指名競 争入 札参 加者 指名基 準の 運用 方針

１

第 ２条 関係
第２条 各号 に掲 げる 事項の 運用 につ いて は、次 によ るも のと する。

（１） 法的 適性
契約の 性質 又は 目的 により 当該 契約 の履 行につ いて 、法 令の 規定に 基
づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許
可、認 可、 免許 、登 録等を 受け てい るも のであ るこ と。
（２） 不誠 実な 行為 の有無
次の事 項に 該当 する 場合は 、指 名し ない こと。
ア

登別市競争入札参加資格審査事務処理要綱（平成７年訓令第３号。
以 下 「 資 格 審 査 事 務 処 理 要 綱 」 と い う 。） に 基 づ く 指 名 停 止 期 間 中 で
あ るこ と。

イ

登 別市 が発 注し た工事 等に 係る 契約 に関し て、次 に掲 げ る事項 に該
当し、 当該 状態 が継 続して いる こと 。

（ア）工 事請 負契 約 書に基 づく 工事 関係 者に関 する 措置 請求 に請負 者が
従わな いこ と等 請負 契約の 履行 が不 誠実 である こと 。
（イ）一括 下請、下 請代金 の支 払遅 延、特定資 材等 の購 入強 制等に つい
て関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適
切であ るこ とが 明確 である こと 。
ウ

警 察当 局か ら、登別市 長に 対し 、暴 力団員 が実 質的 に経 営を支 配す
る業者 又は これ に準 ずるも のと して、公 共事業 から の排 除要 請があ り
当該状 態が 継 続 して いる場 合な ど、明 ら かに契 約の 相手 方と して不 適
当であ ると 認め られ ること 。

（３） 経営 状況
ア

手 形交 換所 によ る取引 停止 処分、又 は主要 取引 先か らの 取引停 止等
の事実 が明 らか であ り、経営 状態 が著 し く不健 全で ある 場合 は指名 し
ないこ と。

イ

会 社更 生法（平 成１ ４年 法律 第 １５４ 号 ）第 １７ 条 の規定 に基 づく
更生手 続開 始の 申立 てがな され た場 合（ 手続の 開始 決定 後、経営事 項
審査を 受け 、本 市の 入参加 資格 審査 申請 書を再 度提 出し 受理 された 者
を除く 。）は 指名 し ないこ と。

ウ

民 事再 生法（平 成１１ 年法 律第 ２２ ５号 ）第 ２１条 の規 定に 基 づく
再生手 続開 始の 申立 てがな され た場 合（ 手続の 開始 決定 後、経営事 項
審査を 受け、本市 の 入参加 資格 審査 申請 書を再 度提 出し 受理 された 者
を除く 。）は 指名 し ないこ と。

（４） 工事 等の 成績
登別市発注の工事の施工成績の平均が過去２年間連続して６０点未
満であ る場 合は 指名 しない こと 。
（５） 手持 ち工 事の 状況
工事等の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどう
かを総 合的 に勘 案す ること 。
（６） 技術 的適 性
ア

当 該工 事と 同種 工事に つい て相 当の 施工実 績が ある こと 。

イ

当 該工 事の 施工 に必要 な施 工管 理、品質管 理等 の技 術的 水準と 同程
度と認 めら れる 技術 的水準 の工 事の 施工 実績が ある こと 。

ウ

発 注予 定工 事種 別に応 じ、当 該工 事 を施工 する に足 りる 有資格 技術
者が確 保で きる と認 められ るこ と。

（７） 安全 管理 の状 況
ア

建 設工 事の 施工 に伴い、安全 管理 の 改善に 関し 労働 基準 監督署 等か
らの指 導が あり、こ れに対 する 改善 を行 わない 状態 が継 続し ている 場
合であって明らかに契約の相手方として不適当であると認められる
ときは 指名 しな いこ と。

イ

安 全管 理の 状況 が優良 であ るか どう かを総 合的 に勘 案す ること 。

ウ

建 設工 事の 施工 に伴い、過去 ２年 間 に死亡 者及 び負 傷者 の発生 がな
いこと 等安 全管 理成 績が特 に優 良で ある 場合は、これ を十 分 尊重す る
こ と。

（８） 労働 福祉 の状 況
ア

賃金不払に関する関係行政機関からの通報が登別市長に対してあ
り、当該 状態 が継 続 してい る場 合で あっ て明ら かに 契約 の相 手方と し
て不適 当で ある と認 められ ると きは 指名 しない こと 。

イ

建 設労 働者 の雇 用・労働 条件の 改善 に取り 組み 、表 彰状 を受け てい
ること 等労 働福 祉の 状況が 特に 優良 であ る場合 は、こ れを 十 分尊重 す
ること 。

２

第 ３条 第１ 項の アの関 係
「特殊 な専 門的 技術 を必要 とす る場 合」 とは、 次の 工事 をい う。

（１） 軟弱 地盤 工事
（２） 砂防 工事 （基 礎地盤 への 注入 等の 工法を 伴う 場合 に限 る。）
（３） ダム 工事
（４） 推進 工法 を伴 う下水 道等 の工 事
（５） トン ネル 工事
（６） Ｐ， Ｓコ ンク リート 桁等 工事
（７） グラ ウト 工事
（８） 電気 工事 のう ち交通 信号 機設 置工 事
（９） 電話 交換 機設 備工事
（１０ ）自 家発 電機 設備工 事
（１１ ）浄 化槽 設備 工事
（１２ ）ボ イラ ー工 事
（１３ ）空 気調 和設 備工事

附

則

この運 用方 針は 、平 成６年 ７月 １日 から 施行す る。
附

則

この運 用方 針は 、平 成１５ 年４ 月 １ 日か ら施行 する 。

