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１．地方公共団体の入札契約制度について 

（総務省地方自治制度地方公共団体の入札・契約制度より） 

 

地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、よ

り良いもの、より安いものを調達しなければなりません。 

そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方法

である「一般競争入札」が原則とされています。一方、この原則を貫くと調達の準備に

多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害

が生じることがあり得ます。このため、「指名競争入札」や「随意契約」による調達が例

外的な取り扱いとして認められています。さらに地域活性化の観点からは、地元企業が

受注し地域経済に貢献することも求められており、この点も踏まえ調達がなされる必要

があります。 

以上について制度面からまとめると、地方公共団体の調達について定める地方自治法

では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、一

定の場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認めら

れています。 

また、地方自治法施行令では、入札に参加する者の資格要件について、事業所所在地

を要件（いわゆる地域要件）として定めることを認めるとともに、総合評価方式による

入札では、一定の地域貢献の実績等を評価項目に設定し、評価の対象とすることが許容

されており、これをもって地元企業の受注機会の確保を図ることが可能となっています。 

さらに、官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律において、地方公共団

体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ず

るように努めなければならないとされています。 

各地方公共団体においては、これらの規定を適切に活用していくことが求められてい

ます。 

 

○一般競争入札 

公告によって不特定多数の者を誘引して、入札により申込をされる方法により競争を

行わせ、その申込のうち、地方公共団体にとって最も有利な条件をもって申込をした者

を選定し、その者と契約を締結する方法 

 

○指名競争入札 

地方公共団体が資力、信用その他について適切と認める特定多数を通知によって指名

し、その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ、契約の相手方となる者を決

定し、その者と契約を締結する方法 

 

○随意契約 

地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定し、その者と契約を

締結する方法 
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 長 所 短 所 

一
般
競
争
入
札 

○機会均等等の原則に則り、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。 

○談合の危険性が高い。 

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や

もすれば不適切な価格によって行われ

がちである。 

 

 

２．野洲市の入札・契約制度 

 

市の公共工事等の発注にあたっては、野洲市契約規則、野洲市建設工事等契約審査会

規程及び野洲市入札執行要領等に基づき行っています。また、入札に参加しようとする

者は（以下、「入札参加人」という。）、野洲市入札参加資格審査申請の上、審査を受け、

有資格者名簿に登載されたことが必要となっています。 

分類別の主な手続きや概要等は次のとおりです。 

 

（１）建設工事及びこれに関する測量、調査、設計及び監理の業務委託（以下、「建設関

連業務委託」という。） 

 

① 入札方式 

【一般競争入札】 

・予定価格１億円以上の建設工事 

・工事内容に応じて、入札参加人の資格を設定 

【指名競争入札】 

・予定価格１億円未満の建設工事及び建設関連業務委託 

・野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準等により指名業者を選定 

【随意契約】 

・地方自治法施行令167条の２第１項による 
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② 発注手続き 

・担当課による起工上申（決裁権は野洲市事務決裁規程の決裁区分に基づく） 

        ↓↓↓↓    ※以後、総務課における事務処理 

・野洲市建設工事等契約審査会における審査（契約審査会への付議） 

【建設工事】 

・予定価格１億円以上（一般競争入札）の入札参加人の資格設定 

・予定価格500万円以上の指名競争入札の参加人の選択 

・予定価格130万円超の随意契約の相手方の決定並びにその契約の目的及び方法 

【建設関連業務委託】 

・予定価格500万円以上の指名競争入札の参加人の選択 

・予定価格50万円超の随意契約の相手方の決定並びにその契約の目的及び方法 

・総務課への入札依頼（契約審査会における所掌事務を除く） 

        ↓↓↓↓    

・一般競争入札参加人の資格又は指名競争入札の参加人の決定 

        ↓↓↓↓    

・一般競争入札公告又は指名競争入札指名通知 

        ↓↓↓↓    

・入札執行 

        ↓↓↓↓    

・落札者（予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者）の決定 

        ↓↓↓↓    

・契約締結 

 

③ 建築工事の分離発注基準 

建築等工事の発注において、建築主体工事（外構工事含む）、電気設備工事、機械設備

工事（給排水設備工事を含む）に区分し、全体設計金額が１億円以上の工事で、かつ分

離後の各工事の設計金額が1,000万円を越える場合は、分離発注とします。 

 

④ 予定価格及び最低制限価格の公表 

 予定価格は契約を締結する際の契約金額決定の基準とするものであり、最低制限価格

は契約内容に適合した履行を確保するために設けるものです。適正価格での契約の推進

と建設業の健全な育成の観点から、各々の公表については下記のとおりとしています。 

  

 予定価格 最低制限価格 

建設工事 

事前公表 

（予定価格 1 億円以上及び

随意契約を除く） 

事後公表 

建設関連業務委託 事後公表 非公表 

※野洲市における経緯、県内市町の取扱いは別紙資料１参照 
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⑤ 野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準 

建設工事のうち下記の工事については、入札参加資格を有する市内業者について格付

をしており、格付表の作成は契約審査会で行われます。対象工事を指名競争入札で発注

する場合は、当該格付区分等に応じて指名競争入札の参加人を決定しています。 

【対象】 

土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、水道施設工事 

電気設備工事、給排水冷暖房工事、造園工事 

 

⑥ 野洲市建設工事設計変更等事務要領 

事務の適正化と合理化を図ることを目的に、建設工事及び建設関連業務委託の設計変

更及びこれに伴う契約変更の取扱いに関して必要な事項を定めています。 

【設計変更により処理できる範囲】 

・設計変更により増額する金額が、当初設計金額の30％以内 

・設計変更により増額する金額が、当初設計金額の 30％を超えるものであり、かつ、

施工中の工事と分離して施工することが困難であると認められる場合 

・設計変更により減額する場合 

【設計変更の手続】 

・予算の範囲内で処理できることの確認 

・請負者との設計変更協議書の取り交わし（事前に設計変更協議伺いにより、担当部

長の決裁が必要） 

・変更金額が当初請負金額の20％以上又は500万円以上の増額変更となる場合は、契

約審査会における審査（当初設計の時点において契約審査会に付議した案件） 

  

⑦ 野洲市建設工事等入札参加停止基準 

 野洲市建設工事等入札参加資格者名簿に登載された業者に対する市発注の建設工事及

び建設関連業務委託に係る入札参加停止の適正かつ統一的な処理を図るために必要な事

項を定めています。 

 

⑧ 建設関連業務委託における手持ち制限について 

より適切な業務の執行及びより均等な受注環境の構築を進めるため、建設関連業務委

託については、指名競争入札の参加人について手持ち件数による制限を下記のとおり加

えています。受託数が規定件数に達した場合、指名を回避します。 

【制限概要】 

・発注業務の対象となる技術者１人につき２業務まで 

（ただし、業務内容・規模（予定価格１千万円以上）により専念を有する者と市が

判断する場合は、１人１業務までとし、同等規模以上の業務を重複して受注でき

ません。） 

 

（２）物品供給・役務提供 

 

① 入札方式 

【指名競争入札】 
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・予定価格が物品供給は80万円超、役務提供は50万円超の案件 

【随意契約】 

・地方自治法施行令167条の２第１項による 

 

② 発注手続き 

・担当課による起案（総務課（契約管財担当）・財政課への合議） 

        ↓↓↓↓    ※以後、担当課における事務処理 

・指名競争入札の参加人の決定及び指名競争入札指名通知 

        ↓↓↓↓    

・入札執行、落札者の決定 

        ↓↓↓↓    

・契約締結 

 

③ 指名競争入札の参加人の決定 

 指名競争入札の参加人については、野洲市物品供給、役務提供業者一覧表に登載され

た業者から希望された営業品目を基準に、地域要件等を考慮し選定しています。 

 

④ 野洲市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第９条の規定

に基づき、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を

策定しています。 

平成27年度における目標額等は下記のとおりです。 

 

目標額 50万円以上 

（詳細） 種別 調達目標額 

役務提供 

軽作業（郵送物の封入、ラベル貼

り等） 
20万円 

清掃・除草作業 20万円 

物品等の 

購入 

印刷物関連 ５万円 

食品類 ５万円 

 

⑤ 野洲市長期契約を締結することができる契約を定める条例 

地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令第167条の17の規定により、長期継続

契約を締結できる契約について定めています。商慣習上複数年にわたり契約を締結する

ことが一般的な物品の借入契約や、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるものに

ついて列挙しています。契約期間は５年以内としています。 

 

⑥ 野洲市物品供給、役務提供に係る指名停止基準 

野洲市物品供給、役務提供業者一覧表に登載された業者に対する指名停止の適正かつ

統一的な処理を図るために必要な事項を定めています。 
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（３）その他 

 

① 野洲市随意契約ガイドライン 

随意契約ついては、地方自治法施行令第167条の２に定める要件に該当する場合に限

り行うことができることから、個々の契約ごとに予定価格が少額であるか、その性質又

は目的が競争入札に適しないものであるか、緊急の必要があるかどうか等を客観的、総

合的に判断することで、公正性、経済性を確保し、また、安易な随意契約を行うことの

ないよう、その根拠をより明確にするためにガイドラインを定めています。    

 

② 野洲市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン 

市が発注する委託業務の契約で、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候

補者を決定する場合の手続きについて、共通して遵守すべき事項を定め、プロポーザル

方式による契約の公平性、透明性及び客観性を担保することを目的にガイドラインを定

めています。 

 

③ 入札・契約に係る過程等の情報公表 

 建設工事及び建設関連業務委託で入札に付したもの（総務課案件）については、市の

ホームページ及び総務課横掲示板において公表しています。 
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３．平成26，27年度入札結果 

 

① 平成26年度 

件数 落札率 備考

46 4,907,996 千円 92.15%

(計） 1 4,309,200 千円 98.71%

清掃施設工事 1 4,309,200 千円 98.71%

(計） 39 455,441 千円 90.91%

土木一式工事 17 270,973 千円 92.54%

水道施設工事 4 37,688 千円 94.50%

建築一式工事 4 49,536 千円 87.40%

舗装工事 4 43,614 千円 89.40%

電気設備工事 1 1,382 千円 81.53%

消防施設工事 1 1,488 千円 91.26%

給排水冷暖房工事 2 12,306 千円 96.16%

機械設備工事 2 12,594 千円 84.84%

建築附帯工事 2 16,471 千円 81.84%

交通安全施設工事 2 9,390 千円 94.24%

(計） 6 143,355 千円 99.14%

電気設備工事 1 3,381 千円 97.86%

機械設備工事 1 12,960 千円 98.36%

建築附帯工事 1 9,828 千円 99.45%

清掃施設工事 3 117,185 千円 99.73%

指名競争入札

随意契約

建設工事
平成26年4月1日～平成27年3月31日

金額

総件数

（詳細）

一般競争入札

 

件数 落札率 備考

34 163,988 千円 84.73% 不調２件含む

(計） 33 161,962 千円 84.46%

測量 1 4,176 千円 88.08%

建築関係建設コンサルタント 8 76,829 千円 71.91%

土木関係建設コンサルタント 17 54,900 千円 88.77% 不調２件含む

補償コンサルタント 1 7,282 千円 91.19%

その他 6 18,775 千円 88.67%

(計） 1 2,026 千円 93.20%

測量 1 2,026 千円 93.20%

指名競争入札

随意契約

建設関連業務委託
平成26年4月1日～平成27年3月31日

金額

総件数

（詳細）
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② 平成27年度 

件数 落札率 備考

67 1,698,554 千円 88.23% 不調３件含む

(計） 2 921,278 千円 89.64%

土木一式工事 1 507,600 千円 97.93%

建築一式工事 1 413,678 千円 81.34%

(計） 53 626,437 千円 85.94% 不調２件含む

土木一式工事 21 203,700 千円 88.86%

水道施設工事 1 5,206 千円 94.70%

建築一式工事 7 89,020 千円 89.41% 不調１件含む

舗装工事 12 58,329 千円 79.94%

電気設備工事 4 89,751 千円 81.52% 不調１件含む

給排水冷暖房工事 2 90,932 千円 93.80%

機械設備工事 2 32,292 千円 85.24%

建築附帯工事 4 57,208 千円 80.95%

(計） 12 150,839 千円 98.56% 不調１件含む

土木一式工事 3 8,629 千円 98.01% 不調１件含む

電気設備工事 1 3,791 千円 100.00%

機械設備工事 5 25,713 千円 98.35%

建築附帯工事 3 112,707 千円 98.80%

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

建設工事

（詳細）

平成27年4月1日～平成28年2月29日時点

金額

総件数

 

件数 落札率 備考

37 201,234 千円 78.99% 中止１件含む

(計） 34 136,294 千円 77.18% 中止１件含む

測量 1 3,240 千円 87.98%

建築関係建設コンサルタント 12 21,557 千円 63.28%

土木関係建設コンサルタント 13 79,648 千円 84.20% 中止１件含む

地質調査 1 2,311 千円 45.92%

補償コンサルタント 1 3,910 千円 98.04%

その他 6 25,628 千円 90.84%

(計） 3 64,940 千円 98.91%

測量 1 62,640 千円 98.31%

測量 2 2,300 千円 99.21%

随意契約

建設関連業務委託
平成27年4月1日～平成28年2月29日時点

金額

総件数

（詳細）

指名競争入札

 

 


