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第１章 総  則 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、農林水産部林政課が所管する森林土木工事（建設業法（昭和２

４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）及び

建設関連業務（測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサ

ルタント業務をいう。以下同じ。）並びに森林整備作業の競争入札に参加させよう

とする者並びに随意契約の相手方（以下「入札参加者等」という。）としようとす

る者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（入札参加者等の選定の基準） 

第２条 公所の長（青森県事務委任規則（昭和３６年９月青森県規則第８１号）の規

定により工事の施行に関する権限を委任されている出先機関の長をいう。以下同

じ。）及び林政課長（以下「公所の長等」という。）は、森林土木工事及び建設関連

業務並びに森林整備作業を競争入札に付そうとする場合又は随意契約によろうと

する場合において、業者の選定を厳正かつ公正に行うものとする。 

２ 前項の場合において、公所の長等は、青森県建設工事及び建設関連業務の指名業

者等選定規程（平成２年３月青森県訓令甲第１１号。以下「選定規程」という。）、



青森県建設工事条件付き一般競争入札事務取扱要領（平成２０年６月９日付け青監

第２２４号。以下「条件付き一般競争入札事務取扱要領」という。）及び青森県森

林土木事業事務取扱要領（平成１２年３月３０日付け青治第１１９０号）によるほ

か、この要領に定めるところにより選定を行い、これらを的確に運用するものとす

る。 

 

（秘密の保持） 

第３条 この要領の規定による指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れな

いよう秘密の保持に努めるものとする。 

 

 

第２章 森林土木工事の入札参加者等の選定 

 

（名簿からの選定） 

第４条 公所の長等は、森林土木工事の指名競争入札に参加させ、又は随意契約の相

手方としようとする業者の選定に当たっては、青森県建設工事の競争入札に参加す

る者の資格等に関する規則（平成２年３月青森県規則第１８号）第８条に規定する

青森県有資格建設業者名簿（以下「建設業者名簿」という。）により、当該工事の

種類及び請負工事設計額（支給品の額を含む。以下同じ。）に応じ、これに対応す

る等級に属する建設業者名簿登載業者（建設業者名簿に登載されている者をいう。

以下同じ。）の中から選定するものとする。 

２ 公所の長等は、前項の建設業者名簿登載業者が少数である場合その他適当な数の

森林土木工事の指名業者を指名するため必要があると認められる場合は、同項の規

定にかかわらず、当該工事の種類及び請負工事設計額に応じ、これに対応する等級

の直近の上位又は下位の等級に属する建設業者名簿登載業者の中から森林土木工

事の指名業者を選定することができる。ただし、その数は、選定される森林土木工

事の指名業者の総数の２分の１を超えることができない。 

３ 公所の長等は、次に掲げる森林土木工事については、前２項の規定にかかわらず、

青森県森林土木工事指名基準により、当該工事の種類に応じ、建設業者名簿登載業

者の中から工事の指名業者を選定することができる。 

（１）施行に当たり特殊又は高度な技術を必要とする工事 

（２）全体工事計画の一部を施行する工事 

 （３）災害その他の理由により特に緊急に施行する必要がある工事 

 

（選定の留意事項） 

第５条 公所の長等は、森林土木工事の指名業者の選定に当たっては、選定しようと

する者について、別表に掲げる項目ごとに同表の定める基準及び運用により審査す



るとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者

に偏しないようにするものとする。 

２ 公所の長等は、森林土木工事の指名業者の選定に当たっては、前項の規定による

もののほか、次の各号に規定するところによるものとする。 

（１）委託設計に係る森林土木工事については、当該委託設計業者と密接な関係にあ

る建設業者を排除すること。ただし、予定価格を入札前に公表して入札を実施する

工事については、この限りでない。 

（２）同一の工事については、代表者が同一人である建設業者（事業協同組合の場合

は当該事業協同組合とその組合員、経常建設共同企業体の場合は当該経常建設共同

企業体とその構成員）を重ねて選定しないこと。 

 

（指名業者の数） 

第６条 公所の長等は、森林土木工事を指名競争入札に付そうとする場合は、当該工

事の請負工事設計額に応じ、次表に定める数の指名業者を指名するものとする。 

請 負 工 事 設 計 額 指名業者の数 

３億円以上 １５～２０者 

４，５００万円以上３億円未満 １２～１８者 

１，０００万円以上４，５００万円未満 １０～１５者 

１，０００万円未満  ８～１２者 

２ 指名業者数が表に定める数に満たない公所にあっては、地域性を考慮し他の公所

の業者を加えることができるものとする。 

３ 公所の長等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該工事

の種類、内容等に応じ適切な数の指名業者を指名することができる。 

 （１）第４条第３項第１号に掲げる森林土木工事を発注しようとするとき。 

 （２）公共の安全の確保を図るため施工に当たり特に慎重な配慮を必要とする森林

土木工事を発注しようとするとき。 

 （３）出水期等の自然的制約等を考慮して施工する必要がある森林土木工事で隣接

又は近接するものを集中的に発注しようとするとき。 

 

（県外建設業者の選定） 

第７条 公所の長等は、森林土木工事の指名業者に県外建設業者（主たる営業所が県

内に所在しない建設業者をいう。以下同じ。）を選定しようとするときは、建設業

法第３条第１項に規定する営業所を県内に設けている建設業者名簿登載業者の中

から選定するものとする。ただし、次表に掲げる特別な技術を必要とする工事を発

注する場合等で当該営業所を県内に設けている建設業者名簿登載業者がないとき



又は適当な指名業者を確保する必要がある場合は、この限りでない。 

 

工   事 建設業法上の業種区分 

プレストレストコンクリート構造物工事 土木工事業、建築工事業、鋼構造物工事業 

発電設備工事、ポンプ場電気設備工事 電気工事業 

鋼橋上部工製作及び架設工事、ゲート製作及

び据付工事 
鋼構造物工事業 

ポンプ場機械設備工事 機械器具設置工事業 

 

（建設業者選定委員会等の審査） 

第８条 公所の長等は、森林土木工事の競争入札に参加させようとする者に必要な要

件（以下「入札参加要件」という。）を設定しようとするときにあっては入札参加

要件の内容について、森林土木工事の指名業者を選定し、又は入札参加申請者（条

件付き一般競争入札事務取扱要領第８条の申請書を提出した者をいう。以下同じ。）

を審査しようとするときにあたっては当該工事の指名業者又は当該入札参加申請

者の適格性について、建設業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）による

審査に付するものとする。 

２ １件の請負工事設計額が１億円以上の森林土木工事については、前項の規定によ

る審査を経て、入札参加要件を設定しようとするときにあっては入札参加要件の内

容について、指名業者を選定しようとするときにあっては当該工事の指名業者の適

格性について、青森県森林土木工事等指名委員会の審査に付するものとする。 

３ １件の請負工事設計額が２億円以上の森林土木工事については、前２項の規定に

よる審査を経て、入札参加要件を設定しようとするときにあっては入札参加要件の

内容について、青森県建設工事一般競争入札事務取扱要領（平成１１年７月１９日

付け青監第６１１号）第１９条に規定する青森県建設業者一般競争入札参加資格審

議会の審査に付し、指名業者を選定しようとするときにあっては当該工事の指名業

者の適格性について、選定規程第６条に規定する青森県建設業者指名審査会の審査

に付するものとする。 

 

 

第３章 森林整備作業の指名業者の選定 

 

（指名業者の選定） 

第９条 公所の長等は、森林整備作業の指名業者の選定に当たっては、青森県森林整

備作業に係る指名競争入札参加資格審査等に関する要領（平成１９年３月２７日付

け青林第１１８６号）第６条に規定する、青森県森林整備作業指名競争入札参加資

格者名簿に登載された者の中から選定するものとする。 

２ 公所の長等は、森林整備作業の指名業者の選定に当たっては、次の各号に規定す



るところによるものとする。 

（１）委託設計に係る森林整備作業については、当該委託設計業者と密接な関係にあ

る指名業者を排除すること。ただし、予定価格を入札前に公表して入札を実施す

る作業については、この限りでない。 

（２）同一の作業については、代表者が同一人である指名業者（事業協同組合の場合

は当該事業協同組合とその組合員、森林組合連合会の場合は当該連合会とその会

員）を重ねて選定しないこと。 

 

（指名業者の数） 

第１０条 第６条第１項及び第２項の規定は、森林整備作業の指名業者の数を定める

ときについてこれを準用する。 

 

（業者選定委員会等の審査） 

第１１条 第８条の規定は、森林整備作業の指名業者を選定しようとするときについ

てこれを準用する。 

 

第４章 青森県森林土木工事等指名委員会 

 

（設 置） 

第１２条 農林水産部林政課が所管する１件の請負工事設計額が１億円以上の森林土

木工事に係る入札参加要件の内容の審査及び森林土木工事の指名業者の適格性の

審査等を行わせるため、青森県森林土木工事等指名委員会（以下「指名委員会」と

いう。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第１３条 指名委員会は次の事務を処理する。 

（１）１件の請負工事設計額が１億円以上の森林土木工事に係る入札参加要件の内

容の審査及び森林土木工事の指名業者の適格性の審査に関すること。 

 （２）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

 

（組 織） 

第１４条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は農林水産部担当次長を、副委員長は林政課長の職にある者をもって充て 

る。 

３ 委員は、課長代理、総務グル－プ、企画グループ、森林計画グループ、森林環境

グループ、森林整備グループ、治山・林道グル－プ、林産振興グループの各グル－

プマネージャーの職にある者をもって充てる。 



４ 委員に事故あるとき又は委員が不在のときは、委員長が委員代理者を任命するこ

とができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第１５条 委員長は委員会を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が不在のときは、

その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第１６条 指名委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席（第１４条第４項の

規定による委員代理者の出席を含む。）がなければ、会議を開くことができない。 

２ 指名委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めるこ

とができる。 

３ 指名委員会の会議は、公開しない。 

４ 指名委員会の会議の内容は、何人も他に漏らしてはならない。 

 

（急施事案） 

第１７条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある森林土木工事に係る入

札参加要件の内容の審査及び森林土木工事の指名業者の適格性の審査について、指

名委員会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。 

 

（審査の準則等） 

第１８条 森林土木工事の指名業者の適格性の審査等に当たっては、選定規程及び条

件付き一般競争入札事務取扱要領並びにこの要領等の定めるところにより、厳正か

つ公正に審議するものとする。 

２ 前項の審査は、条件付き一般競争入札参加資格設定内申書（条件付き一般競争入

札事務取扱要領第２号様式）又は指名業者選定調書（青森県森林土木事業事務取扱

要領第８号様式の１）、見積業者選定調書（青森県森林土木事業事務取扱要領第８

号様式の２）により行う。 

 

（庶 務） 

第１９条 指名委員会の庶務は、林政課治山・林道グル－プにおいて処理する。 

 

（部 会） 

第２０条 林政課の所管に係る別表に掲げる建設関連業務に関し、指名業者の適格性

の審査を行わせるため、指名委員会に建設関連業務の指名業者選定部会（以下「部

会」という。）を置く。 



２ 部会は次の事務を処理する。 

（１）建設関連業務の指名業者の適格性の審査に関すること。 

（２）その他部会長が必要と認める事項に関すること。 

３ 部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあ

る者をもって充てる。 

（１）部会長  林政課長 

（２）副部会長 課長代理 

（３）委 員  総務グル－プ、企画グループ、森林計画グループ、森林環境グル

ープ、森林整備グループ、治山・林道グル－プ、林産振興グループの各グル－プ

マネージャー 

４ 第１４条第４項の規定は、部会の委員について準用する。 

５ 第１５条の規定は、部会長及び副部会長について準用する。 

 

（部会の会議等） 

第２１条 部会は、部会長が必要に応じ随時招集する。 

２ 第１６条第１項から第４項まで及び第１７条の規定は、部会の会議について準用

する。 

３ 第１８条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「森

林土木工事の指名業者」とあるのは、「建設関連業務の指名業者」と読み替えるも

のとする。 

４ 審査は、指名業者審査表(第１号様式)により行う。 

 

（部会の庶務） 

第２２条 部会の庶務は業務を担当するグル－プにおいて処理する。 

 

第５章 建設関連業務の指名業者の選定 

 

（有資格建設関連業者名簿からの選定） 

第２３条 公所の長等は、建設関連業務の指名業者の選定に当たっては、青森県建設

関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２月青森県規

則第６号。（以下「建設関連業務参加資格等規則」という。）第７条に規定する有資

格建設関連業者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。 

  ただし、建設関連業務参加資格等規則第３条第２項各号に定める業種以外の場合

は、この限りでない。 

 

（選定の留意事項） 

第２４条 公所の長等は、建設関連業務の指名業者の選定に当たっては、選定しよう



とする者について次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度におけ

る指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者に偏しないようにするものとする。 

  ただし、有資格建設関連業者名簿登載以外の業者の場合は、この限りでない。 

（１）不誠実な行為の有無 

（２）業務についての技術的能力 

（３）建設関連業務参加資格等規則第５条の規定による資格の認定を受けた年の１

月１日(以下｢基準日｣という。)以後における経営状況 

（４）基準日以後における建設関連業務の成績 

（５）手持ちの建設関連業務の状況 

（６）基準日以後における安全管理の状況 

（７）基準日以後における労働福祉の状況 

２ 公所の長等は、建設関連業務の指名業者の選定に当たっては、前項の規定による

もののほか、同一の業務については、代表者が同一人である建設関連業者を重ねて

選定しないものとする。 

３ 建設関連業務以外の指名業者の選定に当たっては、建設関連業務に準じて行うも

のとする。 

 

（指名業者の数） 

第２５条 公所の長等は、建設関連業務を指名競争入札に付そうとする場合は、なる

べく５者以上の建設関連業務の指名業者を選定するものとする。 

 

（選定委員会等の審査） 

第２６条 建設関連業務の指名業者の選定に当たっては、当該建設関連業務の指名業

者の適格性について、公所の長にあっては選定委員会、林政課長にあっては部会に

よる審査に付するものとする。 

 

附則 

 １ この要領は、平成１５年４月１４日から施行する。 

 ２ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

３ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 ４ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

５ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

６ この要領は、平成１９年９月１日から施行する。 

７ この要領は、平成２０年７月１日から施行する。 

８ この要領は、平成２３年４月２８日から施行する。 

９ この要領は、平成２４年７月１日から施行する。 

１０ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 









(第1号様式）

業務番号  業   務   名

業務場所

業務内容 設計金額

業者番号 　　　氏　　名　　又　　は　　商　　号 住　　　　　　　　　　　所 　備　　　考

※その他入札条件等

業 務 指 名 業 者 選 定 委 員 会 決 定 (平成　　年　　月　　日）

  部  会  長  副 部 会 長

 林政課長 課長代理 総務ＧＭ 企画ＧＭ
森林計画

ＧＭ
森林環境

ＧＭ
森林整備

ＧＭ
治山・林道

ＧＭ
林産振興

ＧＭ

指  　名　  業　  者　  審　  査 　 表

委　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員



別表（第２０条関係）

基準となる要領 発注区分 建設関連業務 建設関連業務以外 選定委員会等の構成

各地域県民局 1.測量業務 【建設業者選定委員会】

2.建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 各公所の構成に基づく

3.地質調査業務

4.補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

林政課 1.空中写真撮影業務 1.積算システム等 【指名業者選定部会】

2.デジタルオルソ 2.山地災害危険関係 林政課に置く

3.治山施設点検関係 　部会長　　　林政課長

　副部会長　 課長代理

　委員　　総務ＧＭ

　　　　　　企画ＧＭ

　　　　　　森林計画ＧＭ

　　　　　　森林環境ＧＭ

　　　　　　森林整備ＧＭ

　　　　　　治山・林道ＧＭ

　　　　　　林産振興ＧＭ

建設関連業務指名業者選定基準

青森県森林土木工事
等指名業者選定要領
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