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１ 入札契約について



１-１） 入札・契約について（1/7）

（１） 入札について

① 入札公告について

【変更前】 公告＋公告詳細

【変更後】 共通公告＋個別公告

◎ 共通公告
案件ごとに変更しない（共通の）内容について記載

◎ 個別公告
日程、等級など案件ごとに変更される内容について記載

入札情報 検索

６月１日公告分からの運用開始を予定しています。



１-１） 入札・契約について（2/7）

② 入札心得について

●記載漏れ・・・商号、代表者名

●記載誤り・・・件名、金額（入札価格との

差が１万円以上）

入札心得 検索

1度⼊札した「⼊札書」「内訳書」の差し替えや変更
（再⼊⼒）はできませんので、⼗分ご注意ください。



１-１） 入札・契約について（3/7）

③ 平成２８・２９・３０年度発注工事の前払金の使途拡大について

前払金 検索

【概要】

佐賀市発注⼯事の前払⾦の使途について、現場管理費及び⼀般管理費等
のうち当該⼯事の施⼯に要する費用まで拡大します。

【対象となる前払金の上限】

前払⾦の100分の25を上限とし、中間前払⾦は除きます。

【対象となる前払金】

平成28年4月1日から平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結
する⼯事（債務負担⾏為に係るものを含む。）に係る前払⾦で、平成30年
4月1日から平成31年3月31日までに払出しが⾏われるものとします。



１-１） 入札・契約について（4/7）

（２） 契約について

① 契約書の提出方法及びその留意点

●「その他の業務委託」の契約書に関する契約保証金

の項目について、記載内容が変更されています。

● それぞれの契約書において必要な書類等は、ホーム

ページでご確認ください。

契約書の提出方法 検索

・契約書等について、他案件からの流用による記載
誤りが多く発生していますのでご注意ください。



１-１） 入札・契約について（5/7）

②契約書作成、提出に関する注意事項
契約書提出の際の添付書類等

Ⅰ 建設工事（ＪＶ以外）

袋とじ（２部） 袋とじせず、１部提出

○建設工事請負契約書
・１部のみ収入印紙を貼り付け
・工事番号は、入札情報公開サービスの入札・契約
結果情報に表示される「契約管理番号」を記載

○解体工事等明細書
・甲・・・建築物に係る解体工事
・乙・・・建築物に係る新築工事等（改築工事を含む。）
・丙・・・建築物以外のものに係る工事

○佐賀市建設工事請負契約約款（両面印刷）

○労働環境特記事項（予定価格５０００万円以上の工
事のみ）

○仲裁合意書（※袋とじせず、２部提出）

○工程表

○現場代理人等届出書
（主任技術者又は監理技術者について、以下の書類を
添付）
・受注者との雇用関係を証する書類（健康保険証の
写し等）
・主任技術者又は監理技術者として必要な資格等を
証する書類（検定合格証明書の写し等）

○契約保証金（契約金額が３００万円以上の場合）
・契約金額の１割以上（１円未満の端数は切り上げ）

○建退共の掛金収納書



１-１） 入札・契約について（6/7）

Ⅱ 建設関連業務委託

契約金額８０万
円以上の場合

袋とじ（３部） 袋とじせず、１部提出

○委託契約書
・１部のみ収入印紙を貼り付け
・業務番号は、入札情報公開サービスの入札・
契約結果情報に表示される「契約管理番号」
を記載
・発注者、受注者、保証人の３者契約

○特記仕様書
・発注の際に示された設計図書中にあるもの

○業務予定表

○現場代理人届出書
特記仕様書等で、主任技術者として必要な
資格等が定められている場合は、その資格
等を証する書類を添付（検定合格証明書の
写し等）

契約金額８０万
円未満の場合

袋とじ（２部） 袋とじせず、１部提出

○委託契約書
・１部のみ収入印紙を貼り付け
・業務番号は、入札情報公開サービスの入札・
契約結果情報に表示される「契約管理番号」
を記載

○特記仕様書
・発注の際に示された設計図書中にあるもの

○業務予定表

○現場代理人届出書
特記仕様書等で、主任技術者として必要な
資格等が定められている場合は、その資格
等を証する書類を添付（検定合格証明書の
写し等）

「業務委託」では、建退共の掛⾦収納書の添付は不要です。



１-１） 入札・契約について（7/7）

③ 印紙税額及び遅延利息の率の据え置きについて

●「請負契約に関する契約書」のうち、建設工事において作成

される契約書の印紙税額の軽減措置は、平成32年（2020年）

3月31日まで延長されています。

業務委託と建設工事で印紙税額が異なりますのでご注意くだ

さい。

● 契約書（約款）に記載される遅延利息の率は、昨年度同様、

２．７％となっています。

・印紙税額については、国税庁のホームページ又は
「印紙税額⼀覧表」で検索してください。



件数
契約金額

（千円）

予定価格
（千円）

落札率
（％）

地元発注率
（％）

一般競争入札 135 7,319,437 7,780,489 94.07
99.25

99.72

指名競争入札 201 916,949 1,002,643 91.45
100.00

100.00

随意契約 21 249,979 263,963 94.70
90.47

83.45

合計 357 8,486,365 9,047,095 93.80
99.15

99.27

※ 入札不調分を除く
※ 地元（市内業者）発注率は、上段が件数ベース、下段が金額ベースで算出

１-２） 入札・契約の実施状況について (1/3)

平成２９年度の建設工事入札実施状況（契約監理課実施分）



件数
契約金額

（千円）

予定価格
（千円）

落札率
（％）

地元発注率

（％）

一般競争入札 42 1,461,346 1,602,050 91.21
100.00

100.00

指名競争入札 128 1,417,089 1,493,956 94.85
100.00

100.00

合計 170 2,878,435 3,096,006 92.97
100.00

100.00

※ 入札不調分を除く
※ 地元（市内業者）発注率は、上段が件数ベース、下段が金額ベースで算出

１-２） 入札・契約の実施状況について (2/3)

平成２９年度の建設工事入札実施状況（上下水道局財務課実施分）



１-２） 入札・契約の実施状況について (3/3)

平成２９年度電子入札実施率（一般競争入札・指名競争入札）

建設工事

今後も原則として電子入札案件にて発注を行います。
※電子入札システム利用者登録をされていない方は、利用者登録をお願いします。

■契約監理課発注分 ■上下水道局財務課発注分

業務委託 建設工事 業務委託



１-３） Ｈ31・32年度競争入札参加資格登録について（1/4）

（１） 登録スケジュールについて

① 情報公開

佐賀市ホームページで9月中の公開を予定
様式等については、11月頃の公開を予定

② 受付期間

測量・建設等コンサルタント 12月上中旬
建設工事 12月中下旬

・個別のお知らせ（案内はがき、メール等）は⾏いません。
・スケジュールはあくまで現在の予定です。必ずホームページ等で
ご確認ください。

・受付期間外の受付はできません。



１-３） Ｈ31・32年度競争入札参加資格登録について（2/4）

（２） 佐賀市独自等級算出表について

① 変更点

・主観点の合計

最大値 ２３８点⇒２４３点

・工事成績（期間中の個別評点）について

【変更前】

80点以上 「個別評点から79点を減じた点数の2倍を加点」

70点未満 「70点から個別評点を減じた点数の2倍を減点」

【変更後】

80点以上 「個別評点から79点を減じた点数を加点」

70点未満 「70点から個別評点を減じた点数を減点」



１-３） Ｈ31・32年度競争入札参加資格登録について（3/4）

・地域貢献について

「地域貢献」の項目を追加し、申請日時点で、佐賀市災害ボランティア

協定団体への登録がある場合は５点加点となります。

・社会貢献について

従業員数による加点条件を廃止し、１回あたりの参加人数を２人以上

に変更しました。 また、佐賀市が要請する災害ボランティア活動に参

加した場合の加点を強化しました。

・別添「佐賀市独自等級算出表」をご参照ください。



１-３） Ｈ31・32年度競争入札参加資格登録について（4/4）

（３） 解体業の登録について

① 「解体業の建設業許可」と「解体業の経営事項

審査」を受審していること。

②等級格付の基準となる総合評定値（Ｐ点）は、

「解体業」のＰ点を適用。



１-４） 社会保険について（1/2）

（１） 「適切な保険」への加入について

① 佐賀県に準じた一次下請未加入対策の運用
・ これまで口頭による指導のみでしたが、今後は、工事打合せ

簿で監督員からの指導を行います。

受注者は、文書による回答が求められます。

・指導に従わなかった場合は、所管庁への通報を行います。

・平成３０年６月１日以降に公告又は指名通知を行う工事の

入札案件から運用を開始します。

※誤った認識により「適切な保険」加⼊事業者が、現場から排除
されることがないように、正しい理解をお願いします。



１-４） 社会保険について （2/2）

② 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について



１-４） その他 (1/3)

（１） 電子入札システムについて

① 定期的な案件の確認をお願いします。

佐賀市ホームページ、入札情報公開システムなどとあわせ

て、定期的な案件の確認をお願いします。

② 落札決定通知書の記載内容が変更されています。

契約番号、工事等担当課、担当者を記載しています。

③ＩＣカード更新時の佐賀市への手続きは必要ありま

せん。



１-４） その他 (2/3)

（２）「総合評定値通知書」及び「建設業許可の更新」

① 総合評定値通知書

有効期間は、審査基準日から１年７ヶ月です。

② 建設業許可

五年ごとの更新が必要です。

③ 総合評定値通知書及び建設業許可書の送付

ＦＡＸ（26-6422）で佐賀市契約監理課に送付してください。

有効な③の送付がない場合は、佐賀市が発注する建設工事に係る
⼊札に参加することができなくなりますのでご注意ください。



１-４） その他 (3/3)

（３）「入札参加資格変更届」の提出について

各種様式は、ホームページに掲載しています。また、届出時に

必要な書類についても、一覧表を掲載していますので、ご確認

ください。

競争入札参加資格変更届 検索


