制限付一般競争入札（電子方式）公告文の見方（工事）
明石市財務室契約担当
明石市電子入札システムの公告文では、一部に省略した表現や表形式を用いています。本文書は、
これら明石市電子入札システム公告文における記述のルールを説明するものです。公告文の確認にあ
たっては、本文書を熟読いただき、解釈に誤解のないようにしてください。なお、本文書の内容の不
知を理由として入札に関する苦情を申し立てることはできません。
以下に示す公告文サンプルの項番ごとに、次頁以降に説明を記載しています。
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１ 公告
公告日（発注情報の公表日）と制限付一般競争入札を実施する旨を記載します。
２ 工事番号
案件を管理するための工事番号を記載します。
３ 工事名
工事名を記載します。
２つ以上の工事を合併して入札に付す場合（以下「合併案件」といいます。
）の場合は、
「○○工
事ほか工事」と合併案件としての名称を記載するとともに、合併する個々の工事の名称も記載しま
す。
４ 工事場所
工事場所を記載します。
設計図書を PDF ファイルのダウンロードとするものについては、原則「工事場所」の「地図リン
ク」を廃止しております。
）
５ 工事内容
工事内容を記載します。
６ 工事期限
工事期限を記載します。合併案件で個々の工事で工事期限が異なる場合は、全体の工事期限とと
もに、個々の工事の工事期限も記載します。
７ 支払条件
個々の工事の支払条件（前金払、部分払の有無等）を記載します。合併案件で個々の工事で支払
条件が異なる場合は、個々の工事の支払条件を記載します。前金払又は部分払以外の契約金額の支
払いは、全て竣工払いとなりますので公告文への記載は省略しています。
８ 品質評価点に反映する工種
工事品質評価型入札制度の対象となる所在地区分（市内業者のみ）の業者が請け負った場合に、
工事成績評定点を品質評価点に反映する工種を記載します。
この項目は、工事品質評価型入札制度の対象となる工種（土木一式工事及び建築一式工事）登録
を参加要件とする案件のみ記載します。
９ 予定価格
金額を事後に公表する案件及び公表しない案件においてはその旨を、事前に公表する案件におい
てはその消費税抜きの金額を記載します。
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10 低入札調査基準価格、固定型最低制限価格
低入札調査基準価格又は固定型最低制限価格設定の有無を記載します。また設定有りで金額を事
後に公表する案件及び公表しない案件においてはその旨を、事前に公表する案件においてはその消
費税抜きの金額を記載します。
11 入札参加要件
(１) 工種
入札参加要件とする工種を記載します。明石市入札参加資格者名簿に、ここに記載している工
種で登録されていることが必要です。
工種の後ろに「
（特定建設業許可）
」と記載している場合は、当該工種について建設業法に定め
る特定建設業の許可を受けていることが必要です。
２つの工種を入札参加要件とする場合、両方の工種が必要であるか、いずれかの工種だけでよ
いかを明記します。
(２) 所在地区分及び点数等
入札参加要件とする所在地区分及び各種点数等の区分を表形式で記載します。
表の見方は以下のとおりです。
一番左の「所在地区分」の列には、入札参加可能な所在地区分を列挙します。この列に記載の
ない所在地区分の業者には入札参加資格がありません。なお、所在地区分は以下の５種類です。
所在地区分

説明

市内業者

明石市内に本店を置き、かつ、その本店が明石市における
入札参加資格者として登録されている者

準市内業者

明石市内に支店・営業所等を置き、かつ、その支店・営業
所等が明石市における入札参加資格者として登録されてい
る者

県内本店業者

兵庫県内に本店を置き、かつ、その本店が明石市における
入札参加資格者として登録されている者

県内支店営業所業者

兵庫県内に支店・営業所等を置き、かつ、その支店・営業
所等が明石市における入札参加資格者として登録されてい
る者

その他

上記の４区分以外の者

自社の所在地区分は、電子入札システムメインメニューから「登録内容／申請内容の確認」→
「登録内容の確認」と入り、
「基本情報 29．所在地区分」の欄でご確認ください。
左から２列目の「点数の区分と範囲」の列には、所在地区分ごと工種ごとに入札参加可能な点
数の区分及び範囲を記載します。
このうち点数の区分には、
「品質評価合計点」と「総合評定値」があります。
「総合評定値」と
は、
「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の総合評定値（いわゆる経審のＰ点）を
指します。
「品質評価合計点」とは、明石市独自の「工事品質評価型入札制度」で規定された「品
質評価点」と総合評定値を合計した点数を指します。
一番右に「工事成績」の列がある場合があります。これは、「工事品質評価型入札制度」にお
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ける評価項目のひとつである「工事成績の平均」の工事成績平均点が一定点以上の業者のみが参
加可能な工事の場合に限り、入札参加可能な平均点の範囲を工種ごとに記載するものです。
(３) 施工実績等
入札参加要件として一定の工事を施工した実績を有していることを求める場合にその内容を
記載します。この要件がある場合、入札時の添付書類として施工実績調書が必要となるほか、落
札候補者となった場合には施工実績を証する確認書類（契約書、設計図書の写し等）をご提出い
ただきます。
(４) 技術者
公告している工事の工種について主任技術者又は監理技術者の資格を有する者（市内業者につ
いては、あわせて明石市に技術者の登録を行っていることが必要です。）を配置技術者として届
け出ていただくこととしています。
また、この欄に「適正な専任の技術者を配置できること。
」と記載されている場合には、資格
を有する者で、かつ、手持ち工事のない技術者１人を配置予定技術者としていただきます。
さらに技術者の要件として、監理技術者の資格を有していることや施工実績に挙げた工事に従
事した経験を持つ技術者の配置を求めることがあります。これらの場合にはその内容をこの欄に
記載しますので、記載内容に合った技術者を配置予定技術者としてください。
(５) その他
上記の参加要件のほか、多くの案件に共通して設ける参加要件として以下のものがあります。
公告文の記載

説明

明石市入札参加者資格名簿に登録後 3

公告日の時点で初回登録日から 3 年を経過

年を経過していること。

していることが必要です。

有効な経営事項審査を受けており、開

記載のとおりです。

札日においてその総合評定値が明石市
に登録されていること。
公告日において納期限が到来している

市税（及び水道料金）の滞納がないことを求

明石市税（及び明石市水道局の水道料

めるものであり、明石市内に営業所を有しな

金）を開札日の前日までに完納してい

い等の理由で、もともと納付すべき市税（及

ること。

び水道料金）がない場合も、この要件を満た
していることとなります。

開札日の前日において、国税（法人税

国税の滞納がないことを求めるものであり、

（個人の場合にあっては所得税）並び

入札時の添付書類として「国税の完納及び指

に消費税及び地方消費税）を完納して

定暴力団員等に関する誓約書」が必要である

いること。また、落札者となった場合

ほか、落札者となった場合においては、契約

において、契約締結日までに、国税の

締結期限までに、国税の滞納がないことを証

滞納がないことを証する納税証明書を

する納税証明書を提出する必要があります。

提出できること。
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地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項

同条同項に該当する者は入札参加資格がな

の規定に該当しないこと。

いことを規定するものです。

明石市契約規則第 3 条の規定に該当し

同条に該当する者は入札参加資格がないこ

ないこと。

とを規定するものです。

会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に

記載のとおりです。

よる申立て又は民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)に基づく申立てがなされ
ていない者。ただし、更生手続開始の
決定若しくは再生計画認可の決定が参
加申込期日以前になされている場合は
この限りでない。
契約締結予定日において有効な経営事

建設業法第 27 条の 23 第 1 項に定める経営事

項審査結果を受けていること。

項審査を受けていることが必要です。
なお、平成 16 年 3 月 1 日に施行された建設
業法の改正により、総合評定値（P）につい
ては任意申請となりましたが、明石市の入札
では入札参加要件に総合評定値の範囲の要
件があるかどうかに関わらず、総合評定値
（P）が必要です。経営事項審査を申請され
る際には、総合評定値（P）についても必ず
申請してください。

公告日において明石市の指名停止期間

指名停止期間と公告日から開札日までの期

中でないこと。なお、公告日から開札

間が１日でも重なっている場合は入札参加

日までに指名停止措置を受けた場 合

資格がないことを規定するものです。

は、参加資格を失うものとする。
設計図書・特記仕様書等の内容を熟知

記載のとおりです。

し、工事内容等を十分に理解した上で
入札に参加すること。
12 添付書類
入札時に添付文書として送信していただくエクセルファイルへのリンクです。お使いのパソコン
にダウンロードして、内容を入力後、入札書編集画面で添付文書として選択してください。
13 設計図書の配布／購入
設計図書の配布又は購入の期限及び方法を記載します。
14 設計図書等についての質問
設計図書等について質問がある場合の質問期限及び質問方法と回答日時及び回答方法を記載し
ます。
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15 入札受付期間
入札書送付の受付期間を記載します。
16 入札方法
明石市電子入札システムを使用しての入札である旨を記載します。
17 開札予定
開札予定日時と場所を記載します。
18 入札保証金
入札保証金の要・不要を記載します。
19 契約保証金
契約保証金の要・不要を記載します。
20 建退共掛金収納書（発注者提出用）の提出
建設業退職金共済制度の掛金収納書（「契約者が発注者へ」と記載された書面）の提出の要・不
要を記載します。要の場合は、契約締結後１月以内に財務室契約担当へ提出してください。
21 その他
その他確認事項等を記載します。
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