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審査基準日から入札・開札を経て落札者決 ４ その他
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
 契約の手続において使用する言語及び通貨
において、本工事を監督する部署の施工管理
日本語及び日本国通貨に限る。
業務の受注者、当該施工管理業務の担当技術
 入札保証及び契約保証
者の出向・派遣元、又は当該受注者、担当技
 入札保証 要
術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面に
 契約保証 要
おいて関連がある者として、本工事若しくは
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
上記に示す設計業務等の発注に関与した者
のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載
でないこと。又は現に当該施工管理業務の受
をした者のした入札及び入札に関する条件に
注者、当該施工管理業務の担当技術者の出
違反した入札は無効とする。
向・派遣元、又は当該受注者、担当技術者の
 落札者の決定方式 総合評価落札方式（技
出向・派遣元と資本若しくは人事面において
術提案評価型 提案Ⅰ型）
関連がある者でないこと。
 入札前価格交渉の有無 有
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
 手続におけるその他の交渉の有無 無
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
 契約書作成の要否 要（電子契約による）
において、入札手続きに参加する者の間に、
 本工事に直接関連する他の工事の請負契約
資本関係又は人的関係がないこと。
（同一の者
を本工事の請負契約の相手方との随意契約に
が複数の特定ＪＶの構成員である場合は、当
より締結する予定の有無 無
該関係があるものとみなす。）
関連情報を入手するための窓口 上記３

３ 入札手続等
に同じ。
 担当部署 〒9500917 新潟県新潟市中央
 詳細は、東日本高速道路株式会社のホーム
区天神１１ 東日本高速道路株式会社 新
ページに掲載する入札公告（説明書）による。
潟支社 技術部調達契約課長代理 一郷 友
５ Summary
和 電話0252415116
 契約図書の交付期間、場所及び方法
 Official in charge of the contract of the
 交付期間 令和２年10月30日（金）から
procuring entity : Mizuguchi Kazuyuki, Di‑
令和２年11月16日（月）まで
rector General of Niigata Regional Head
 交付場所 上記３に同じ
Office, East Nippon Expressway Company
 交付方法 東日本高速道路株式会社の
Limited.
ホームページに掲載
 Classification of the services to be pro‑
 競争参加資格確認申請書等の提出期間、場
cured : 41
所及び方法
 Subject matter of the contract : Digital
 提出期間 令和２年10月30日（金）から
mobile radio equipment renewal work un‑
令和２年11月16日（月）16時00分まで
der the jurisdiction of the Niigata Branch
 提出場所 上記３に同じ
 Time‑limit for the submission of applica‑
 提出方法 電子入札システム、郵送（締
tion forms and relevant documents for the
切日必着で書留郵便又は信書便に限る）
qualification : 4 : 00 P.M. 16 November 2020
 入札書の提出期間、場所及び方法
 Time‑limit for the submission of tenders :
 提出期間 令和３年４月５日（月）16時
4 : 00 P.M. 5 April 2021
00分まで
 Contact point for tender documentation :
 提出場所 上記３に同じ
Ichigo Tomokazu, Deputy Manager of Pro‑
 提出方法 電子入札システム、郵送（締
curement & Contract Section, Technology
切日必着で書留郵便又は信書便に限る）
& Procurement Department, Niigata Re‑
 開札の日時及び場所
gional Head Office, East Nippon Express‑
 開札日時 令和３年４月９日（金）13時
way Company Limited 11, Tenjin, Chuo‑
30分
ku, Niigata City, Niigata, 9500917 Japan
 開札場所 東日本高速道路株式会社 新
潟支社 入札室
TEL 0252415116

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 30 日
国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
〇第４号
１ 工事概要等
 品目分類番号 41
 工事名 大阪大学（吹田）薬学研究科教育
研究棟新営（杏の杜プロジェクト）その他工
事
 工事場所 大阪府吹田市山田丘１１（国
立大学法人大阪大学吹田団地構内）
 工事概要 主要構造 鉄骨造、階数 ４階、
工事延べ面積 336576
 工期 令和４年１月31日まで
 使用する主要な資機材 鉄 骨 約590ｔ、
鉄筋 約200ｔ、コンクリート 約1600、
板ガラス 約970
 本工事は、工事の施工について「ワーク・
ライフ・バランス等の推進」並びに「ＶＥ提
案とＶＥ提案に基づく施工計画」及び「工事
全般の施工計画」
（以下、
「技術提案書等」とい
う。）を受け付け、価格と価格以外の要素を総
合的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（標準型）を実施する工事である。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、
「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）
」に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 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。）の提出並びに入札
等を電子入札システムにより行う。なお、電
子入札システムにより難い者は、発注者の承
諾を得て紙入札方式に代えることができる。
２ 競争参加資格
 国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び
第８条の規定に該当しない者であること。



会社更生法（平成14年法律第15号）に基づ
き更生手続開始の申立てをした者又は民事再
生法（平成11年法律第225号）に基づき再生
手続開始の申立てをした者にあっては、手続
開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競
争参加者の資格を有する者であること。
 総合評価の評価項目に示す「工事全般の施
工計画」の欠格に該当しないこと。
 文部科学省において建築一式工事の一般競
争参加者の資格（会社更生法に基づき更生手
続開始の申立てをした者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てをした者にあって
は、手続開始の決定を受けた後に審査を受け
た一般競争参加者の資格をいう。）を有し、
「一
般競争参加者の資格」
（平成13年１月６日文部
科学大臣決定）第１章第４条で定めるところ
により算定した点数（一般競争（指名競争）
参 加 資 格 認 定 通 知 書 の 記 ２ の 点 数） が、
1200点以上であること。
 平成17年度以降に、元請けとして完成・引
渡しが完了した次のからの基準を全て満
たす建築工事（工事内容は問わない）を施工
した実績を有すること（共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る。）。経常建設共同企業体にあっ
ては、経常建設共同企業体又は構成員のうち
一者が上記の施工実績を有すること。
 用途 研究施設
 構造・階数 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト
造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、３
階以上
 工事延べ面積 2500以上
 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
 一級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者として国土交通大臣が
認定した者であること。
 平成17年度以降に、元請として完成・引
渡しが完了した上記２に掲げる工事を施
工した経験を有する者であること（共同企
業体の構成員としての経験は、出資比率が
20％以上の場合のものに限る。）。ただし、
経常建設共同企業体の場合にあっては、一
者の主任技術者又は監理技術者が同種工事
の経験を有していればよい。

