
玉村町建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成１２年法

律第１２７号)第７条及び第８条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律施行令(平成１３年政令第３４号)第５条及び第７条に規定する事項の公表に関し

必要な事項を定めるとともに、町が独自に行う建設工事（以下「工事」という。）並びに

測量及び建設コンサルタント業務（以下「業務」という。）の入札及び契約に係る事項の

公表に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公表の対象） 

第２条 公表の対象は、工事については予定価格が１３０万円を超えるものとし、業務に

ついては予定価格が５０万円を超えるものとする。 

（公表事項等） 

第３条 公表事項、公表する資料等の名称、公表方法、公表時期及び公表期間は、工事に

ついては別表１のとおりとし、業務については別表２のとおりとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 



別表１（第３条関係） 
項目 公表事項 公表する資料等の名称 公表方法 公表時期 公表期間 

発注の見

通しに関

する情報 

１ 工事の名称、場所、期間、種別及び概要 
２ 入札及び契約の方法 
３ 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあって

は、契約を締結する時期） 
４ 所管課の名称 

公共工事発注予定一覧表 玉村町ホームページ 毎年度、４月１日

及び１０月１日以

後遅滞なく 

当該年度の３月３

１日まで 

１ 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格 
建設工事の請負契約及び

建設工事に係る調査・測

量・コンサルタント等の

委託業務契約に係る一般

競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な

資格等（平成１７年告示

第３０８号） 

玉村町ホームページ 公表事項を定め、

又は作成したと

き、若しくは変更

したとき 

通年 

２ 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格を有する者の名簿 
競争参加資格者情報閲覧

画面 
ぐんま電子入札共同

システム 
公表事項を定め、

又は作成したと

き、若しくは変更

したとき 

通年 

入札及び

契約の過

程並びに

契約の内

容に関す

る情報 

３ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基

準 
玉村町建設工事請負契約

に係る指名基準（平成１

３年告示第１１２号） 

玉村町ホームページ 公表事項を定め、

又は作成したと

き、若しくは変更

したとき 

通年 

 ４ 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に

定め、その資格を有する者により当該入札を行わ

せた場合における当該資格 

入札公告文 ぐんま電子入札共同

システム 
入札公告日 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 



５ 総合評価落札方式により入札を行った場合の落

札者決定基準 
総合評価点算定基準 ぐんま電子入札共同

システム 
入札公告日又は落

札者決定後 
公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 
６ 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は

名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させ

なかった者の商号又は名称及びその者を参加させ

なかった理由 
７ 指名競争入札を行った場合における指名した者

の商号又は名称及び指名理由 
８ 入札者の商号又は名称及び入札金額（随意契約

を行った場合を除く。) 
９ 落札者の商号又は名称及び落札金額（随意契約

を行った場合を除く。) 
１０ 予定価格（随意契約を行った場合を除く。) 
１１ 調査基準価格を設けた場合における当該価格

１２ 失格基準価格を設けた場合における当該価格

１３ 最低制限価格を設けた場合における当該価格

１４ 最低制限価格未満の価格をもって申込みをし

た者の商号又は名称 
１５ 低入札価格調査制度により、落札者となるべ

き者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をも

って申込みをした者又は価格その他の条件が最も

有利なものをもって申込みをした者を落札者とし

た場合における落札者決定理由 

入札・見積結果情報閲覧

画面 
ぐんま電子入札共同

システム 
落札者決定後 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 

 

１６ 電子くじにより落札者を決定した場合におけ

る当該結果 
くじ結果 ぐんま電子入札共同

システム 
落札者決定後 公表をした日が属

する年度の翌年度 



    末日まで 

１７ 総合評価落札方式により入札を行った理由及

び落札者決定理由 
総合評価落札方式に関す

る評価調書 
ぐんま電子入札共同

システム 
落札者決定後 公表をした日が属

する年度の翌年度 
    末日まで 

 

 
１８ 契約の相手方の商号又は名称及び住所又は所

在地 
１９ 工事の名称、場所、種別及び概要 
２０ 工事着手の時期及び工事完成の時期 
２１ 請負代金額 
２２ 随意契約を行った場合における契約の相手方

を選定した理由 

契約内容書 総務課契約管財係窓

口 
契約締結後 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 

２３ 請負代金額の変更を伴う契約の変更をしたと

きの変更事項及び変更理由 
契約変更理由書 総務課契約管財係窓

口 
契約締結後 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 

 

２４ 指名停止を行った者の商号又は名称及び住所

又は所在地並びに指名停止の期間、事由及び理由

指名停止情報閲覧画面 ぐんま電子入札共同

システム 
指名停止の通知後 指名停止の期間の

終期まで 
 
別表２（第３条関係） 

項目 公表事項 公表する資料等の名称 公表方法 公表時期 公表期間 
入札及び

契約の過

程並びに

契約の内

容に関す

る情報 

１ 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格 
建設工事の請負契約及び

建設工事に係る調査・測

量・コンサルタント等の

委託業務契約に係る一般

競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な 
資格等（平成１７年告示

玉村町ホームページ 公表事項を定め、

又は作成したと

き、若しくは変更

したとき 

通年 



 第３０８号）    
２ 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格を有する者の名簿 
競争参加資格者情報閲覧

画面 
ぐんま電子入札共同

システム 
公表事項を定め、

又は作成したと

き、若しくは変更

したとき 

通年 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更 
に定め、その資格を有する者により当該入札を 
行わせた場合における当該資格 

入札公告文 ぐんま電子入札共同

システム 
入札公告日 公表をした日が属 

する年度の翌年度 
末日まで 

 

４ 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は

名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加 
させなかった者の商号又は名称及びその者を参 
加させなかった理由 

５ 指名競争入札を行った場合における指名した者

の商号又は名称及び指名理由 
６ 入札者の商号又は名称及び入札金額（随意契約

を行った場合を除く。) 
７ 落札者の商号又は名称及び落札金額（随意契約

を行った場合を除く。) 
８ 予定価格（随意契約を行った場合を除く。) 
９ 最低制限価格を設けた場合における当該価格 
１０ 最低制限価格未満の価格をもって申込みをし

た者の商号又は名称 

入札・見積結果情報閲覧

画面 
ぐんま電子入札共同

システム 
落札者決定後 公表をした日が属

する年度の翌年度 
末日まで 

１１ 電子くじにより落札者を決定した場合におけ

る当該結果 
くじ結果 ぐんま電子入札共同

システム 
落札者決定後 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 

 

１２ 契約の相手方の商号又は名称及び住所又は所 契約内容書 総務課契約管財係窓 契約締結後 公表をした日が属 



在地 
１３ 業務の名称、場所、種別及び概要 
１４ 業務着手の時期及び業務完了の時期 
１５ 業務委託料 
１６ 随意契約を行った場合における契約の相手方

を選定した理由 

 口  する年度の翌年度

末日まで 

１７ 業務委託料の変更を伴う契約の変更をしたと

きの変更事項及び変更理由 
契約変更理由書 総務課契約管財係窓

口 
契約締結後 公表をした日が属

する年度の翌年度

末日まで 

 

１８ 指名停止を行った者の商号又は名称及び住所

又は所在地並びに指名停止の期間、事由及び理由

指名停止情報閲覧画面 ぐんま電子入札共同

システム 
指名停止の通知後 指名停止の期間の

終期まで 
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