
詳細条件審査型一般競争入札（総合評価方式）の実施に係る掲示

【電子入札対象案件】

標記について、参加希望者は次により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。

１ 掲 示 日 平成28年９月20日（火）

２ 掲示責任者 独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部

総務企画部長 田中 覚

３ 担当支社 〒020-0021

岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号 朝日生命盛岡中央通ビル８階

        独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部

４ 工事概要

(1) 工 事 名 平成２８年度宮古市鍬ヶ崎・光岸地地区下水道その他工事

(2) 工事場所 岩手県宮古市鍬ケ崎地他

(3) 工事内容

汚水本管工  φ150   約L=1.1km

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ工 1号,塩ビ製   約N=60箇所

車道舗装工          約A=3,500㎡

歩道舗装工          約A=900㎡

擁壁工    H=1250～2250 約L=65m

整地土工        約V=1,100m3

(4)  工  期 契約締結の翌日～平成29年３月31日まで

(5) 工事の実施形態

① 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）(別添様式１)の受付

の際に、競争参加資格確認資料、「企業の技術力」等に関する資料（以下、「資料」とい

う。）を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評

価方式（施工実績確認型）の試行工事である。

  ※施工実績確認型：簡易な施工計画の提出を求めず、企業の施工実績及び配置予定技

術者の施工実績のみを評価する。

② 本工事においては、申請書の提出（ ただし、資料及び単価見積書の提出は持参によ

るものとする。） 及び入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」（「電子入札運用

基準」の様式1） 及び「紙入札業者入力票」（「電子入札運用基準」の様式２）を提出し、

発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。※1

また、代表者から年間委任を受けた者のＩ Ｃ カードにより電子入札システムを利用

する場合、以下の書類を提出することとする。ただし、平成27・28年度において既に提

出している場合は、提出は不要。

「年間委任状」（「電子入札運用基準」の様式３）及び受任者のＩ Ｃ カードの企業情

報登録画面を印刷したもの（「利用者情報」）。

※1 紙入札に係る承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」

http://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参

照すること。



紙入札方式参加承諾願等の提出期間及び場所

受領期間：平成28年10月５日（水）午後４時

提出場所：〒020-0021

岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号 朝日生命盛岡中央通ビル８階

独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部 総務企画部経理チーム

電話 019-601-6407

持参又は提出期間内必着とする書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付け

ない。

５ 競争参加資格

次の(1)から(13)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構達第95

号）第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。

(2) 当機構東日本地区における平成27・28年度の一般競争参加資格について、土木工事Ｃ

等級の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手

続に基づく再審査により土木工事Ｃ等級の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施

工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、宮古市から指名停止を受

けていないこと。

(6)  工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であ

ると認められる者でないこと。

なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において重大な瑕疵が認められるにもかか

わらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。

(7) ３に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお

いて関連がある建設業者でないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと（ 詳

細は、当機構ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/order)の「入札・契約情報」→「入

札心得、契約関係規定」→ 「入札関連様式及び標準契約書等」→ 「標準契約書等につ

いて」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」

を参照。） 。

(9) 総合評価に係る項目が、不備なく適正に記載されていること。

(10）平成18年度以降に、申請書及び資料の提出期限までに、元請として完成した３に示す

工事（以下「本工事」という。）と同種の工事の施工実績がある者であること（共同企業

体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）。

なお、同種の工事とは次の要件を満たすものをいう。

「下水道本管工事の実績があるもの」又は「道路舗装工事の実績があるもの」

同種工事の施工実績として認定する発注機関については、公的機関(当機構、公団、

国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公的機関等の工事の場合は、

契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び確実に



完成した工事であることを証明できるもの（引渡書、工事完了引渡証明書等）を添付す

ること。

(11）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できるこ

と。

①１級土木施工管理技士若しくは２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を

有する者であること。

なお、「同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。

・技術士（上下水道部門、建設部門、総合技術監理部門（選択科目を「建設」又は

「上下水道部門」とするものに限る。））の資格を有する者

・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者

② 平成18年度以降に、担当技術者以上の技術者として次に掲げる工事の経験を有す

るものであること。

なお、工事の経験を有することを証明できるもの（契約書の写し、コリンズ等）

を添付すること。

「下水道本管工事」又は「道路舗装工事」

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者であること。

④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に３ヶ月以上の雇用関

係にあることをいう。

⑤ 実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等

の極めて特別な場合に限る。

なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、①から④の条件を満た

す技術者を配置すること。

⑥ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。

ただし、その場合３名を限度とする。

(12) 当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」（同期間内に当機構が試行的に実施

している枠組み協定型一括入札方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したす

べての工事を対象とする。以下本項において同じ。）において、平成26年４月１日から

資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68

点未満の工事成績評定結果を通知された者（共同企業体又は共同企業体の構成員が該当

する場合を含む。）においては、次の条件を満足していること。

① 当機構が発注した工事で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価

格調査中の者でないこと。

② 当機構が発注した工事で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者

は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了して

いること。

(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でな

いこと。

・健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務

・厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務

・雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務

競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定

値通知書の写しを資料に併せて提出すること。

なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加



入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙４－１元請適用除外誓約書及

び別紙４－２を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明す

る次の書面を資料に併せて提出すること。

健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面

とする。

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し

・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し

・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。

・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し

   ・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知書）の写し工事概要

６ 総合評価に関する事項

(1)  総合評価に関する評価項目、評価基準及び評価ウェイトは入札説明書による。

(2) 落札者の決定方法

入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」をもって入札するものとし、入札価格が

予定価格の制限範囲内である者のうち、(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札

者とする。また、評価値の最も高い者が２名以上ある時は、電子くじ等により落札者と

なるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者に

より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低

限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることが

ある。

(3) 評価値は、価格評価点、技術評価点を合算した数値とし、技術評価点の算出は、各々

の評価項目における評価点を合算した数値に、設定した最大加算点となるように比例配

分により算出する。

なお、技術評価点の最高点数は30点とする。

評 価 値 ＝ 価格評価点＋技術評価点

価格評価点 ＝ 100×（1－入札価格/予定価格）

７ 入札手続等

(1)  入札説明書の交付期間、場所及び方法

交付期間：平成28年９月20日(火)から平成28年10月24日(月)まで

交付方法：当機構ホームページからダウンロードによる。

(2)  設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法

交付期間：平成28年９月20日(火)から平成28年10月５日(水)までの土曜日及び日曜日

を除く毎日、午前10時から午後４時まで（ただし正午から午後１時の間は除く。）。

交付場所：〒020－0021

岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号 朝日生命盛岡中央通ビル８階

          独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部 市街地整備部

        基盤工事チーム 電話：019-601-6463 FAX：019-604-3028

(3) 申請書の提出期限並びに提出場所及び方法

提出期限：平成28年10月５日（水）午後４時まで



提出場所：①電子入札システムによる場合

〒020-0021

岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号朝日生命盛岡中央通ビル８階

独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部

総務企画部 経理チーム 電話019-601-6407

②紙入札による場合

(2)に同じ。

提出方法：申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由に

より、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、予め提出日時を前日までに

連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるも

のは受け付けない。

またこの場合、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡

易書留料金分を加えた所定の料金（392円）の切手を貼った長３号封筒を参

加表明書と併せて提出すること。

(4) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法

① 入札の締切日時及び入札書の提出方法

入札方法：電子入札システムによること。ただし発注者の承諾を得て紙入札とする

場合は(3)に持参または郵送（書留郵便に限る。）によることとし、電送によ

るものは受け付けない。

締切日時：平成28年10月25日(火）午前10時から正午まで。ただし、発注者の承諾を

得て紙入札とする場合で郵送する場合は正午まで（必着）。

提出場所：(2)①に同じ。

② 開札の日時、場所及び方法

    日  時：平成28年10月26日（水）午前10時30分

場  所：〒020-0021

岩手県盛岡市中央通一丁目７番25号 朝日生命盛岡中央通ビル６階

独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部 入札室

開札方法： 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない

職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当

該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと（電子入札システムにて入

札を行う場合は、立ち会いは不要。）。

８ その他

(1)  入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金

請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもっ

て契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証

を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(2)  入札の無効

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の

記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札（見積）心得書において示した条

件等入札に関する条件に違反した入札、提出された見積書の金額と入札時に提出され

た工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後ヒアリングを

実施し、その妥当性が確認できない場合の入札は無効とし、無効の入札を行った者を



落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

(3)  落札者の決定方法

入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」をもって入札するものとし、入札価格

が予定価格の制限範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(4) 詳細は入札説明書による。

以 上


