連絡便等による提出となるが、予定価格等の漏れを防止するため、

古封筒等に入れて管財係に届くようにする 

    ⑤ 入札情報サービスへ貼付するための単抜設計書（PDF）は、指定フォルダへ格

納する。※「単入」となっていないか確認する。 

   ⑥ 特殊事情等がある場合は、単入設計書の表紙に付箋で担当者に知らせる。 

（例）工  事：ＪＲ近接工事のため工事管理者及び列車見張人の配置が必要 

         機械器具設置でなく管で発注してほしい（理由も）  

    コンサル：公募条件を県内に拡大してほしい（理由も） 

         仕様書に記載した技術者要件を入札参加時に審査したい 等 

⑦ 特命随意契約とする場合、執行伺に随意契約の理由及び業者選定の理由が明 

記されていれば、別途起案書での決裁は不要とする。 

Point  発注前ではない 

【その２ 工事発注の実務編】 
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 (22) 表示の統一 

     ① 工事番号の頭文字は、担当課が分かるように、文書発送の頭文字を使う。 

    ② 工事番号・業務番号の数字は「半角」で統一。 

（例）財第 1 号、建第 25 号、総第 2 号 

     ③ 「○丁目地内」の数字は「全角」で統一。 

      （例）中央２丁目地内、横町５丁目地内 

 

(23) 入札結果等確認期間 

入札及び契約の透明性、公平性を図ることを目的として、入札後に入札結果等確

認期間を設けるもの。 

     ① 建設工事・建設コンサルタント等業務委託に係る入札案件が対象。 

     ② 開札後、直ちに落札決定をせず、入札結果等確認期間中は落札決定を保留する。 

     ③ 入札結果等に対する確認を行うことができる者は、対象案件の応札者に限る。 

     ④ 質問等の対象は、設計書を閲覧しないと疑義を判明することができない事項

を対象とする。 

     ⑤ 確認期間は、開札直後から翌日（土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始除く。）

の正午までとし、この期間を過ぎた場合は質問等を受け付けないものとする。 

     ⑥ 公表設計書は対象案件の応札者に限り財政課にて閲覧をすることができる。 

     ⑦ 質問等に対する回答は、原則として確認期間終了日の 17 時までに質問者へ個

別に電子メールで回答する。併せて、質問等及び回答内容は契約締結後に入札

情報サービスにより開示する。 

     ⑧ 質問が無かった場合は、確認期間終了後に落札候補者を落札決定者とする。 

      

⑨ 質問等があった場合 

       ア 設計等に誤りがなかった場合 

         ・入札は有効であり、落札候補者を落札決定者とする。 

       イ 設計等に誤りがあった場合 

         ・落札候補者に変更が生じる場合は入札中止する。 

         ・軽微な誤りで落札候補者に変更が生じない場合は、入札を有効とし、落

札候補者を落札決定者とする。ただし、落札候補者が契約を望まない場

合は入札中止とする。 

       ウ その他 

         ・応札者から疑義申し出があり、内容が入札に関する条件に違反する場合

は、入札中止とする。 
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(24) 変更協議書 

     ① 次の場合は、書面により変更協議を行う。 

      ・契約金額の変更（金額変更を伴わない内容の変更を含む）が必要な場合 

・かつ、直ちに設計変更伺の作成ができない場合 

 

    ② 事業所管課及び設計担当課の決裁及び財政課長の合議 

 

③ 直ちに変更設計書が作成できるものは、請負工事変更執行伺により決裁。 

 

   ④ 当該工事に配当された予算額を必ず記入。 

予算の範囲内かどうか確認する。 

 

    ⑤ 設計変更協議書に記載する金額（設計額、請負額）は税込。 

 

⑥ ２回目以降の変更協議の場合は、累計を記載し、前の協議書（原本）を添付。 

 

    ⑦ 他課委託の場合の起票 

施工上の変更（数量、工法、位置等）の場合は「監督員」が起票。 

事業執行上の変更（地元要望、事業進捗等）は「事業所管課係員（他課委託以 

外は監督員）」が起票する。 

 

    ⑧ 変更内容が確認できる資料（図面、会議録等）を添付する。 

   

⑨ 将来多額の費用負担が発生するものは、事前に財政係との協議を済ませること。 

 

    ⑩ 遡りの変更協議は原則として認めない。やむを得ないときは持ち回りを。 

 

 ⑪ 事務担当者は、監督員任せにしないこと。 
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 (25) 変更設計、変更執行伺（変更契約） 

     設計変更協議書の決裁を受けた後の変更執行伺（変更契約）の留意事項。 

① 設計変更協議書の原本を添付。 

② 変更協議から１か月以内に変更契約を行わなければならないもの。（速効性） 

      ア 構造、工法、位置等の変更で重要な設計変更 

      イ 工期の変更を必要とする設計変更 

      ウ 変更額が当初契約額の 20%を超える設計変更、 

もしくは 100 万円（実施設計額が 5,000 万円を超えるものは 200 万円）超 

    エ 変更契約を締結しないことで受注者に不利益を与えるおそれがある場合 

③ 工期終盤(工期末３週間前まで)に一括して変更契約してもいいもの(後でいい) 

    ア 変更額が当初契約額の 20%以内 

かつ 100 万円以内（実施設計額が 5,000 万円を超えるものは 200 万円以内） 

※複数の設計変更協議がある場合は、累計で判断 

      イ 工期終盤（工期末３週間前まで）に一括して変更契約ができる。 

④ 補助事業の場合の注意 

国・県の補助事業で、上部機関の変更承認・協議を要する場合は、設計変更

協議書に｢変更承認協議中｣である旨を記入する。 

⑤ 補助事業以外は、請差による事業量増の変更契約は原則として認めない。 

⑥ 変更契約の事務処理は、最低でも工期末の３週間前までに行う。 

⑦ 変更契約日は、変更執行伺の起票日とする。 

⑧ 変更執行伺には、決裁済みの設計変更協議書を添付。 
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 (26) 変更契約は当初請負金額の 30％以内。（平成 25 年度から） 

ただし、特殊事情の場合（現に発注済の工事又は業務委託と分離することが著し

く困難な場合等）に限り、当初設計額の 30％を超えて変更契約できる。 

 

 

(27) 検査 

① 財政課発注の建設工事等の検査は、工事検査監が行う。 

 

② 所管課発注のものは、所管課で検査を行う。 

 

 

(28) 工事・建設コンサルタント等業務成績評定通知書 

① 請負金額 200 万円以上の建設工事及び 

 請負金額 50 万円以上の建設コンサルタント業務等は、成績評定が必要。 

② 評定者は、工事検査監、監督課係長、監督員の３人。 

③ 成績評定終了後、工事検査監が作成し、監督員へ送付 

④ 所管課で決裁を受け、業者に送付。 

 

 

(29) ＪＶ（共同企業体）を可とする要件 

特定共同企業体の自主的結成を認める条件 

・土木一式工事      予定価格 1 億 5,000 万円以上（H28～） 

・管工事          予定価格 1 億 5,000 万円以上（H28～） 

・電気工事         予定価格  5,000 万円以上（H28～） 

・建築一式工事      予定価格  5,000 万円以上 

 

 

(30) 簡易水道の統合事業は、管と土木のＪＶを可とするルールがある。（H24～） 

 

 

(31) 入札公告に示す工期（建築系工事のみ） 

・ 建築系工事の工期は、「契約締結の日から○日間」としている。 

※「○年○月○日まで」ではない。 

再入札した場合に、日数が変わり、金額が変わってしまうからである。 
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(32) 設計図書の情報公開 

      ・刊行元の要請があり、契約日の１年後に公開することとしている。 

      ・財団法人経済調査会   月刊「積算資料」 

（平成 23 年 4 月）    季刊「土木施工単価」「建築施工単価」 

年度版「推進工事用機械器具等基礎単価表」 

      財団法人建設物価調査会「建設物価」「土木コスト情報」「建設コスト情報」等 

      （平成 23 年 9 月 16 日） 

      財団法人新潟県建設技術センター（平成 23 年 9 月 13 日） 

      ・そもそも、有料販売しているものなので、公開しているから対象外という考

えもある。 

                           

 

  (33) 予定価格の作成事務 

・財政課長が作成する。（H25.4.1 決裁） 

※根拠条文の財務規則第 159 条も R3.4 に一部改正 
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01 すべて土木一式工事とせず、分割発注できないか。 

建設業法による建設工事の業種区分により、総合的な企画、指導、調整のもとに土

木工作物を建設する工事は土木一式工事とし、同趣旨で建築物を建設する工事は建築

一式工事として発注している。 

建設工事の内容が専門工事のみの場合は、29 業種に対応した発注に努めている。 

    ※ 専門工事は極力分離発注している。 

      業界からは、土木は一式発注、建築分割の要請がる。 

 

02 舗装工事を土木一式工事に入れないのか。 

舗装工事の入札参加条件としてアスファルトフィニッシャーの自社所有を要件とし

ているが、これは舗装事業者の育成を目的に設けているものであり、舗装工事が主と

なる場合にのみ運用している。 

土木工事と舗装工事が伴う案件は、土木一式工事で発注している。 

※制度説明では、直接工事費が 150 万円以上となった場合に分離することを市の方針

としている。 

 

03 入札参加者が 1 人の時は、入札中止となるのか。 

H25 年度までは入札中止としていた。 

入札の公募条件に該当するものが複数いる場合は、競争性が担保されており、結果

的に入札参加者が１者であっても「競争性が失われるものではない」ことから、H26 か

ら入札中止をしないこととした。 

 

04 談合情報があった時はどうするか。 

談合情報を入手したときは、財政課長に通報する。（市発注工事） 

財政課長は、以下を調査し、選定委員会に報告する。 

・情報提供者の氏名（新聞のときもある。） 

・情報提供者の住所、勤務先、電話番号など 

・情報提供者の役職名 

・対象工事 

・談合情報の内容 

・談合情報の出所 

この後、選定委員会で調査が必要かを定め、市長に報告し、調査を行う。 

この調査が入札執行前なら「執行延期」、契約締結前なら「入札無効」などの措置が

ある。 

なお、談合事実が判明した場合は、公正取引委員会に通報する。 

６ Ｑ＆Ａ 
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05 現場代理人の常駐義務の緩和措置とは何か。 

    約款で、常駐を求めているが、以下の緩和を設定している。 

    対象工事：市発注で、予定価格が 130 万円を超える工事 

    緩和措置：① 通常工事  ３件まで兼務できる。 

                 当初契約の金額合計が 2,500 万円未満。 

                 130 万円未満の契約は算入しない。 

 

         ② 災害復旧  通常工事３件＋災害復旧（カウントしない）             

                 当初契約の金額合計が 2,500 万円未満。 

                 130 万円未満の契約は参入しない。 

 

    ①と②は、当面さらに緩和している。（H25 から） 

                通常工事５件＋災害復旧（カウントしない） 

                当初契約の金額合計が 7,000 万円未満。 

 

    常駐免除：選任は必要だが、以下の期間は免除できる。 

ア 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間 

イ 工事を全面的に一時中止している期間 

ウ 工場製作のみが行われている期間 

エ 市の工事検査が終了した後の手続きや後片付け等のみの残期間 

 

 

06 監理技術者等（主任技術者又は監理技術者）の配置の取扱い 

建設業法等に基づき、適正な配置が定められている。 

区分 建築一式 建築一式以外 

特定建設業の許可及び監理技術者が必要に

なる下請契約金額の下限 

6,000 万円 4,000 万円 

主任技術者、監理技術者の専任の配置基準 7,000 万円 3,500 万円 

     ※３か月以上の恒常的雇用関係が必要。 

 

監理技術者等は、工事現場ごとに専任することが求められているが、次に掲げる期

間においては、工事現場への専任を要しない。 

ア 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間 

イ 工事を全面的に一時中止している期間 

ウ 工場製作のみが行われている期間 

エ 市の工事検査が終了した後の手続きや後片付け等のみの残期間 
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    下記の場合は、同一の監理技術者等が兼任することができる。 

■２以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合 

密接な関係のある２以上の建設工事を、同一または近接した場所（現場の間隔

が 10 ㎞程度）において施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理すること

ができる。※専任の監理技術者には適用されない。 

→主任技術者が管理することができる工事数は、専任が必要な工事を含む場合は、

原則２件程度とする。 

 

■２以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合 

同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と契約を締結する場合、下記の

要件を満たせば、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌

握し、技術上の管理を行うことが合理的と考えられることから、これら複数工事

を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理すること

ができる。 

（発注者は、同一又は別々のいずれでも可） 

① 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること。 

② 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。）  

 

 

■２つの工事を同一の監理技術者が兼任できる場合（特例監理技術者） 

公共性のある重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合、専任が必

要となりますが、監理技術者の職務を補佐する者（監理技術者補佐）をそれぞれ

の現場に専任で配置することで、本来専任配置が求められる監理技術者を２つの

工事現場に配置することが可能となります。 

 

 

 

07 再委託は可能か。 

    一括下請け（丸投げ）は、禁止事項である。（適正化法） 
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01 事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

虚偽記載 １月以上６月以内 

過失による粗雑工事等 市発注工事 １月以上６月以内 

市内の他の公共工事 １月以上３月以内 

契約違反 ２週間以上４月以内 

安全管理措置の不適切により

生じた公衆損害事故 

（死亡者又は負傷者） 

市発注工事  １月以上６月以内 

市内の他の公共工事  １月以上３月以内 

安全管理措置の不適切により

生じた工事等関係者事故 

（死亡者又は負傷者） 

市発注工事  ２週間以上４月以内 

市内の他の公共工事  ２週間以上２月以内 

  

  ・指名停止を行わないもの（市運用基準） 

ア 作業員個人の責めに帰すべき事由により生じたものであると認められる事故 

（公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事

故等をいう。） 

イ 第三者の行為により生じたものであると認められる事故 

（適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進 

入したことに生じた事故等をいう。） 

 

・市発注工事等における現場での死亡事故 

指名停止等措置要領に定める最短期間（２週間）の指名停止等とする。 

ただし、調査結果に基づき、指名停止等期間を延長するか否か、入札選定委員会

に諮り決定する。 

 

・死亡事故以外の措置について 

ア 基準により委員会が指名停止等の期間を決定する。 

イ ア以外の措置は、労働基準監督署の判断を待ってから以下のように措置する。 

     監督署の処分  市の対応 

書類送検  指名停止等１月 

是正勧告書  指名停止等２週間 

指導票      文書警告 

休業２月以上  文書注意 

休業２月未満  口頭注意 

指名停止等 
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02 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

贈賄（逮捕、公訴） 

市職員に 

代表役員等 ４月以上 12 月以内 

一般役員等 ３月以上９月以内 

使用人 ２月以上６月以内 

贈賄（逮捕、公訴） 

新潟県内の他の公共機関の

職員に 

代表役員等 ３月以上９月以内 

一般役員等 ２月以上６月以内 

使用人 １月以上３月以内 

贈賄（逮捕、公訴） 

新潟県内の他の公共機関の

職員に 

代表役員等 ３月以上９月以内 

一般役員等 １月以上３月以内 

使用人 － 

独占禁止法違反行為 新潟県内 ２月以上９月以内 

市発注工事等 ３月以上 12 月以内 

他の公共工事 １月以上９月以内 

競売入札妨害又は談合 

（逮捕、公訴） 

一般役員等又は使用人 ２月以上 12 月以内 

市発注工事等 

一般役員等又は使用人 

３月以上 12 月以内 

代表役員等 ３月以上 12 月以内 

市発注工事等 

代表役員等 

４月以上 12 月以内 

建設業法違反行為  １月以上９月以内 

市発注工事等 ２月以上９月以内 

不正又は不誠実な行為 省略 

 

 

 

暴力的不法行為等 省略  

 

 

03 指名停止等の始期は、措置を決定した時。 

 

  



33 

 

特記仕様書の例 

 

対象工事：教生第 10 号 能生生涯学習センター建築工事 

１ 下請契約 

  (1) 請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として糸魚川市内に本店又は

支店を置く企業又は個人（以下「市内業者」という。）を優先的に採用するよう努める

こと。 

  (2) 請負者は、本工事において市内業者以外の下請契約（一次下請、二次下請等）を行

う場合は、連々かにその下請工種、作業内容、契約先住所・名称及び市内業者を採用

しなかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

２ 工事資材の調達 

  (1) 請負者は、本工事に使用する工事資材のうち次に指定する工種に係る工事資材につ

いて、市内業者が製造又は販売する資材（以下「市内資材」という。）を優先的に調達

するよう努めること。   ○指定工種 ①鉄骨工事 

                      ②内外装工事 

  (2) 請負者は、本工事において市内業者以外から上記指定工種に係る資材の調達を行う

場合は、速やかにその資材名、製品名、規格、数量、製造者名及び市内資材を採用し

なかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

 

 

対象工事：消第５号 消防救急無線デジタル化工事 

１ 下請契約                                  

(1) 請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として糸魚川市内に本店又は

支店を置く企業又は個人（以下「市内業者」という。）を優先的に採用するよう努める

こと。                     

  (2) 請負者は、本工事において市内業者以外の下請契約（一次下請、二次下請等）を行

う場合は、速やかにその下請工種、作業内容、契約先住所・名称及び市内業者を採用

しなかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。                           

 

 

年度末の繰越用 

１ 実工期・設計積算について 

・ 設計書鏡の工事・履行日数では、完成期限を平成２６年３月３１日としている

が、繰越予算議決後に工期を変更することとしており、設計積算については工事に

必要な全体工事分の数量・日数等を計上している。 

・ 本工事は、繰越の議会承認が得られた場合に工期の変更を行うこととしている。  
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下請契約に関する特記仕様書（試行） 

対象工事：教博第１号 フォッサマグナミュージアムリニューアル（建築）工事 

１ 下請契約 

  (1) 請負者は、下請契約を締結する場合には、当請契約先として糸魚川市内に本店又は

支店を置く企業又は個人（以下「市内業者」という。）を優先的に採用するよう努める

こと。 

  (2) 請負者は、本工事において市内業者以外の下請契約（一次下請、二次下請等）を行

う場合は、速やかにその下請工種、作業内容、契約先住所・名称及び市内業者を採用

しなかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

２ 工事資材の調達 

 (1) 請負者は、本工事に使用する工事資材のうち次に指定する工種に係る工事資材につ

いて、市内業者が製造又は販売する資材（以下「市内資材」という。）を優先的に調達

するよう努めること。   ○指定工種 ①建具工事 

                       ②内外装工事 

(2) 請負者は、本工事において市内業者以外から上記指定工種に係る資材の調達を行う

場合は、速やかにその資材名、製品名、規格、数量、製造者名及び市内資材を採用し

なかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

 

 

対象工事：教生第 13 号 能生体育館新築工事（建築） 

１ 下請契約 

 (1) 請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として糸魚川市内に本店又は

支店を置く企業又は個人（以下「市内業者」という。）を優先的に採用するよう努める

こと。 

(2) 請負者は、本工事において市内業者以外の下請契約（一次下請、二次下請等）を行

う場合は、連々かにその下請工種、作業内容、契約先住所・名称及び市内業者を採用

しなかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

２ 工事資材の調達 

  (1) 請負者は、本工事に使用する工事資材のうち次に指定する工種に係る工事資材につ

いて、市内業者が製造又は販売する資材（以下「市内資材」という。）を優先的に調達

するよう努めること。   ○指定工種 ①鋼製建具工事 

                      ②内外装工事 

  (2) 請負者は、本工事において市内業者以外から上記指定工種に係る資材の調達を行う

場合は、速やかにその資材名、製品名、規格、数量、製造者名及び市内資材を採用し

なかった理由を別紙「契約・調達報告書」に記入し、工事監督員に提出すること。 

 

 

 


