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４

その他
 not come under Articles 28 of the Pro‑
cedures of Contract
契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
 meet the qualification requirements
日本語及び日本国通貨。
which the Obligating Officer may specify
 入札保証金及び契約保証金 免除。
 Time‑limit for tender : 5 : 00 P.M. Decem‑
 入札者に要求される事項 この一般競争に
ber 18, 2020
参加を希望する者は、令和２年12月１日まで
 Contact point for the notice : Contract
に、本公告で示した調達物品及び数量を確実
section, Accounting division, General Af‑
に納入し得ることを証明するため、入札説明
fairs Department, the IAI, Civil Aviation
書に掲げる資料を提出し、当職の競争参加資
College, 6522, Akae‑Hieda Miyazaki‑city
格の確認を入札説明書に定める日までに受け
8808580 Japan. TEL 0985511212
ること。なお、期限までに資料を提出しない
者又は競争参加資格がないと認められた者
入札公告
は、本競争に参加することができない。
次のとおり一般競争入札に付します。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
令和２年 10 月 30 日
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
契約責任者 東日本高速道路株式会社
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
樹
東北支社長 八木
書、その他入札説明書７に掲げる入札書は
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 04
無効とする。
１ 業務概要
 契約書作成の要否 要。
 品目分類番号 42
 落札者の決定方法 独立行政法人航空大学
 業務名 東北自動車道 北上管理事務所新
校契約事務取扱要領第５条の規定に基づいて
築実施設計
作成された予定価格の制限の範囲内で最低価
 業務箇所 東日本高速道路株式会社 東北
格をもって有効な入札を行った入札者を落札
支社管内
者とする。
 業務内容 本業務は、東北自動車道 北上
 手続きにおける交渉の有無 無。
江釣子ＩＣの管理事務所棟の新築及び解体に
 詳細は入札説明書による。
ついて実施設計を行うものである。
５ Summary
 履行期間 契約保証取得の日の翌日から
 Official in charge of disbursement of the
360日間
procuring entity : Makoto Idogawa, Presi‑
 その他
dent of the IAI, Civil Aviation College.
イ 本公告における休日とは、
『行政機関の休
 Classification of the products to be pro‑
日に関する法律（昭和63年法律第91号）第
cured : 14
１条に規定する行政機関の休日』をいい、
 Nature and quantity of the products to be
以下「休日」という。
purchased : By specification
ロ 本業務は、入札者に対する指示書【郵送
 Delivery period : To March 26, 2021
入札】《調査等》（以下『指示書』という。）
 Delivery place : By specification
を使用する。
 Qualification for participating in the ten‑
ハ 本業務は、落札者の希望に応じ、電子契
dering procedures, Suppliers eligible for
約システムを利用して、電磁的記録に変換
participating in the proposed tender are
された契約書を送受信する方法により契約
those who shall :
書の取り交わし及び保管を行う「電子契約」
 have grade A or B on sales in terms
の対象業務である。
of the qualification for participating in ２ 競争参加資格
tenders by the Ministry of Land, Inf‑
 競争参加資格確認申請書の提出期間の最終
rastructure and Transport (Single qualifi‑
日（以下「審査基準日」という。）において、
cation for everyministry and agency) in
東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第
６条の規定に該当しない者であること。
the fiscal year of 2019・2020・2021




開札時において、東日本高速道路株式会社
 審査基準日から開札を経て契約の相手方決
における平成31・32年度調査等競争参加資格
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
の「建築設計」の認定を受けている者である
において、本競争に参加しようとする者の間
こと。
に資本関係又は人的関係がないこと
 審査基準日において、会社更生法（平成14 ３ 入札手続等
年法律第154号）に基づき更生手続開始の申
 担当部署 〒9800021 宮城県仙台市青葉
立てがなされている者又は民事再生法（平成
区中央３２１ 青葉通プラザ３階 東日
11年法律第225号）に基づき再生手続開始の
本高速道路株式会社 東北支社 技術部 調
申立てがなされている者でないこと。
（ただ
達契約課長代理 菊地 慎司 電話022
し、当該申立てに係る手続開始の決定後、あ
2171726
らためて競争参加資格の再認定を受け、上記
 関係書類の取得期間及び方法
に示す条件を満たす場合を除く。）
 取得期間 入札公告日から令和２年11月
 審査基準日から契約の相手方決定の日まで
24日（火）までとする。
の期間に、東日本高速道路株式会社競争参加
 取得方法 入札公告、金抜設計書、特記
資格停止等事務処理要領（平成18年８月７日
仕様書その他入札関係書類、調査等請負契
東高契第269号）に基づき、
「地域２」におい
約書、指示書及び調査等共通仕様書等は東
て競争参加資格停止措置を受けている者でな
日本高速道路株式会社ホームページから取
いこと。
得すること。
 審査基準日において、平成22年４月１日以
 競争参加資格確認申請書の提出期間並びに
降に元請として発注機関に受渡しが完了した
提出場所及び方法
下記に示す「同種業務」の実績を有すること。
 提出期間 入札公告日から令和２年11月
同種業務 公共的施設（公共的施設とは、
24日（火）までの休日を除く、毎日、午前
国・都道府県・市区町村・公益法人・公益民
間企業・独立行政法人・国立大学法人が発注
10時00分から午後４時00分まで。
者となり、施工された施設をいう）における
 提出場所 ３に同じ。
鉄骨造の新築設計
 提出方法 入札公告に基づき競争参加資
 審査基準日において、東日本高速道路株式
格確認申請書を作成し、郵送（書留郵便又
会社が指定する技術者資格及び業務経験を有
は信書便）又は持参により提出するものと
し、かつ、手持ち業務につき東日本高速道路
し、ＦＡＸによるものは受け付けない。
（な
株式会社が指定する件数及び金額未満である
お、提出期間後の競争参加資格確認申請書
者を、本業務の配置予定管理技術者とするこ
等の差替え又は再提出は認めないので、提
とができる者であること。
出の際は、不備・不足がない様十分確認の
 本業務の実施にあたり予定する実施体制が
上、提出すること。）
不適切ではない者であること。
４ その他
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
 手続において使用する言語及び通貨は、日
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
本語及び日本国通貨に限る。
において、本業務を監督する部署の施工管理
 入札保証及び契約保証
業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術
 入札保証 不要
者の出向・派遣元又は当該受注者、担当技術
 契約保証 必要
者の出向・派遣元と資本若しくは人事面にお

契約書作成の要否 要
いて関連がある者として、本業務の発注に関
 前金払の有無 請負代金額が300万円以上
与した者でないこと。又は現に当該施工管理
の場合は「有」。300万円未満の場合は「無」。
業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術
なお、請負代金額が300万円以上の場合は、
者の出向・派遣元又は当該受注者、担当技術
本契約の相手方は請負契約書第34条第１項に
者の出向・派遣元と資本若しくは人事面にお
基づき、前払金の請求をすることができる。
いて関連がある者でないこと。

