競争入札参加資格関係事務処理要綱

最終改正

第１

趣

昭和 48年 4月 2日

局 総第 111号

平成 24年12月 17日

局 総第1504号

旨

道が発 注する工 事及び 製造の請 負、物件 の買入れ その他の 契約に 係る一般 競争入札 又は指 名競
争入札に 参加する 者に必 要な資格 （以下「 資格」と いう｡)に 関する 事務処理 について は、法 令等
に別段の 定めがあ るもの を除くほ か、この 要綱の定 めるとこ ろによ るものと する。
第２
１

資格 基準の設 定
知事 は、基準 審査年 の１月に 、地方自 治法施行 令（昭和 22年政 令第16号 。以下「 政令」 とい
う｡)第 167条の５第 １項及び 第167条の11第２項の 規定に基 づき、 翌年度以 降におけ る資格 を定
めるも のとする 。ただ し、知事 が特に必 要がある と認めた ときは 、その都 度定める ことが でき
る。

２

政令 第167条の５ 第２項（ 政令第 167条 の11第３ 項におい て準用 する場合 を含む｡)の規定 に基
づく公 示は、北 海道公 報に登載 して行う ものとす る。

第３
１

資格 の審査及 び有効 期間
知事 は、道が 発注す る工事又 は製造の 請負、物 件の買入 れその 他の契約 に係る一 般競争 入札
又は指 名競争入 札に参 加しよう とする者 の申請を まって、 当該申 請をした 者の申請 に係る 資格
の有無 について 審査す るものと する。

２

前項 の資格の 審査は 、別に定 める時期 に定期又 は随時の 申請に より行う ものとす る。

３

定期 の申請に より行 う資格の 有効期間 は年度を 単位とし 、３年 度の範囲 内で別に 定める もの
とする 。
また 、随時の 申請に より行う 資格の有 効期間は 、資格を 有する こととし た旨の決 定の通 知を
した日 から定期 の申請 により行 う資格の 有効期間 の末日ま でとす る。

４

前３ 項に規定 する資 格の審査 のほか、 知事又は 部局長（ 北海道 財務規則 （昭和45年北海 道規
則第30号。以下 「規則 」という。）第２ 条第４ 号に規定 する部局 長をい う。以下 同じ。）は、契
約ごと に定める 資格の 審査を行 うことが できる。

第４
１

審査 結果の通 知等
知事 は、第３ の規定 に基づく 審査の結 果につい て、速や かに、 書面をも って当該 申請を した
者に通 知するも のとす る。

２

知事 は、第３ の規定 に基づく 審査の結 果、資格 を有する ものと 認定した 者（以下 「資格 者」
という。）に ついて競 争入札 参加資格者 名簿（ 以下「資 格者名簿 」とい う。） を作成し 、関係部
長等（ 関係の部 長等（ 規則 第２条第 １号に規 定する 部長等をい う。）、部局長及 び地方部局 長（ 規
則第２ 条第５号 に規定 する地方 部局長を いう。）をいう 。以下同 じ。） にその 内容を周 知するも
のとす る。

第５
１

資格 の再審査
知事 は、資格 者が次 の各号の いずれか に該当し たときは 、当該 資格者又 は資格者 の事業 又は
営業を 承継した 者の申 請に基づ き、再審 査の上、 当該資格 に関す る事項を 変更する ことが でき

る。
(1)

資 格者の事 業又は 営業が相 続、合併 、譲渡又 は会社分 割によ り移転さ れた場合

(2)

資 格者であ る共同 企業体の 構成員の 事業又は 営業が相 続、合 併、譲渡 又は会社 分割に より
移転 された場 合

(3)

資 格者（第 11の規 定により 出納局長 が定め る資格者 に限る。）が会 社更生 法（平 成14年法 律
第154号）に基づ く更生手 続開始 の決定を 受けた場 合又は 民事再生 法（平成 11年法 律第225号）
に基 づく再生 手続開 始の決定 を受けた 場合

(4)

中 小企業等 協同組 合法（昭 和24年法 律第181号）、中小 企業団体 の組織に 関する 法律（昭 和
32年 法律第185号 ）又は商 店街振 興組合法（ 昭和37年法律第 141号）の規 定に基づ き設立 され
た組 合又はそ の連合 会（ 企業 組合及び 協業組 合を除く。）で ある資格 者がそ の構成員（ 資格 者
であ る構成員 に限る。）を 変更した場 合

(5)
２

企 業組合又 は協業 組合であ る資格者 がその構 成員を変 更した 場合
知事 は、前項 の規定 により資 格に関す る事項を 変更した ときは 、速やか に資格者 名簿を 整理

すると ともに、 その旨 を関係部 長等に通 知するも のとする 。
３

第４ 第１項の 規定は 、第１項 の規定に より資格 に関する 事項を 変更した 場合につ いて準 用す
る。

第６

削除

第７

競争 入札参加 の排除

１

資格 者が政令 第167条の４ 第２項 各号のいず れかに 該当する ため競争 入札に 参加させ ないこと
とする 期間は、 別記の 競争入札 参加排除 基準によ るものと する。

２

知事 は、資格 者につ いて、情 状酌量す べき特別 の事由が あるた め、別記 の競争入 札参加 排除
基準に よる参加 排除の 期間の短 期未満の 期間を定 める必要 がある ときは、 参加排除 の期間 を当
該短期 の２分の １まで 短縮する ことがで きる。

第８

資格 の消滅等

１

資格 者が、次 の各 号のいずれ かに該当 したと きは、当該資格者 の資 格は消滅す るものと する。

(1)

政 令第167条の ４第１項 の規定 に該当する ことと なったと き。

(2)

政 令第167条の ４第２項 各号の いずれかに 該当し 、競争入 札への参 加を排 除された とき。

(3)

営 業に関し、法 令の規定 による許 可、免 許、登 録等を 必要とす る場合に おいて、当該 許可、
免許 、登録等 の取消 しがあっ たとき。

(4)

政 令第167条の ５第１項 及び第 167条 の11第２ 項の規定 に基づ き知事が 定める資 格要件 を欠
くこ ととなっ たとき 。

２

知事 は、政 令第167条の ４第２ 項の規定 により競争 入札に 参加させ ないこと と決定 したとき 及
び前項 の規定に より資 格者の資 格が消滅 したとき は、当該 資格者 に対し、 その旨を 文書を もっ
て通知 するもの とする 。

３

第５ 第２項の 規定は、政令 第167条の４ 第２項の規 定によ り競争入 札に参加 させな いことと 決
定した 場合及び 資格者 の資格が 消滅した 場合につ いて準用 する。

第９
１

指名 停止
知事 は、資格 者又は その代理 人、支配 人その他 の使用人 若しく は入札代 理人が指 名停止 基準
に該当 したと認 められ るときは 、当該資 格者につ いて、２ 年以内 の期間を 定めて、 指名を 停止

するこ とができ る。
２
第 10

前項 の指名停 止基準 及びその 事務処理 は、知事 が別に定 める。
内部 協議
知事は、政令 第167条の４ 第２項 の規定に より競争入 札への 参加を排 除しよう とする とき及び 第

９第１項 の規定に より指 名を停止 しようと するとき は、競争 入札参 加者審査 委員会に 審議さ せる
ものとす る。ただ し、特 にその必 要がない と認める ものにつ いては 、この限 りでない 。
第 11

施行 に関し必 要な事 項
この要 綱の施行 に関し 必要な事 項は、出 納局長が 定める。

第 12
１

経過 措置
この 要綱の施 行前に おいて、 指名競争 入札参加 者指名停 止基準 （昭和44年10月９ 日付け 総務
第1203号総務部 長通達。以 下「 旧基準」という。）により 指名の 停止を受け た者に ついては、当
該指名 停止の期 間が経 過するこ ととなる 日までの 間は、な お従前 の例によ るものと する。

２

旧基 準に該当 した者 で、この 要綱の施 行の日ま でにその 措置の 決定して いないも のにつ いて
は、な お従前の 例によ るものと する。

３

旧基 準第１項 第４号 に該当し たため指 名停止を 受けた者 が、こ の要綱の 施行後に おいて 旧基
準第１ 項第５号 に該当 すること となった ときは、 なお従前 の例に よるもの とする。

別記
競 争 入 札 参 加 排 除 基 準

第１

競争 入札に参 加させ ない期間 の基準
政令第 167条の４第 ２項の規 定によ り競争入札 に参加 させない こととす る期間 は、次 の表のと お

りとする 。

参

(１ )

加

排

除

要

件

政令第167条 の４第２ 項第１ 号に該当す る場合

参 加 排 除 の 期 間

当 該認定 をした日 から
２ 年以上 ３年以内

(２ )

政令第167条 の４第２ 項第２ 号に該当す る場合

当 該認定 をした日 から
１ 年６箇 月以上３ 年以内

(３ )

政令第167条 の４第２ 項第３ 号に該当す る場合

当 該認定 をした日 から
１ 年以上 ３年以内

(４ )

政令第167条 の４第２ 項第４ 号に該当す る場合

当 該認定 をした日 から
１ 年６箇 月以上３ 年以内

(５ )

政令第167条 の４第２ 項第５ 号に該当す る場合

当 該認定 をした日 から
１ 年以上 ３年以内

代 理人、 支配人そ の他の使 用人
(６ )

政令第167条 の４第２ 項第６ 号に該当す る場合 につ いて決 定された 前各号の 期間
の残 存期間

第２

競争 入札に参 加させ ない場合 の例示

第１の表 の各号に 該当す る場合を 例示する と、おお むね次の とおり である。
(1)

政令 第167条の４ 第２項第 １号の 場合
ア

工 事用資材 等につ き、設計 書、仕様 書等で指 定された もの以 外の粗悪 な品質の ものを 故意
に使 用した場 合

(2)

イ

工 事用原材 料等に つき、故 意に粗雑 にしたと 認められ る場合

ウ

工 事現場に 搬入さ れた検査 済材料を 故意に変 更して使 用した 場合

エ

納 品すべき 物件に つき、故 意に粗悪 な品質の ものを混 入させ 、又は数 量を偽っ た場合

オ

そ の他これ らに類 する行為 があった と認めら れる場合
政令 第167条の４ 第２項第 ２号の 場合

ア

偽 計又は威 力をも って競争 入札の公 正な執行 を妨げ、 公訴を 提起され た場合

イ

競 争入札に おいて 公正な価 格の成立 を妨げ、 公訴を提 起され た場合

ウ

競 争入札に おいて 不正の利 益を得る 目的をも って連合 し、公 訴を提起 された場 合

エ

そ の他これ らに類 する事実 があった と認めら れる場合

(3)

政令 第167条の４ 第２項第 ３号の 場合
ア

落 札者が契 約書そ の他これ に類する 書面を作 成するこ とを妨 げ、又は 契約保証 金を納 付す
るこ と等を妨 げた場 合

イ

偽 計又は威 力をも って契約 者の当該 契約の履 行着手及 び履行 等を妨げ た場合

ウ

正 当な理由 がなく 契約の履 行場所へ の侵入路 その他土 地の使 用等につ いて制限 をする 等に
より 契約の履 行を妨 げた場合

エ
(4)

政令 第167条の４ 第２項第 ４号の 場合
ア

偽 計又は威 力をも って監督 員又は検 査員の職 務の執行 を妨げ た場合

イ

そ の他これ に類す る行為が あったと 認められ る場合

(5)

第３
１

そ の他これ らに類 する行為 があった と認めら れる場合

政令 第167条の４ 第２項第 ５号の 場合
ア

落 札者が契 約を締 結しない 場合（別 に定める ところに より指 名停止を 行うもの を除く。）

イ

業 者の責め に帰す べき理由 により契 約を解除 された場 合

ウ

公 共工事履 行保証 証券の規 定に基づ き、保証 人が工事 の完成 を請求さ れた場合

エ

そ の他これ らに類 する事実 があった と認めら れる場合
基準 運用の原 則
資格 者又はそ の代理 人、支配 人その他 の使用人 若しくは 入札代 理人が、 第１の表 の各号 のう

ち、二 以上の事 項に該 当すると きは、当 該各号に 定める期 間の長 期及び短 期のうち 、最も 長い
ものを もってそ れぞれ 長期及び 短期とす る。
２

資格 者又はそ の代理 人、支配 人その他 の使用 人若しく は入札代 理人が、政令第 167条の４第 ２
項の規 定に該当 し、か つ、要綱 第９第１ 項の規定 に基づく 指名停 止基準に 該当する 場合は 、政
令第167条 の４第２ 項の規定 を優先 して適用す るもの とする。

３

資格 者が政令 第167条の４ 第２項 各号のいず れかに 該当した 場合は、当該資 格者を 構成員と す
る共同 企業体に ついて 、政令第 167条の４第２ 項の規 定を適用 するもの とする 。
また、資格者 が共同 企業体の 場合であ って、当該共同 企業体が 政令第 167条 の４第 ２項各号 の
いずれ かに該当 した場 合は、当 該共同企 業体及 び当該共 同企業体 の構成 員全員（ 政令第167条 の
４第２ 項の規定 に該当 した行為 に関し、明ら かに責めを 負わない と認め られる者 を除く。）に つ
いて政 令第167条の ４第２項 の規定 を適用する ものと する。

４

削除

