
   石巻地方広域水道企業団建設工事競争入札参加心得 

平成２０年８月１日 

告示第３０号 

（趣旨） 

第１条 石巻地方広域水道企業団（以下｢企業団｣という。）が発注する建設工事の制限付

き一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者（以下「入

札者」という。）は，石巻地方広域水道企業団契約規程（平成元年石広水規程第１３号。

以下「契約規程」という。），石巻地方広域水道企業団建設工事の契約に係る入札参加

手続等取扱規程（平成１６年石広水規程第６号。以下「入札参加手続等取扱規程」とい

う。）及びその他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。 

 （入札参加の失格） 

第２条 入札参加手続等取扱規程第４条の規定に基づき，入札者又はその代理人（以下「入

札者等」という。）は，次の各号のいずれかに該当するときは失格とし，入札又は再度

入札に参加することができない。 

 (1) 入札者等が，入札期日において，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「令」という。）第１６７条の４第１項の規定に該当するとき（被保佐人，被補助

人又は未成年者であって，契約締結のために必要な同意を得ているものは除く。）。 

 (2) 入札期日において，入札者が入札参加手続等取扱規程第４条に規定する競争入札に

参加する資格及び一般競争入札において令第１６７条の６第１項の規定により契約

執行者が定めて公告した資格を有しなくなったとき。 

 (3) 入札期日において，入札者が一般競争入札の入札参加資格又は指名競争入札の指名

を取り消されたとき。 

 (4) 入札期日において，入札者が企業団から指名停止又は指名回避を受けている期間中

であるとき。 

 (5) 入札期日において，会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続

開始の申立てをしているとき（更生計画認可の決定があったときを除く。）又は民事

再生法（平成１１年法律２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしているとき（再

生計画認可の決定が確定したときを除く。）。 

 (6) 入札期日において，銀行取引停止となったとき。 

 (7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。 

 (8) 入札者が，入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし，入

札保証金の納付を免除されたときは，この限りでない。 

 (9) 入札者等が，正当な理由がなく，指定された日時及び場所に入札書を提出しないと

き。 

 (10) 入札者等が，競争入札の公告又は指名の通知に示した入札参加条件に違反したと

き。 

 (11) 最低制限価格を設けた場合において，入札者等が，当該最低制限価格を下回る入

札を行ったとき。 



 (12) 入札者等が，公正な価格を害し，不正の利益を図る目的をもって連合するなど入

札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独禁法」という。）に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。 

 (13) 入札者等が，正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。 

 (14) 入札執行者が，入札者等が次のいずれかに該当するとして，失格としたとき。 

  ア 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。 

  イ 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。 

（入札保証金） 

第３条 入札者等は，入札公告等で指定された日時までに，その見積る入札金額の１００

分の５以上の入札保証金を納付し，又はこれに代わる担保を提供しなければならない。

ただし，入札保証金の全部又は一部を免除された場合は，この限りでない。 

２ 入札保証金又はこれに代わる担保は，契約保証金を納付する契約にあってはその納付

後，契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に落札者に還付し，落札者以外の

者には落札決定後に還付する。 

３ 落札者が契約を締結しないときは，入札保証金又はこれに代わる担保は企業団に帰属

する。 

 （設計図書の取扱い等） 

第４条 入札者等は，この心得及び閲覧に供した設計図書を熟覧の上，入札しなければな

らない。 

２ 入札者等は，設計図書について疑義があるときは，入札公告又は指名通知（以下「入

札公告等」という。）に定めるところにより質問をすることができる。 

３ 入札者等は，入札公告等により指定された場所で設計図書を有料で複写することがで

きる。 

 （入札等） 

第５条 代理人をもって入札する場合，代理人は，入札に関する入札者からの委任状を持

参の上，入札の前に提出しなければならない。 

２ 入札書は，入札者が記名押印しなければならない。代理人が入札書を提出する場合に

あっては，代理人は，当該入札書にその者の氏名を記載するとともに押印しなければな

らない。 

３ 提出する入札者の記載事項の訂正は，訂正印の押印によることとする。ただし，入札

金額の訂正並びに既に提出した入札書の訂正及び差し替え並びに再提出は認めない。 

４ 入札書は，入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。 

５ 入札者等は，入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。 

６ 入札者等は，入札公告等により，入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求められ

たときは，入札公告等又は入札執行者の指示に従い，提出しなければならない。 

７ 前項の工事費内訳書は，返戻しない。 

  （入札の辞退） 

第６条 入札者等は，入札書提出前に限り，次の各号のいずれかの方法によりいつでも入



札を辞退することができるものとする。 

 (1) 入札執行前に辞退する場合は，入札辞退届（別記様式）を入札執行者に直接提出し，

又は郵送若しくは電子メール若しくはファクシミリ（入札日の前日までの到達に限

る。）によるものとする。 

 (2) 入札執行中に辞退する場合は，入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行

者に直接提出する。 

２ １回目の入札を辞退した者は，再度入札に参加することはできない。 

３ 入札を辞退した者は，入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱い

を受けるものではない。 

 （公正な入札の確保） 

第７条 入札者等は，独禁法等に抵触する行為その他の不正行為を行ってはならない。 

２ 入札者等は，入札に当たり，競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格，入札

意思等についていかなる相談も行わず，独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札者等は，落札者の決定前に，他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示し

てはならない。 

４ 入札者等は，指名の状況，入札参加意思等の適正な入札の執行に支障のおそれのある

情報について，入札前に組織的に情報交換してはならない。 

 （入札の延期等） 

第８条 入札執行者は，天災，地変等により入札の執行が困難なとき，入札が適正に行わ

れないおそれがあるとき，又は設計図書，入札参加条件，予定価格等に錯誤があったと

認められるとき，その他やむを得ない事由が生じたときは，入札を延期し，中止し，又

は取り消すことがある。 

 （開札） 

第９条 開札は，入札の終了後，直ちに当該入札場所において入札者立会いのもとに行う

ものとする。 

 （入札の無効等） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。 

 (1) 第２条に規定する競争に参加する資格を有しない者が入札したとき。 

 (2) 同一件名の入札において，入札者等が２以上の入札をしたとき。 

 (3) 入札書の記載内容に，次に掲げる事例等の重大な不備があり，入札者等の意思が明

らかでないと認められるとき。 

  ア 入札者等の記名押印及び訂正印を欠く入札 

  イ 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札 

  ウ 誤字，脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

  エ 工事名等の錯誤がある入札 

 (4) 虚偽の入札参加資格確認申請等を行ってした入札 

２ 入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において，入札期日以降落札決定まで

に第２条に規定する競争入札に参加する資格を有しなくなったときは，入札参加資格が



ない者のした入札とみなす。 

 （落札者の決定） 

第１１条 有効な入札を行った入札者等のうち，予定価格の範囲内の価格で，最低の価格

をもって入札をした者を落札者とする。 

２ 最低制限価格を設けたときは，前項の規定にかかわらず，予定価格の範囲内の価格で，

最低制限価格以上の価格をもって入札した入札者等のうち，最低の価格をもって入札し

た者を落札者とする。この場合において，最低制限価格を設ける基準は，別表による。 

３ 入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において，入札公告等又は入札執行者

の指示に従い，必要な書類を提出しないときは，入札参加資格がないものとみなす。 

４ 落札となるべき同価格の入札をした入札者等が，２人以上あるときは，直ちに当該入

札者等にくじを引かせて落札者を決めるものとする。 

５ 前項の場合において，くじを引かない者があるときは，これに代わって当該入札事務

を直接担当していない企業団職員がくじを引くものとする。 

６ 落札者は，確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。 

 （再度入札） 

第１２条 開札して，予定価格の範囲内の価格の入札がないときは，直ちに再度の入札を

行う。 

２ 再度の入札の回数は，１回とする。 

３ 入札及び再度入札において落札者がないときは，地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第２１条の１４第１項第８号の規定による随意契約のための見積り合

わせは行わない。 

 （契約保証金等） 

第１３条 落札者は，契約書の提出と同時に，契約規程第２７条の規定に基づく契約金額

の１００分の１０以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し，又は提出し

なければならない。ただし，契約保証金の全部又は一部を免除された場合は，この限り

でない。 

 （入札保証金の振替） 

第１４条 契約執行者において必要があると認める場合には，落札者に還付すべき入札保

証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振

り替えることができる。 

 （契約） 

第１５条 落札者は，契約書に記名押印し，落札決定の翌日から７日以内に入札執行者に

提出しなければならない。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは，落札はその効力を失う。 

３ 落札決定後，契約締結前までに落札者が次のいずれかに該当することとなったときは，

契約を締結しないことがある。 

 (1) 令第１６７条の４第１項の規定に該当するとき（被保佐人，被補助人又は未成年者

であって，契約締結のために必要な同意を得ているものは除く。）。 



 (2)  入札参加手続等取扱規程第４条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争

入札において令第１６７条の６第１項の規定により契約執行者が定め公告した資格

を有しなくなったとき。 

 (3) 企業団から指名停止又は指名回避を受けたとき。 

 （配置技術者の届出） 

第１６条 入札者等又は落札者は，入札公告等により技術者の配置条件が示されている場

合は，当該条件に適合する配置技術者の氏名，所持する資格等を別に定める配置技術者

届出書により入札公告等に基づき提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には，配置技術者の資格を証する免許証，資格者証の写しその他の書類

を添付しなければならない。 

３ 入札者等又は落札者が，配置技術者届出書を提出しないときは，入札参加資格がない

ものとみなす。 

４ 届出のあった配置技術者の資格が入札公告等で示した条件に適合しないときは，当該

届出書を提出した入札参加者のした入札は無効とする。 

５ 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において，落札者は，入札

参加手続等取扱規程第７条第１項に規定する契約（以下「契約」という。）を締結した

ときは，建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定めるところにより適正に技術者を

配置しなければならない。 

（損害賠償の予定） 

第１７条 契約を締結した後において，当該契約の相手方（以下「請負者」という。）は，

その契約が契約規程第１５条第４号に該当する行為によるものであったことが明らか

になったときは，企業長の請求に基づき，請負代金の額の１００分の２０に相当する額

を損害賠償金として支払わなければならない。ただし，次項第１号から第３号までのう

ち処分，判決その他の措置の対象となる行為が不公正な取引方法（昭和５７年６月１８

日公正取引委員会告示第１５号）第６項に該当する場合その他企業長が特に認める場合

は，この限りでない。 

２ 前項の契約規程第１５条第４号に該当する行為によるものであったことが明らかに

なったときとは，次に掲げるとおりとする。 

(1) 請負者に対し，独禁法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。 

(2) 請負者に対し，独禁法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき。 

(3) 前２号のほか，独禁法その他の法律に基づき，請負者が談合等の不公正な行為を

行った旨の事実を認定する処分，判決その他の措置がなされ，かつ，その効力が確定

したとき。 

(4) 請負者（請負者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が，刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条による刑が確定したとき。 

３ 請負者が共同企業体であり，かつ，既に当該共同企業体が解散しているときは，企業

長は，第１項の規定による損害賠償金について，請負者の代表者であった者又は構成員

であった者に請求をすることができる。この場合において，請負者の代表者であった者



及び構成員であった者は，連帯して損害賠償金を企業長に支払わなければならない。 

４ 第１項の規定による損害賠償金は，企業団に生じた実際の損害額が同項に規定する損

害賠償金の額を超える場合は，その超える額につきなお請求をすることを妨げない。同

項の規定により請負者が損害賠償金を支払った後に，実際の損害額が同項に規定する損

害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても，同様とする。 

５ 企業長は，第１項に規定する損害賠償金の支払いに代え，当該損害賠償金の額に相当

する額を支払代金から控除することができる。 

（下請負の制限） 

第１８条 請負者は，請負工事に関し，一括して他の者に委任し，又は請け負わせてはな

らない。 

２ 請負者は，請負工事に関し，契約執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し，

又は請け負わせてはならない。 

３ 請負者は，落札した請負工事の入札に参加した者，又は請負者の同一ランク以上の者

に下請負してはならない。ただし，特許工法による工事等相応の理由がある場合におい

てはこの限りでない。 

 （異議の申立て） 

第１９条 入札をした者は，入札後，この心得，入札公告，指名通知，設計図書等につい

ての不明，錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。 

 （随意契約） 

第２０条 企業団が発注する建設工事において，随意契約により契約を締結する際の相手

方の心得については，この心得の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この告示は，平成２０年８月１日から施行する。 

附 則(平成２１年６月２５日告示第２８号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２１年７月１日から施行する。 

附 則(平成２２年５月２1日告示第２９号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２２年５月２１日から施行する。 

附 則(平成２５年１月２１日告示第２号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２５年１月２１日から施行する。 

附 則(平成２６年４月１６日告示第９号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２６年４月１６日から施行する。 

附 則(平成２８年１月８日告示第８号) 

（施行期日） 



 この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年５月２３日告示第２５号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２８年６月１日から施行する。 

附 則(平成２９年８月３１日告示第１５号) 

（施行期日） 

 この告示は，平成２９年９月１日から施行する。 

附 則(令和元年６月２８日告示第１３号) 

（施行期日） 

 この告示は，令和元年７月１日から施行する。 

   附 則(令和４年４月１４日告示第４号) 

 この告示は，令和４年４月１４日から施行する。 

 

別表（第１１条関係） 

   最低制限価格の設定基準 

  企業団が発注する建設工事及び建設工事を伴う業務の入札に伴い最低制限価格を設け

る場合は，以下のとおりとする。ただし，特別の事由がある場合は，この限りでない。 

１ 建設工事 

 

 

 

 

※注 上記計算式による最低制限価格は，消費税及び地方消費税の額を含まない価格

です。 

２ 建設工事を伴う業務 

建設工事を伴う業務は，業種区分した中で，次のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ（最低制限価格） 

＝（直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９＋現場管理費×０．９＋一般管理

費×０．６８） 

（ただし，予定価格×９．２／１０ ≧ Ａ ≧ 予定価格×７．５／１０） 

 

①測量業務に係る契約について 

Ａ（最低制限価格）＝１＋２＋３＋４ 

（ただし，予定価格×８．２／１０ ≧ Ａ ≧ 予定価格×６／１０） 

②建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約について 

Ａ（最低制限価格）＝１＋２＋３＋４ 

（ただし，予定価格×８／１０ ≧ Ａ ≧ 予定価格×６／１０） 

③地質調査業務に係る契約について 

Ａ（最低制限価格）＝１＋２＋３＋４ 

（ただし，予定価格×８．５／１０ ≧ Ａ ≧ 予定価格×２／３） 

※業種区分及び１ ２ ３ ４ については，下記表を参照。 



 

業種区分 １ ２ ３ ４ 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 

諸経費の額に 

１０分の４．８

を乗じて得た額 

－ 

建築関係の

建設コンサ

ルタント業

務 

直接人件費の額 特別経費の額 

技術料等経費の

額に１０分の６

を乗じて得た額 

諸経費の額に 

１０分の６を乗

じて得た額 

土木関係の

建設コンサ

ルタント業

務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に１０分の９を

乗じて得た額 

一般管理費等の

額に１０分の

４．８を乗じて

得た額 

地質調査業

務 

直接調査費の額 間接調査費の額

に１０分の９を

乗じて得た額 

解析等調査業務

費の額に１０分

の８を乗じて得

た額 

諸経費の額に 

１０分の４．８

を乗じて得た額 

補償関係コ

ンサルタン

ト業務 

直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額

に１０分の９を

乗じて得た額 

一般管理費等の

額に１０分の

４．５を乗じて

得た額 

 



別記様式（第６条関係） 

 

 

入  札  辞  退  届 

 

 

工事番号 

 

工 事 名 

  

 

入札参加資格の確認 
上記について           を受けましたが，都合により入札を辞退します。 

指       名 

 

 

年  月  日 

 

 

住    所 

 

 

商号又は名称 

 

 

代表者氏 名            ○印 

 

 

石巻地方広域水道企業団企業長      （あて） 

 

 

 

 

 

 

 

 


