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 調査等概要 本業務は、伊勢湾岸自動車道
Summary
の名古屋南ＩＣ・ＪＣＴ〜名港潮見ＩＣ間に
Subject matter of the contract : Seismic
おける東海大府高架橋及び新宝跨線橋の耐震
retrofit design of the Kinjo Viaduct and
補強設計を行うものである。
other 4 bridges on Ise‑Wangan Expressway.
既設橋梁動的解析 ４連
(Part.1)
橋脚耐震補強設計 31基
 Due date for the submission of applica‑
耐震補強動的解析 ４連
tion forms and relevant documents for the
落橋防止システム設計 17箇所
qualification : 4 : 00 P.M. May 13, 2019
支承取替設計 27箇所
 Due date for the submission of tenders by
施工計画検討 ２橋
electronic bidding system : 4 : 00 P.M. July
 履行期間 360日間
17, 2019 (Tenders submitted by registered
 本業務は、資料の提出及び入札を電子入札
mail, 4 : 00 P.M. July 17, 2019)
システム又は郵送で行う対象業務であり、当
 Official in charge of the contract of the
社ホームページに掲載の「電子入札（郵送入
procuring entity : Kiyohisa Kondo, Director
札）運用マニュアル」を適用する。なお、電
General of Nagoya Branch, Central Nippon
子入札システムにより難いものは、
「電子入札
Expressway Company Limited
（郵送入札）運用マニュアル」に基づき契約
 Classification of the services to be pro‑
責任者に届出を提出して郵送で行う紙入札方
cured : 42
式によることができる。
 The language used for application and
 本業務は、価格と価格以外の要素を総合的
inquiry shall be Japanese．
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
 Contact point for tender documentation :
式の業務である。
Contract team, General Affairs and Corpo‑
rate Strategy Department, Nagoya Branch, ２ 指名されるために必要な要件
 入札参加者に要求される資格
Central Nippon Expressway Company Lim‑
 当社ホームページに掲載の「中日本高速
ited 21819, Nishiki, Naka‑ku, Nagoya
道路株式会社契約規則」第11条の規定に該
City, 4600003 Japan, TEL 0522221448
当しない者であること。
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示
 当社ホームページに掲載の「中日本高速
（建築のためのサービスその他の技術的
道路株式会社工事・調査等の資格登録に関
サービス（建設工事を除く））
する要領」に基づく平成31・32年度競争参
次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を
加資格における「橋梁設計」の資格を有す
開始します。
る者であること。
平成 31 年４月 22 日
 入札に参加した者の間に資本関係又は人
契約責任者 中日本高速道路株式会社
的関係がないこと。
名古屋支社長 近藤 清久
 入札参加者を選定するための基準 「中日
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
本高速道路株式会社契約規則」第31条に規定
１ 調査等概要
する指名基準による。なお、同基準中の「当
 品目分類番号 42
該調査等における技術的適性」については、
 調査等名 伊勢湾岸自動車道 東海大府高
同種又は類似の業務の実績並びに配置予定の
架橋他５橋耐震補強設計（その１）
技術者の資格及び業務の経験等を勘案するも
 調査等箇所
のとする。
自）愛知県名古屋市緑区別所山（名古屋南 ３ 総合評価落札方式に関する事項
ＩＣ・ＪＣＴ）
 総合評価落札方式の仕組み 本業務の総合
至）愛知県名古屋市港区潮見町（名港潮見
評価落札方式は、参加表明書に記載された内
ＩＣ）
容（企業の実績、配置予定技術者の資格・経
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験等）の評価による技術評価点と入札書の価
格により算定される価格評価点とを加味した
総合評価点が最も高い者を落札者とする方式
である。
 総合評価の方法
 総合評価点の算出方法は、以下のとおり
とする。
総合評価点：技術評価点＋価格評価点
 参加表明書の記載内容に応じ、以下の評
価項目ごとの評価を行い、最大で500点の
技術評価点を与える。なお、評価項目の詳
細及び評価に関する基準については、入札
説明書による。
１）企業の実績及び業務実施能力
２）業務実施体制
３）配置予定技術者の資格及び経験等
 技術評価点の算出方法は、以下のとおり
とする。
技術評価点：500×（評価項目別得点の
合計点／100点）
 価格評価点の算出方法は、以下のとおり
とする。
価格評価点:100100×（Ｐ／Ｌ−Ｘ／
Ｌ）
ここに、Ｐ：入札書に記載の価格（入札価
格）
Ｌ：契約制限価格
Ⅹ：最低入札価格
 落札者となるべき者の決定方法
 入札参加者の入札書を開札し、契約制限
価格の範囲内における有効な入札のうち、
技術評価点と価格評価点とを加え合せた総
合評価点の最も高い者を落札者となるべき
者とする。
 上記において、総合評価点の最も高い
者が２者以上あるときは、当該入札を行っ
た者にくじを引かせて落札者となるべき者
を決定する。
 評価内容の担保 受注者の責により参加表
明書に記載された内容を満足できない場合
は、その程度により成績評定点を最大10点減
点する。また、契約違反としての措置を講じ
る場合がある。
４ 入札手続等
 担当部局 中日本高速道路株式会社 名古
屋支社 総務企画部 契約チーム 〒460
0003 名古屋市中区錦２1819 三井住友
銀行名古屋ビル12階 電話0522221448



入札説明書の交付期間並びに交付場所及び
方法
 交付期間：手続開始の公示の日から平成
31年７月18日（木）までの土曜日、日曜日
及び祝日を除く毎日午前10時から午後４時
まで
 交付場所：当社ホームページに掲載の入
札情報公開システムによる。
 交付方法：入札情報公開システムにデー
タをアップロードして交付する。
（URL:https://www.epi‑asp.fwd.ne.jp/
koukai/do/logon?name1=
06E0060006200600）
なお、データのダウンロードにはパス
ワードが必要となり、パスワードは電子入
札システムの個々の調達案件概要（備考欄）
に掲載する。
また、電子入札システムを導入していな
い入札参加者に対してもパスワードを通知
するので、データのダウンロードを希望す
る場合は担当部局まで問い合わせること。
手続開始の公示及び設計図書等は、訂
正・取消をする場合があり、訂正・取消を
行ったときは、入札情報公開システムに掲
載する。
 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び
方法
 提出期限：平成31年５月13日（月）午後
４時00分
 提出場所：上記に同じ。
 提出方法：電子入札システムにより提出
すること。ただし、電子データの要領が２
ＭＢを超える場合又は契約責任者へ郵送に
よる紙入札方式の届出を行った場合は、上
記の期限までに、上記に郵送（書留郵
便に限る。）すること。なお、郵送による場
合には（正）１部及び（副）１部とする。
 開札（入札執行）の日時及び場所等
 電子入札による入札の締切り 平成31年
７月18日（木）午後４時00分
 郵送による入札書の提出期限及び提出場
所 平成31年７月18日（木）午後４時00分
上記に郵送すること。
（書留郵便に限
る。）

