一般競争入札の実施について（公告）
下記のとおり、格付等級指定型条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６及び山形市契約規則（昭和３９年市規則第１８号。以下「規則」
という。）第１８条の規定に基づき、公告する。
なお、この入札は、山形市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。
）により執
行する。
令和３年３月５日
山形市長
１

佐 藤 孝 弘

入札に付する事項
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工期
(4) 入札参加資格
(5) 予定価格
(6) 前払金の有無
(7) 部分払の有無
別記のとおり
２ 入札執行等の日時等
(1) 競争参加資格確認申請期間
(2) 競争参加資格確認結果通知日
(3) 入札書の受付期間
(4) 開札日時
３ 入札参加者の資格
(1) 工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程（昭和５７年市告示第
３５号）に基づく資格を有するものであること。
(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
(3) 規則第２５条第２項の規定に基づき、競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(4) 本件工事に対応する工種に係る建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく建設業
の許可を受けていること。
(5) 山形市内に本店、建設業の許可に係る営業所を有していること。
(6) 建設業法第２８条第３項及び第５項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(7) 山形市工事請負業者指名停止要綱（平成７年４月１日施行）に基づく指名停止の期間中
でないこと。
(8) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続（同法に基づく更生計画の
認可の決定後である場合を除く。
）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく
再生手続（同法に基づく再生計画の認可の決定後である場合を除く。）中の者でないこと。
(9) 山形市建設工事請負契約約款第４９条第１１号の規定に該当しない者であること。
(10) 山形市電子入札運用基準（平成２２年４月１日施行。以下「運用基準」という。）第４条
第１項の規定に基づき電子入札システム（規則第１７条第３号に規定する電子入札システム
をいう。以下同じ。
）による利用者登録を行っている者又は運用基準第６条の規定に基づき
市長が認める紙入札参加者であること。

(11) 本件工事について、建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者を配置できるとともに、
常駐の現場代理人を配置できること。なお、この場合における現場代理人と主任技術者又は
監理技術者は、兼務することができるものとする。
(12) 入札に参加しようとする者の間で、一方の会社等の代表者が他方の会社等の代表者を
現に兼ねていないこと。ただし、入札執行の完了に至るまでに上記の事実が判明した場合に
おいて、これに該当する者のうち、一者を除く全ての者が入札を辞退したときは、残る一者
については入札参加者の資格があるものとする。
４ 契約条項等を示す場所
山形市役所９階 まちづくり政策部管理住宅課
５ 入札保証金
免除する。
６ 契約保証金
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。
７ 競争参加資格確認申請の手続等
(1) 本件入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書を
【別記の日時】まで送信し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 競争参加資格確認結果の通知は、
【別記の日】までに通知する。
８ 入札方法等
(1) 入札は、電子入札システムにより入札金額、くじ入力番号（３桁の任意の数字）等必要
な事項を入力し、工事費内訳書を添付して送信すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に入力又は記載された金額に当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相
当する金額を入札書に入力又は記載すること。
(3) 本件入札については、山形市最低制限価格制度を適用する。
９ 紙入札の場合の手続
(1) 本件入札で紙入札を行うことができる者は、紙入札の承諾を得た者に限る。紙入札の承
諾手続は、運用基準により、
「紙入札（見積り合わせ）参加承諾願」を【別記の日時】まで
まちづくり政策部管理住宅課まで持参し提出すること。
(2) 紙入札に係る書類の提出方法
ア 紙入札参加者の競争参加資格確認申請書の提出方法
紙入札参加者は、一般競争入札競争参加資格確認申請書をまちづくり政策部管理住宅課に持
参し紙入札（見積り合わせ）参加承諾通知を提示のうえ提出すること。
イ 紙入札参加者の入札方法等
紙入札においては、次の書類をまちづくり政策部管理住宅課に持参し、紙入札（見積り合わ
せ）参加承諾通知及び競争参加資格確認通知を提示し提出すること。
（ア）入札書は、
「入札書用封筒」に封かんのうえ、封筒の表面に「入札書」の文字、工事名、
住所及び商号又は名称を記載し、封印すること。
（イ）工事費内訳書は、
「工事費内訳書用封筒」に封かんのうえ、封筒の表面に「工事費内訳書
在中」の文字、工事名、商号又は名称、担当者名、電話番号及びＦＡＸ番号を記載し、封
印すること。

10 設計図書等に関する質問
入札開始日の３日前日（休日を除く。）の午後３時までまちづくり政策部管理住宅課に質問
書を持参して行うこと。
11 入札の無効

(1) この公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者又は虚偽の申請を行った者の
した入札、入札書の金額が工事費内訳書の積算金額と異なる入札その他入札に関する条件に
違反した入札は、これを無効とする。
(2) 入札参加者が営業停止処分又は指名停止の措置を受け、入札時点において営業停止又は
指名停止の期間中である場合は、その者のした入札は、これを無効とする。
12 その他
(1) 設計図書は、電子データにより閲覧に供する。
なお、設計図書電子データの閲覧に係るインターネットサイトＵＲＬ及びパスワードにつ
いては、別記に示す格付等級及び本店所在地に該当する全ての者に対して、電子メールで送
付する。
(2) 別記において前払金「あり」となっている工事のうち、契約金額が１３０万円以上の工
事については、中間前払金の支払の対象とする。
(3) 別記において部分払「あり」となっている工事については、複数年にわたる工事（債務
負担行為に係る工事）を除き、中間前払金の支払の対象とならない。
(4) 入札参加者の連合その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められ
るときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りや
めることがある。
13 問合せ先
山形市旅篭町二丁目３番２５号
山形市まちづくり政策部管理住宅課 電話０２３－６４１－１２１２（内線４６２・４６３番）

別 記 (電子入札案件)
１

入札に付する事項
工

工事番号

013120

工

事
事

名
場

工

所

期

前払金
の有無

部分払
の有無

¥16,294,000

あり

なし

¥51,018,000

あり

なし

予定価格
（税抜き）

・土木一式工事

令和２年災第５１５２号市道沢口芳沢線道路
災害復旧工事

令和3年 3月31日

山形市大字芳沢地内

・Ａランク又はＢランク

・市内本店

雨水管整備工事（あかねケ丘一丁目
工区）
013106

入札参加資格

・土木一式工事

第２２６

令和3年 3月31日 ・Ａランク

山形市あかねケ丘一丁目地内

・市内本店

※本件工事については、上下水道事業管理者が契約を締結する。

２

入札執行等の日時及び場所

工事番号

期間

手続等

場所

令和3年 3月 5日 から

競争参加資格確認申請

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月15日 正午まで

競争参加資格確認結果通知
013120
入札書の受付
紙入札参加承諾願

令和3年 3月16日

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月17日 から
令和3年 3月18日 正午まで

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月15日 正午まで

管理住宅課

令和3年 3月 5日 から

競争参加資格確認申請

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月15日 正午まで

競争参加資格確認結果通知
013106
入札書の受付
紙入札参加承諾願

令和3年 3月16日

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月22日 から
令和3年 3月23日 正午まで

山形市電子入札
システムによる

令和3年 3月15日 正午まで

管理住宅課

（注）上記期間は、特に指定する場合を除き、休日を除く午前9時から午後5時まで（電子入札システムによる手続については、
午前8時30分から午後8時まで）とする。

３

開札の日時及び場所
開

工事番号

札

日

時

開

札

場

所

013120

令和3年 3月19日

午前 9時00分

山形市庁舎１１階

入札室

013106

令和3年 3月24日

午前 9時00分

山形市庁舎１１階

入札室

