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開札日時 平成31年７月23日10時00分
入札保証金の納付等の受付期間 平成31年
５月10日から平成31年６月10日までの休日を
除く毎日、10時から16時まで〔利付国債の提
供の場合は平成31年５月28日まで〕
６ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Masanori Seta Director
General of Chubu Regional Development
Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.
 Classification of the services to be pro‑
cured : 41
 Subject matter of the contract : Construc‑
tion work of the Singunkai Bridge, Route
153 High‑way
 Time‑limit for the submission of applica‑
tion forms and relevant documents for the
qualification by electronic bidding system :
4 : 00 P.M. 9 May 2019
 The period of time for the submission of
tenders by electronic bidding system : From
10 : 00 A.M. 7 June 2019 to 12 : 00 (noon) 10
June 2019 (tenders brought with From
10 : 00 A.M. 7 June 2019 to 12 : 00 (noon) 10
June 2019 or tenders submitted by mail
From 10 : 00 A.M. 7 June 2019 to 12 : 00
(noon) 10 June 2019)
 Contact point for tender documentation :
The first Contract Section Contract Divi‑
sion General Affairs Department, Chubu
Regional Development Bureau Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tour‑
ism, 251, Sannomaru, Naka‑Ward, Na‑
goya‑City, Aichi‑Prefecture 4608514, Tel
0529538138 ex. 2526

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年４月 19 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 黒川純一良
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 淀川左岸線（２期）２工区堤防整
備他工事（電子入札対象案件）



工事場所
（自）大阪府大阪市福島区海老江６丁目地先
（至）大阪府大阪市北区豊崎７丁目地先
 工事内容 工事延長Ｌ＝約1300ｍ 海岸
土工（掘削工）35400、海岸土工（盛土工）
134700、護岸工25492、地盤改良工（Ｓ
ＣＰ、ＳＤ）590本、構造物撤去工１式、土
留・仮締切工（二重締切）１式
 工期 契約締結日の翌日から平成34年２月
28日まで。
 使用する主要な資機材 購 入 土 115700
、砂 4800
 本工事は、一次審査の審査評価点の合計が
上位15者（ただし、15者目の審査評価点と同
点のものが複数いる場合は、そのすべての者
を含む。）以外の競争参加者による入札は無効
とする段階的選抜方式の適用工事である。
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び
契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に
係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方
式の試行工事である。
 本工事は、施工手順の工夫等の創意工夫に
よる生産性向上の取り組みを推進する「生産
性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
工事契約締結後、受注者は、当該工事におい
て、省人化等の生産性向上に資する取り組み
を実施することができ、取り組みの履行及び
効果が確認された場合、工事成績評定で優位
に評価する。
本取り組みを実施する場合、
施工計画書に、
現場における生産性向上に資する施工手順の
工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、
履行義務として取り扱うものとする。施工計
画書には１）取り組みの内容、２）期待され
る効果等を明記するものとする。
 本工事においては、中間前金払に代わり、
既済部分払を選択した場合には、短い間隔で
出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施
する「出来高部分払方式」を採用する。

い場合に、
「共通仮設費（率分）のうち営繕費」
本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
の費用（以下「実績変更対象費」という。）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
ついて、契約締結後、労働者確保に要する方
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
ある。
金額相当では適正な工事の実施が困難になっ
 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下

た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま
「申請書」という。）及び審査資料の提出及び
えて最終精算変更時点で設計変更する試行工
入札を電子入札システムで行う対象工事であ
事である。
る。
 本工事は、

「ＩＣＴ（i‑Construction）発注
なお、電子入札システムによりがたいもの
者指定型」の対象工事である。
は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える
ＩＣＴ（i‑Construction）発注者指定型工
ものとする。
事とは、建設生産プロセスのすべての段階に
 総価契約単価合意方式の適用

おいて、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する
１）本工事は、
「総価契約単価合意方式」の対
工事であり、下記の１）から５）までのすべ
象工事である。本工事では、契約変更等に
てを実施し、工事成績で加点評価を行うもの
おける協議の円滑化に資するため、契約締
である。
結後に、受発注者間の協議により総価契約
なお、必要費用は当初設計で計上している。
の内訳としての単価等について合意するも
１）３次元起工測量
のとする。
２）３次元設計データ作成
２）本方式の実施方式としては、
３）ＩＣＴ建機による施工
イ）単価個別合意方式（工事数量総括表の
４）３次元出来形管理等の施工管理
細別の単価（一式の場合は金額。下記ロ）
５）３次元データの納品
において同じ。）のそれぞれを算出した上
 本工事は、建設業の担い手確保・育成のた

で、当該単価について合意する方式）
め、建設現場への新規入職者を増やす環境作
ロ）包括的単価個別合意方式（工事数量総
りの一環として、現場閉所の週休２日化を促
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
進する対象工事（発注者指定型）である。
て得た各金額について合意する方式）
 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必

があり、受注者が選択するものとする。
要な関係機関との協議、地元協議、用地確保
ただし、受注者が単価個別合意方式を選
等の進捗状況を踏まえた工事工程表を開示す
択した場合において、上記１）の協議の開
ることにより、適切な工期設定の取組を行う
始の日から14日以内に協議が整わないとき
「工事工程表の開示試行工事」である。
は、包括的単価個別合意方式を適用するも
２ 競争参加資格
のとする。
「包括的単価個別合意方式」を
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
３）受注者は、
選択したときは、契約締結後14日以内に、
号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
であること。
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
 近畿地方整備局における平成31・32年度一
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
般競争（指名競争）参加資格「一般土木工事」
のとする。
の認定を受けていること（会社更生法（平成
４）その他本方式の実施手続は、
「総価契約単
14年法律第154号）に基づき更生手続開始の
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
申立てがなされている者又は民事再生法（平
合意方式実施要領の解説」によるものとす
成11年法律第225号）に基づき再生手続開始
る。
の申立てがなされている者については、手続
 本工事は、工事実施にあたって不足する下

開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定め
請け等の技術者や技能者等を、通常考える工
る手続に基づく一般競争（指名競争）参加資
事実施地域外から広域的に確保せざるを得な
格の再認定を受けていること。）。



