 Qualifications for participating in the
その他
tendering procedures : Suppliers eligible for
契約手続において使用する言語及び通貨
participating in the proposed tender are
日本語及び日本国通貨。
those who shall :
 入札保証金及び契約保証金 免除。
Ａ not come under Article 6 and 7 of the
 入札者に要求される事項 この一般競争に
Regulation concerning the Contract for
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
The National University Corporation
告に示した物品を納入できることを証明する
Nara Womens University Furthermore,
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
minors, Person under Conservatorship or
しなければならない。入札者は、開札日の前
Person under Assistance that obtained
日までの間において、学長から当該書類に関
the consent necessary for concluding a
し説明を求められた場合は、それに応じなけ
contract may be applicable under cases
ればならない。
of special reasons within the said clause,
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
Ｂ have the Grade A, Grade B or Grade C
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
qualification during fiscal 2020 in the
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
Kinki area in sales of product for partici‑
書、その他入札説明書による。
pating in tenders by Single qualification
 契約書作成の要否 要。
for every ministry and agency,
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
Ｃ not be currently under a suspension of
納入できると学長が判断した入札者であっ
business order as instructed by President,
て、国立大学法人奈良女子大学の契約事務取
Nara Womens University.
扱規則第14条の規定に基づいて作成された予
 Time limit of tender : 17 : 00 9 Decem‑
定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有
ber, 2020
 Contact point for the notice : Tsutomu
効な入札を行った入札者を落札者とする。
Shimizu, Contracts Section1, Financial Di‑
 手続における交渉の有無 無。
vision, The National University Corpora‑
 その他 詳細は、入札説明書による。なお、
tion Nara Womens University, Kitauoya
入札説明書等で当該調達に関する環境上の条
Higashi‑machi Nara‑shi 6308506 Japan,
件を定めた調達であると示されている場合
TEL 0742203985
は、十分理解した上で応札すること。
 Please be noted that if it is indicated that
５ Summary
environmental conditions relating to the
 Official in charge of disbursement of the
procurement are laid down in its tender do‑
procuring entity : Haruki Imaoka, Presi‑
cuments.
dent, Nara Womens University
 Classification of the products to be pro‑
入 札 公 告（建設工事）
cured : 6
次のとおり一般競争入札に付します。
 Nature and quantity of the products to be
令和２年 10 月 29 日
purchased : Recycled PPC Paper A4 and 3
支出負担行為担当官
kinds 1 Set
近畿地方整備局副局長 伊藤 博信
 Delivery period : By 31 December, 2021
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
 Delivery place : The places specified by 〇第 10 号
the Obligating Officer (Nara University of １ 工事概要
Education, Nara Institute of Science and
 品目分類番号 41
Technology, Kyoto University of Educa‑
 工事名 大阪港北港南地区航路（−16ｍ）
附帯施設護岸余水吐等工事（第２工区）
tion, Osaka Kyoiku University)
４



令和  年  月  日

木曜日

官

報

(号外政府調達第  号)






工事場所 大阪市此花区夢洲東１丁目地先
工事内容 本工事は、航路浚渫に伴い発生
する土砂の受入のための附帯施設護岸の基
礎工及び余水排水工を施工するものである。
 工期 契約締結の日から令和４年１月31日
まで
 使用する主要な資機材 石材、鋼管矢板、
杭打船、ガット船、クレーン付台船、バック
ホウ、出入口操作船、監視船
 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、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
（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。
また、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の試行工
事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を
除く。
 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下
「申請書」という。）及び競争参加資格確認資
料（以下「資料」という。）の提出、入札等を
電子入札システムで行う対象工事である。な
お、電子入札システムによりがたいものは、
発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるもの
とする。
 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えるものとする。
 本工事は、競争参加資格を有すると認めら

れた者に対し、見積参考資料を開示する試行
工事である。
 本工事は、中間前金払に代わり、出来高に

応じた部分払を選択することができる「出来
高部分払方式」の工事である。
 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と

して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。なお、本
方式の実施にあたっては、単価等を個別に合

意する方式を基本とするが、受注者の希望に
より、単価を一括的に合意する方式も可能と
する。
 本工事は、落札決定後に「予定価格（税抜

き）、予定価格（税抜き）の積算内訳、調査
基準価格、落札理由（総合評価方式）」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。
「積算の内訳」については、契
約後に適宜、近畿地方整備局港湾空港部ＨＰ
等により公表する。
 本工事は、若手の主任（監理）技術者を定

期的に指導する経験豊富な技術者（技術指導
者）を配置できる「若手技術者登用促進型」
の試行工事である。なお、技術指導者の配置
については、参加表明書の提出者が選択でき
るものとする。若手主任（監理）技術者は、
令和２年４月１日時点で満40歳未満の者とす
る。
 本工事は、国土交通省が提唱するi‑Con‑

structionに基づき、ＩＣＴの全面的活用を
図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、
工事完成図、施工管理の記録及び関係書類に
ついて３次元データを活用するＩＣＴ活用工
事である。
本工事では、ＩＣＴを用いた３次元測量等
を実施し、それらで得られた３次元データを
納品するものとし、詳細については特記仕様
書によるものとする。
 本工事は、港湾建設業等における労働賃金

改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
 本工事は、休日の確保を評価する「休日確

保評価型（工期指定）」の試行工事である。
 本工事は、若手技術者を主任技術者又は監

理技術者として配置した場合、請負工事成績
評定で評価する試行工事である。
 本工事は、働きやすい職場環境を整備した

場合、請負工事成績評定で評価する試行工事
である。
 本工事は、担い手育成活動を実施した場合、

請負工事成績評定で評価する試行工事であ
る。
 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応

じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正
を行う試行工事である。

