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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、別に定めがあるものを除き、岩見沢市が発注する建設工事及び

建設工事に関する委託業務（以下「工事等」という。）の参加業者等の選定につい

て、工事等の内容や難易度に応じて技術力等を活用する方式（以下「多様な入札方

式等」という。）により実施するに当たり、必要な手続を定めるものとする。 

（入札方式等） 

第２条 市長は、多様な入札方式等として、次の各号に掲げる方式等を実施するもの

とする。 

(1) 工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名

競争入札（以下「公募型指名競争入札」という。） 

(2) 調査、設計等の委託業務のうち、高度な知識、応用力及び分析力を必要とする

ものについて、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入

札（以下「業務の公募型競争入札」という。） 

(3) 調査、設計等の委託業務のうち、高度な創造性、技術力又は経験等を必要とす

るものについて、参加希望者等から提出された技術提案の内容の審査及び評価を

行うことにより、当該業務の内容に最も適した受託候補者を特定する方式（以下

「プロポーザル方式」という。） 

（技術審査会） 

第３条 市長は、多様な入札方式等を実施するときは、参加者を選考するために必要

となる技術的な事項を審査するための合議制の組織（以下「技術審査会」という。）

を設置するものとする。 

２ 技術審査会は、当該工事等の実施を担当する部長、次長、課長並びに技術職の主
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幹、係長、主査及び主任によって構成する。 

３ 市長は、前項に規定する以外の者を構成員とすることができる。 

４ 技術審査会の代表者は、構成員の互選により定める。 

５ 技術審査会の代表者は、必要に応じ、構成員以外の者に意見を求めることができ

る。 

 

第２章 公募型指名競争入札 

（対象工事） 

第４条 公募型指名競争入札の対象となる工事は、比較的規模が大きく、かつ、技術

的難度が高い工事のうち、市長が適当と認めたものとする。 

（参加要件） 

第５条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当す

るものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

(2) 当該工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく許可を有

していること。 

(3) 岩見沢市工事等競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録

されている者で、かつ、対象工事において市長が指定した工事種別及び等級に格

付けされていること。 

(4) 資格者名簿に登録されている本店又は営業所の所在地が、対象工事において市

長の指定した区域内にあること。 

(5) 岩見沢市入札参加資格者指名停止基準の規定に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立て

がなされている者等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。（更生計画
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の認可が決定した場合又は再生計画の認可決定が確定した場合を除く。） 

(7) 当該工事に係る設計業務の受託者と資本面若しくは人事面において関連がある

建設業者でないこと。 

(8) 建設業法第２６条各項に規定する監理技術者又は主任技術者を工事現場に配置

できること。 

(9) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係

又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を

除く）。 

(11) 共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、当該工事において市長が指定し

た共同企業体としての要件も満たしていること。 

(12) 前各号に定めるもののほか、市長が対象工事ごとに必要と認めて定める条件を

満たしていること。 

２ 市長は、対象工事の内容に応じ、前項各号に定める要件により難い事情があると

きは、入札参加資格の内容を変更することができる。 

（入札参加希望者の公募） 

第６条 市長は、公募型指名競争入札を執行しようとするときは、入札期日の前日か

ら起算して概ね４０日以上前に、公募内容を掲示その他の方法により周知するもの

とする。 

（入札参加資格申請） 

第７条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、公募型指名競争入札参加

申請書並びに対象工事の内容及び入札参加の要件に応じて指定された書類（以下

「申請書類」という。）を提出期限までに市長に提出しなければならない。 

２ 申請書類の提出期限は、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して

概ね１０日程度に設定するものとする。 

（審査等） 

第８条 市長は、申請書類を受理した場合、技術審査会にその内容を審査させるもの
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とする。 

２ 技術審査会は、前項の審査結果を指名委員会（岩見沢市工事参加資格者審議会及

び工事入札参加者指名委員会規程（昭和５４年訓令第１４号）第１３条に規定する

工事等入札参加者指名委員会をいう。以下同じ。）に報告するものとする。 

３ 指名委員会は、前項の報告を受けた者のうち、指名対象者としての要件を満たし

た者の中から指名入札参加者を選考し、市長に報告するものとする。 

４ 市長は、前項の選考結果に基づき入札参加者を指名したときは、書面で当該指名

業者及び非指名業者（第１項の審査により指名対象者としての要件を満たさなかっ

た者を含む。）に通知するものとする。 

５ 前項の非指名業者は、市長が定める日までに、指名されなかった理由について書

面により説明を求めることができるものとし、市長は、書面により回答するものと

する。 

（指名の取消） 

第９条 市長は、前条第４項の通知の後に、指名業者が第５条第１項各号に掲げる要

件に該当しないと認めたとき又は申請書類に虚偽の記載をしたことが明らかにな

ったときは、当該指名業者の指名を取り消し、その旨を書面により通知するものと

する。 

 

第３章 業務の公募型競争入札 

（対象業務） 

第１０条 市長は、調査、設計等の委託業務のうち、競争入札参加資格を有する者の

入札参加意欲及び当該業務の実施に係る技術的適性を把握することが適当と認め

たものについて、業務の公募型競争入札の対象とすることができる。 

（参加要件） 

第１１条 業務の公募型競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該

当する者とする。 

(1) 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。 
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(2) 当該業務に対応する資格を有していること。 

(3) 資格者名簿において、市長が指定した業務種別に登録されていること。 

(4) 岩見沢市入札参加資格者指名停止基準の規定に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと。 

(5) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続

き開始の申し立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全である者でない

こと。（更生計画の認可が決定した場合又は再生計画の認可決定が確定した場合

を除く。） 

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が対象業務ごとに必要と認めて定める条件を

満たしていること。 

２ 市長は、対象業務の内容に応じ、前項各号に定める要件により難い事情があると

きは、入札参加資格の内容を変更することができる。 

（公募型指名競争入札に関する規定の準用） 

第１２条 第６条から第９条までの規定は、業務の公募型競争入札の場合に準用する。 

この場合において、「公募型指名競争入札」とあるのは、「業務の公募型競争入札」

と読み替えるものとする。 

 

第４章 プロポーザル方式 

（プロポーザル方式の対象業務） 

第１３条 市長は、調査、設計等の委託業務のうち、高度な創造性、技術力又は経験

を必要とし、プロポーザル方式により受託候補者の特定を行うことが適当と認めた

ものについて、プロポーザル方式の対象とすることができる。 

（プロポーザル方式の種類） 

第１４条 プロポーザル方式による受託候補者の選定は、次の各号のいずれかの方式

によるものとする。 

(1) 当該業務に対する提案者の参加意欲を反映し、技術的適性をより的確に把握す
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るため、あらかじめ業務の概要及び参加資格等を公示し、参加を希望する者から

提出された参加表明書等の審査により選定された者に対して技術提案書の提出

を求め、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務の内容に最も適し

た受託候補者を特定する方法（以下「公募型プロポーザル方式」という。） 

(2) 一定の条件を満たす有資格業者の中から、技術提案書の提出を求める者を直接

選定し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務の内容に最も適し

た受託候補者を特定する方法（以下「簡易型プロポーザル方式」という。） 

（プロポーザル方式への参加要件） 

第１５条 プロポーザル方式に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者

とする。 

(1) 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。 

(2) 当該業務に対応する資格を有していること。 

(3) 資格者名簿において、市長が指定した業務種別に登録されていること。 

(4) 岩見沢市入札参加資格者指名停止基準の規定に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと。 

(5) 当該業務と同種又は類似の業務の実績があること。 

(6) 当該業務に対応する技術者の配置及び業務の実施体制がとれること。 

(7) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続

き開始の申し立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全である者でない

こと。（更生計画の認可が決定した場合又は再生計画の認可決定が確定した場合

を除く。） 

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が対象業務ごとに必要と認めて定める条件を

満たしていること。 

２ 市長は、対象業務の内容に応じ、前項各号に定める要件により難い事情があると

きは、入札参加資格の内容を変更することができる。 

（プロポーザル方式の公募） 

第１６条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、技術提案書
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の提出期限の前日から起算して概ね４０日以上前に、次の各号に掲げる事項を掲示

その他の方法により周知のうえ、実施説明書を配布するものとする。 

(1) 業務の概要に関すること 

(2) 参加資格要件に関すること 

(3) 技術提案書の提出を要請する設計者等の選定に関する評価基準 

(4) 実施説明書を配布する期間、場所及び方法 

(5) 参加表明書の提出の方法、場所及び期限 

(6) 技術提案書の提出の方法、場所及び期限 

(7) その他市長が必要と認める事項 

２ 参加表明書の受付期限は、公募を開始した日の翌日から起算して概ね１０日程度

に設定するものとする。 

（参加表明書の提出） 

第１７条 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者（以下「参加希望者」とい

う。）は、参加表明書に実施説明書で指定された必要書類を添えて、市長に提出し

なければならない 

（参加表明書の審査） 

第１８条 市長は、参加表明書を受理した場合、技術審査会にその内容を審査させる

ものとする。 

２ 技術審査会は、前項の審査結果を指名委員会に報告するものとする。 

３ 指名委員会は、前項の報告に基づき、技術提案書の提出を要請する参加希望者（以

下「参加要請者」という。）を選考し、市長に報告するものとする。 

４ 市長は、前項の選考結果に基づき参加要請者を決定したときは、書面で当該参加

要請者及び技術提案書の提出を要請しない参加希望者（以下「非参加要請者」とい

う。第１項の審査により参加資格要件を満たさなかった者を含む。）に通知するも

のとする。 

５ 前項の非参加要請者は、市長が定める日までに、参加要請されなかった理由につ

いて書面により説明を求めることができるものとし、市長は、書面により回答する
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ものとする。 

（参加要請の取消） 

第１９条 市長は、前条第４項の通知の後に、参加要請者が第１５条第１項各号に掲

げる要件に該当しないと認めたとき又は参加表明書に虚偽の記載をしたことが明

らかになったときは、当該参加要請者に対する要請を取り消し、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

（技術提案書の提出者の選定） 

第２０条 市長は、簡易型プロポーザル方式を実施しようとするときは、当該業務を

十分に履行する能力を有すると認められる有資格者を選別するため、技術審査会に

有資格業者の審査をさせるものとする。 

２ 技術審査会は、前項の審査結果を指名委員会に報告するものとする。 

３ 指名委員会は、前項の報告に基づき、対象者の中から技術提案書の提出を要請す

る者を選考し、市長に報告するものとする。 

４ 市長は、前項で選考された資格者に対して、技術提案書の提出について意思確認

を行うものとする。 

（技術提案書の提出の要請） 

第２１条 市長は、参加要請者（前条第４項の規定により提出意思が確認された者を

含む。）に対し、技術提案書の提出を要請するものとする。 

２ 前項の要請は、次の各号に掲げる事項を記載した提出要請書により行うものとす

る。 

(1) プロポーザルの目的、対象施設等の概要、設計条件等 

(2) 技術提案書の提出の方法、場所及び期限 

(3) 技術提案書の作成書式及び記載上の留意事項 

(4) 質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法 

(5) 技術提案書の著作権等の取扱い 

(6) 業務の委託に関する事項 

(7) その他市長が必要と認める事項 
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３ 技術提案書の提出期限は、第１項の提出要請の日の翌日から起算して概ね１４日

（簡易型プロポーザル方式にあっては７日）程度に設定するものとする。 

４ 技術提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。 

(1) 業務処理責任者及び主任技術者の経験及び能力 

(2) 業務の一部の再委託に関する事項 

(3) 業務の実施方針、手法及び提案 

(4) その他必要と認める事項 

（受託候補者の特定） 

第２２条 市長は、技術提案書を受理した場合、その内容について、技術審査会によ

る審査及び評価を行い、当該業務の内容に最も適すると認められる者を受託候補者

として特定するものとする。 

２ 市長は、前項の審議結果に基づき、受託候補者として特定された者（以下「特定

者」という。）及び特定されなかった者に書面により通知するものとする。 

３ 前項の特定されなかった者は、市長が定める日までに、特定されなかった理由に

ついて書面により説明を求めることができるものとし、市長は、書面により回答す

るものとする。 

（受託候補者の特定の取消） 

第２３条 市長は、前条第２項の通知の後に、特定者が第１５条第１項各号に掲げる

要件に該当しないと認めたとき又は技術提案書に虚偽の記載をしたことが明らか

となったときは、当該特定を取り消し、その旨を書面により通知するものとする。 

（補則） 

第２４条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

（試行要綱の廃止） 
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第２条 岩見沢市が発注する建設工事等に係わる多様な入札方式等に関する試行要綱

（平成７年３月２４日市長決定）は、廃止する。 

 

附 則（令和４年９月５日改正） 

この要領は、令和４年９月５日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う

工事等について適用する。 

 


