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 Time‑limit for tender : 13 : 30, 13 June
落札者の決定方法 次に掲げる要件を満た
 工期 平成33年２月15日まで
 使用する主要な資機材 コンクリート 約
2019
す者のうち、入札説明書に定める総合評価の

700、鉄筋 約90ｔ
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方法によって得られた評価値の最も高い者を
〒9608031 福島県福島市栄町1125ＡＸ

本工事は、入札時に「企業による技術提案」
vironmental
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落札者とする。
Ｃビル６階 福島地方環境事務所総務部経理
を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的
contamination
Area
Contract
Section,
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 入札価格が、予決令第79条の規定に基づ
課特別地域等環境再生等契約係 電話024
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
counting Division, General Affairs De‑
いて作成された予定価格の制限の範囲内で
5737386
式のうち、品質確保のための施工体制及びそ
partment Fukushima Regional Environ‑
あること。
 入札説明書の交付期間等 平成31年４月19
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内
mental Office, Ministry of the Environment.
 提案書等が、福島地方環境事務所による
日から平成31年６月13日まで。
容を確実に実現できるかどうかについて審査
AXC Bldg. 6F, 1125 Sakae‑machi,
審査の結果、合格していること。
入札説明書は、福島地方環境事務所ホーム
し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札
Fukushima‑shi, Fukushima‑ken, 9608031
ただし、落札者となるべき者により当該契
ページから入手すること。
方式の試行対象工事である。
Japan. TEL 0245737386
約の内容に適合した履行がなされないおそれ
４ 提案書等の提出期限等及び開札の日時等
 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
 Others : As in the tender documentation.
があると認められるとき、又は、その者と契
システムにより行う工事である。ただし、電
 提案書等の提出期限等
入 札 公 告（建設工事）
約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
子入札システムにより難いものは、発注者の
期限 平成31年５月22日12時00分まで
こととなるおそれがあって著しく不適当であ
次のとおり一般競争入札に付します。
承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
場所 ３に示す場所。
ると認められるときは、上記の要件を満たす
平成 31 年４月 19 日
なお、紙入札方式の承諾に関しては南関東
方法 入札説明書による。
支出負担行為担当官
防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願
者であって、落札者となるべき者以外で最も
なお、提出された提案書等は、福島地方環
南関東防衛局長 堀地
徹
を提出するものとする。
評価値が高い者を落札者とすることがある。
境事務所において入札説明書に定める評価に
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本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務
 その他 詳細は、入札説明書による。
関する基準に基づき審査するものとする。
〇第１号
付ける工事である。
６ Summary
 入札書の提出方法 開札の日時までに原則
 本工事は、総価契約単価合意方式の試行工
 Official in charge of disbursement of the １ 工事概要
として電子入札方式により提出するものとす
 品目分類番号 41
事である。本工事では、受発注者間の双務性
procuring entity : Yasuhiro Muroishi, Di‑
る。ただし、電子入札方式によりがたい者で
 工事名 船越
立体駐車場新設建築その他
の向上とともに、契約変更等における協議の
rector, Fukushima Regional Environmental
工事
円滑化を図るため、詳細設計完了後の変更契
あって、紙入札方式の参加に関する承諾を得
Office, Ministry of the Environment.
 工事場所 神奈川県横須賀市
約後、受発注者間の協議により総価契約の内
た者は、紙入札方式により入札書を提出する
 Classification of the products to be pro‑
 工事内容 本工事は、以下の工事を行うも
訳として単価等を合意することとする。なお、
ことができる。
cured : 41
のである。
本方式の試行にあたっては、
「総価契約単価合
 開札の日時 平成31年６月13日13時30分
 Subject matter of the contract : The de‑
Ａ．設計・施工一括発注方式
意方式試行要領」に基づき行うものとする。
５ その他
molition project for damaged houses and st‑
【建築】
また、総価契約単価合意方式の試行にあ
 契約手続において使用する言語及び通貨
ructures in Iitate‑Village, fiscal year 2019
・立体駐車場（鉄骨造 ４層５段自走式 延
たっては、単価等を個別に合意する方式を基
日本語及び日本国通貨に限る。
べ面積 約5100）新設
本とすることとする。
(Part2).
 入札保証金 免除（ただし、入札保証保険
【電気設備】
２ 競争参加資格
 Fulfillment period : 19 March 2020
証券を開札時までに、３に示す場所まで持
・立体駐車場（鉄骨造 ４層５段自走式 延
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
 Fulfillment place : As in the tender do‑
参又は郵送により提出することとする。この
べ面積 約5100）新設に係る建物付帯
号。以下「予決令」という。）第70条及び第71
cumentation.
（電灯設備、自動火災報知設備）
条の規定に該当しない者であること。
場合の保証金額は、入札金額（入札価格に消
 Qualification for participating in the ten‑
【機械設備】
 防衛省における平成31・32年度一般競争
費税及び地方消費税相当額を加えたものをい
dering procedures : Suppliers eligible for
・立体駐車場（鉄骨造 ４層５段自走式 延
（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参
う。）の100分の５以上とする。）
participating in the proposed tender are
べ面積 約5100）新設に係る建物付帯
加資格」という。）のうち、
「建築一式工事」で
契約保証金 工事請負契約書（案）による。
those who shall :
（消火設備、昇降設備）
級別の格付を受け、南関東防衛局に競争参加
この場合の保証金額は、請負代金額の10分の
 not come under Article 70 and 71 of the
Ｂ．標準図等活用発注方式
を希望していること（会社更生法（平成14年
３以上とする。
Cabinet Order concerning the Budget,
【土木】
法律第154号）に基づき更生手続開始の申立
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
Auditing and Accounting.
・立体駐車場（鉄骨造 ４層５段自走式 延
てがなされている者又は民事再生法（平成11
のない者、提案書等に虚偽の記載をした者そ
 have Grade A or B qualification during
べ面積 約5100）新設に係る建物付帯
年法律第225号）に基づき再生手続開始の申
の他入札の条件に違反した者の行った入札
fiscal year 2019 and 2020 in constructions
土木（舗装、給排水、環境整備、擁壁等）
立てがなされている者については、手続開始
は、無効とする。
for participation in tenders by the Minis‑
一式
の決定後、再度級別の格付を受けているこ
 契約書作成の要否 要
・詳細図等作成業務 一式
と。）。
try of the Environment.
３

契約条項を示す場所等



契約条項を示す場所



