
改正の要点（R4.4.1） 

（№26 山口市郵便入札に関する要領） 

 

１ 各種通知の送付方法 

電子メールでの送付を可能とし、あわせて様式の受信確認欄にメールにおける受信確

認の方法を加えた。 

 

２ 辞退の規定 

再度入札に移行する場合の辞退方法について、新たに規定した。 

 

４ 再度入札の方法 

  会場入札を原則とし、郵便入札は例外としていたが、遠方からの入札参加の機会確保の

ため、原則・例外の区別をなくした。 

 

５ 入札結果の公表 

  公表方法の詳細は、入札公告等に定めることとした。 

 

６ その他 

山口市入札参加者心得の改正に伴う改正や、文言等の整理をした。 

 

７ 改正の適用 

  令和４年４月１日以後に入札公告又は指名通知をするものから適用する。 

 

 

 

令和４年４月１日付で各要領・要綱の改正をおこない、市からの通知や事業者からの提

出書類の一部を電子メールにより送信することが可能となりました。 

市からの通知メールの送信先として、「競争入札参加資格申請」により届出のあったメ

ールアドレス（山口市と本店で契約する場合は、本店のメールアドレス、委任先（本店以

外の営業所等）で契約する場合は、委任先のメールアドレス）を使用します。 

現在、メールアドレスを届出ていない場合や、届出済みのメールアドレスを変更される

場合は、変更届の提出をお願いします。  



山口市郵便入札に関する要領の一部を改正する要領 

 山口市郵便入札に関する要領の一部を次のように改正する。 

新 旧 

（入札方法の指定） 

第２条 郵便入札の入札方法については、入札公告又は指名通知書（指名通知書に

付する入札説明書を含む。以下「入札公告等」という。）に次の各号に掲げる事

項を記載するものとする。 

(1)～(4) 省略 

（郵便入札における入札の辞退） 

第３条 心得第７条（入札の辞退）第１項の入札辞退届の提出期限    は、同

条第２項           の規定に関わらず、次条の規定による入札書

の提出期限までとする。 

２ 郵便入札における入札の辞退においては、心得第７条第３項の規定は、適用し

ない。 

３～４ 省略 

５ 第１０条の規定による再度入札において、次に掲げる場合は、それぞれ当該

各号に掲げる期限までに入札辞退届を入札執行課に提出するものとする。 

(1) 会場入札で行う再度入札を入札開始日時までに辞退する場合 入札開始日

時まで 

(2) 郵便入札で行う再度入札を辞退する場合 入札書の提出期限まで 

（入札書等の郵送） 

第４条 心得第９条に規定する入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留により

入札公告等で                              

                                    

                      指定する日時までに到着する

よう入札執行課宛に郵送しなければならない。この場合において、持参、電報、

電子メール又はファックス等によるものは、認めない。 

（入札方法の指定） 

第２条 郵便入札の入札方法については、入札公告又は指名通知書       

                         に次の各号に掲げる事

項を記載するものとする。 

(1)～(4) 省略 

（郵便入札における入札の辞退） 

第３条 指名競争入札に係る      入札辞退届の提出期限については、心

得第７条（入札の辞退）第１項後段の規定に関わらず、次条の規定による入札書

の提出期限までとする。 

２ 郵便入札における入札の辞退においては、心得第７条第２項の規定は、適用し

ない。 

３～４ 省略 

 

 

 

 

 

（入札書等の郵送） 

第４条 心得第９条に規定する入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留により

開札日の前日（開札日の前日が休日（山口市の休日に関する条例（平成１７年山

口市条例第９号）に規定する休日をいう。以下同じ。）のときは、その日以前の

日であって当該休日に最も近い休日でない日）の指定する時刻までに到着する

よう入札執行課宛に郵送しなければならない。この場合において、持参、電報、

電子メール又はファックス等によるものは、認めない。 



２ 入札書を郵送する場合は、次のとおりとする。 

(1) 入札案件ごとに内封筒・外封筒の二重封筒とする。 

(2) 入札書を入れた内封筒にあっては、「入札書在中」と朱書きして封かんし、

            件名及び入札者（心得第１条の２第１項の入札者

をいう。以下同じ。）の商号又は名称を記載するとともに貼り付け部分を入札

者の使用印（使用印鑑届においてあらかじめ使用印として届出がなされた印

をいう。）で割印をする。 

(3) 外封筒にあっては、次に掲げるものを封入し、表側に送付先（入札執行課名

等）、           件名及び開札日を記載し、あわせて「入札書在

中」と朱書きするとともに、裏側に入札者の住所及び商号又は名称を記載し郵

送するものとする。 

ア 前号の内封筒 

イ 入札参加資格確認申請書（心得第４条の入札参加資格確認申請書をいう。

以下同じ。）（入札公告      において入札書に同封すべきとされる

場合に限る。） 

ウ 内訳書 （心得第９条第３項の内訳書 をいう。以下同じ。）（入札公告等

    において入札書に同封すべきとされる場合に限る。） 

３ 郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回（前条第３項の規定による辞退を

除く。）は認めないものとする。 

 （無効とする郵便） 

第４条の２ 別表に定める無効とする郵便であると判断できるものについては、

開札を待たずに速やかに郵便入札の郵便無効の通知書（様式第１号）により理

由を付して電子メール又はファックスで通知するものとする。この場合におい

ては、入札書の提出があったものとはみなさず、期限内に到着することを条件

に、再度の郵送を妨げない。 

２ 無効とした郵便物は、差出人又はその使用人が来庁し、かつ、身分証明書等の

確認により不正がないことが確認できた場合に限り、返却することができる。 

２ 入札書を郵送する場合は、次のとおりとする。 

(1) 入札案件ごとに内封筒・外封筒の二重封筒とする。 

(2) 入札書を入れた内封筒にあっては、「入札書在中」と朱書きして封かんし、

工事名、（業務）委託名又は件名及び入札者（心得第１条の２第１項の入札者

をいう。以下同じ。）の商号又は名称を記載するとともに貼り付け部分を入札

者の使用印（使用印鑑届においてあらかじめ使用印として届出がなされた印

をいう。）で割印をする。 

(3) 外封筒にあっては、次に掲げるものを封入し、表側に送付先（入札執行課名

等）、工事名、（業務）委託名又は件名及び開札日を記載し、あわせて「入札書

在中」を朱書きするとともに、裏側に入札者の住所及び商号又は名称を記載し

郵送するものとする。 

ア 前号の内封筒 

イ 入札参加資格確認申請書（心得第４条の入札参加資格確認申請書をいう。

以下同じ。）（入札公告又は指名通知において入札書に同封すべきとされる

場合に限る。） 

ウ 内訳書等（心得第９条第３項の内訳書等をいう。以下同じ ）（公告又は

指名通知において入札書に同封すべきとされる場合に限る。） 

３ 郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回               

    は認めないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （無効とする入札） 

第５条 別表に定める                        入札

は、無効とする。 

 

 

 

 

 

２ 無効とした入札書、入札参加資格確認申請書及び内訳書 は、返却しないもの

とする。 

３ 市長は、入札を無効としたときは、その入札者に対し、郵便入札無効等通知書

（様式第１号の２）により理由を付して電子メール又はファックスで通知する

ものとする。 

（入札書の開札） 

第６条 入札書の開札は、入札公告等     で指定した日時、場所におい

て、入札書を郵送した入札者の中から抽選された２人の立会人の立会いのもと

で行う。 

２ 省略 

３ 立会人に選定された入札者には、立会人抽選結果通知書（様式第１号の３）

を電子メール又はファックスにて通知し、あわせて電話での連絡をする。 

４ 立会人に選定された入札者は、入札執行者に委任状を提出することで、代理

人に立会人を委任することができる。 

 

 

５～８ 省略 

（入札者の傍聴） 

第７条 省略 

 （無効とする入札） 

第５条 心得第１１条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札

は、無効とする。 

(1) 前条の規定による郵送方法によらない入札 

(2) 入札書等が到着期限を過ぎて到着した入札 

(3) 内封筒及び外封筒に所定の記載がなく、又は誤った記載をした者の入札 

(4) 入札書と同封して郵送する必要がある書類のうち、同封されていないものが

ある入札 

２ 無効とした入札書、入札参加資格確認申請書及び内訳書等は、返却しないも

のとする。 

 

 

 

（入札書の開札） 

第６条 入札書の開札は、入札公告又は指名通知書で指定した日時、場所におい

て、入札書を郵送した入札者の中から抽選された２人の立会人の立合いのもと

で行う。 

２ 省略 

３ 立会人に選定された入札者には、立会人抽選結果通知書（様式第１号  ）

を       ファックスにて通知し、あわせて電話での連絡をする。 

４ 立会人に選定された入札者は、入札執行者に委任状を提出することで、代理

人に立会人を委任することができる。この場合において、一括委任状の受任者

に立会人を委任するときは、立会人の委任がなされているものとみなし、委任

状の提出は不要とする。 

５～８ 省略 

（入札者の傍聴） 

第７条 省略 



２ 省略 

３ 前条第８項     の規定は、入札を傍聴する者について準用する。 

４ 省略 

 （くじの実施） 

第８条  

 

心得第１９条のくじの方法は、入札者があらかじめ入札書に記載した３桁の

アラビア数字で構成される「くじ番号」及び郵送の際の一般書留又は簡易書留

の引受番号（受領証に「お問い合わせ番号」として表記されたものをいう。）

を別記に定める所定の計算式に当てはめて算出した結果によって落札者等を決

定する方法とする。 

２ くじの抽選は、開札後、直ちに行う。 

 

 

 

 （入札結果等の通知） 

第９条 市長は、郵便入札を経て落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者

へ電話連絡するとともに、入札公告等で定める方法             

    で公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（再度入札） 

２ 省略 

３ 前条第４項後段及び第８項の規定は、入札を傍聴する者について準用する。 

４ 省略 

 （落札者となるべき同額の入札をした者が２者以上ある場合の落札者の決定） 

第８条 落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより

落札者を決定するものとする。 

２        くじの方法は、入札者があらかじめ入札書に記載した３桁の

アラビア数字で構成される「くじ番号」及び郵送の際の一般書留又は簡易書留

の引受番号（受領証に「お問い合わせ番号」として表記されたものをいう。）

を別記に定める所定の計算式に当てはめて算出した結果によって落札者等を決

定する方法とする。 

３ くじの抽選は、開札後、直ちに行う。ただし、別に定めるところにより積算

疑義申立て期間を設ける場合の抽選は、当該期間の経過後（積算疑義申立てが

あった場合は、当該期間の経過又は当該申立ての回答をしたときのいずれか遅

い時点の後）、直ちに行う。 

 （入札結果等の通知） 

第９条 市長は、郵便入札を経て落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者

へ電話連絡するとともに、開札当日の午後３時までに入札結果を山口市公式ウ

ェブサイトで公表するものとする。当日の午後３時までの公表ができない場合

は、その旨を山口市公式ウェブサイトで公表するものとする。 

２ 市長は、別に定めるところにより低入札価格調査等に関し入札を保留した場

合は、前項の例による。 

３ 別に定めるところにより積算疑義申立て期間を設ける場合は、当該期間満了

後直ちに入札結果を山口市公式ウェブサイトで公表するものとする。直ちに公

表することができない場合は、その旨を山口市公式ウェブサイトで公表するも

のとする。 

（再度入札） 



第１０条 市長は、郵便入札の開札において心得第１７条の規定により再度入札

が必要となった場合には、入札公告等で定める日時及び方法で実施するものと

し、再度入札の対象となる入札者に対して、再度入札通知書（会場入札用）

（様式第４号）又は再度入札通知書（郵便入札用）（様式第４号の２）により

電子メール又はファックスで通知するものとする。この場合において、不落札

となる入札をした者に対しては、郵便入札無効等通知書（様式第１号の２）に

より理由を付して電子メール又はファックスで通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 （補則） 

第１１条 他の要綱等又は入札公告等若しくは入札条件、指示事項、仕様書、設

計書、図面その他の入札公告等に付随する関係書類において特段の定めがある

ときは、当該特段の定めのとおりとする。 

別表 （改正後の要領のとおり） 

別記 改正なし 

様式第１号 郵便入札の郵便無効の通知書 （改正後の要領のとおり） 

様式第１号の２ 郵便入札無効等通知書 （改正後の要領のとおり） 

様式第１号の３ 立会人抽選結果通知書 （改正後の要領のとおり） 

様式第２号～様式第４号の２ （改正後の要領のとおり） 

（様式第１号の２に移行） 

第１０条 市長は、郵便入札の開札において心得第１７条の規定により再度入札

が必要となった場合には、郵便入札の開札日から１日以上の期間を置いて、会

場入札により実施するものとする。 

２ 再度入札の対象となる入札者に対しては、再度入札通知書（会場入札用）

（様式第４号）をファックス送信により送付するものとする。また、郵便入札

において無効若しくは不落札となる入札をした者又は失格となった者に対して

は、郵便入札（無効・不落札・失格）通知書（様式第５号）をファックス送信

により送付するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、入札の公平性の確保の観点から、会場入札によ

る再度入札の実施が適当でないと認められるときは、入札公告又は指名通知に

明記することにより、再度入札を郵便で行うことができる。この場合における

再度入札の対象となる入札者に対する通知は、再度入札通知書（郵便入札用）

（様式第４号の２）によるものとする。 

 （補則） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

 

別記 改正なし 

 

 

様式第１号 立会人抽選結果通知書 

様式第２号～様式第４号の２ 

様式第５号 郵便入札（無効・不落札・失格）通知書 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日の前日までに、入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。 


