
(号外政府調達第  号)

報
官
木曜日
令和  年  月  日

＜郵送の場合＞
＜郵送の場合＞
午後５時30分まで（正午から午後１時までを
除く。）。）
・受付期間：令和３年５月13日（木）か
・受付期間：令和３年４月８日（木）か
Mail：sys‑e‑cydeenasphelp.rx@ml.
ら令和３年６月18日（金）まで
ら令和３年４月23日（金）
hitachi‑systems.com
・郵送方法：書留郵便等の配達の記録が
・郵送方法：書留郵便等の配達の記録が
 見積参加希望者が電子入札システムで書類
残るものに限る。なお、郵送提出する
残るものに限る。なお、郵送提出する
を提出した場合には、受付票及び競争参加資
旨を事前に現場説明書に記載の担当部
旨を事前に現場説明書に記載の担当部
格確認通知書を電子入札システムで見積参加
局まで連絡すること。
局まで連絡すること。
希望者に送付するので、必ず確認を行うこと。
・郵送先：上記４に同じ。
・郵送先：上記４に同じ。
 本掲示に関して詳細不明な点については、

見積開封の日時
 紙入札による場合
上記４に掲げる担当課に照会すること。
 電子入札システムによる場合
参加表明書、参加資格確認資料（持参又
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
・見積書の提出締切日時：令和３年６月30
は郵送により提出すること。）
め業務の一時中止措置等を行ったことにより
日（水）午前10時30分
＜持参の場合＞
完了が変更となった業務については当初の工
・開封日時：令和３年６月30日（水）午前
・受付期間、受付場所は、上記４
期で完了したものとして評価の対象とする。
11時
＜持参の場合＞のとおり。
ただし、技術資料提出時点で業務評定点の通
・日時変更：見積開封の日時に変更がある
知を受けていないものについては業務評定点
＜郵送の場合＞
場合は、見積者に通知する。
に関する評価の対象外とする。
・受付期間、郵送方法、郵送先は、上記
 紙入札による場合
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
４＜郵送の場合＞のとおり。
・見積方法及び提出場所：持参、郵送（書
め業務の一時中止措置等を行ったことにより
 技術提案書及び見積書の提出要請
留郵便の配達の記録が残るものに限る。）
完了が変更となった業務については、当初の
 電子入札システムによる場合 上記に
又は信書便（以下「郵便等」という。）に
工期で完了したものとして手持ち業務を取り
おいて提出を受けた資料を審査し、技術提
て上記４に提出すること。
扱う。
案書及び見積書提出要請書（以下「技術提
・見積書の提出締切日時：令和３年６月30
 詳細は現場説明書及び技術提案書作成要領

案書等提出要請書」という。）を令和３年５
による。
日（水）午前10時30分（ただし、郵便等
月13日（木）までに電子入札システムによ
による見積書の提出期限は、令和３年６ ６ Summary
り通知する。技術提案書等提出要請書を受
 Official in charge of disbursement of the
月29日（火）午後４時まで）
けた者のみ技術提案書を提出できるものと
procuring entity : Toshitaka Miyata, Presi‑
・開封日時及び日時変更：上記４に同
する。
dent of Metropolitan Expressway Company
じ。
 紙入札による場合 上記において提出
Limited
・その他：見積の開封に当たっては、契約
を受けた資料を審査し、技術提案書等提出
 Classification of the services to be pro‑
責任者より競争参加資格があることが確
要請書を令和３年５月13日（木）までに書
cured : 42
認された旨の通知書の写しを表封筒と見
 Subject matter of the contract : Viaduct
面により通知する。技術提案書等提出要請
積書を入れた中封筒の間に入れて郵便等
design of SHIN‑OMIYA AGEO Express‑
書を受けた者のみ技術提案書を提出できる
により提出すること。
way.
ものとする。
５ その他

Time limit to express interests : 4 : 00
 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出
 手続において使用する言語及び通貨は、日
p.m.
26 April 2021
方法
本語及び日本国通貨に限る。
 Time limit for the submission of propos‑
 電子入札システムによる場合及び紙入札
 契約書の作成要否 要
als to 4 : 00 p.m. 21 June 2021
による場合
 関連情報を入手するための照会窓口は上記
 Time limit for the submission of tenders
技術提案書（書面を持参又は郵送するこ
４に同じ。
by electronic bidding system : 10 : 30 a.m. 30
と。）
 技術提案書のヒアリングを行う。
June 2021 (Tenders submitted by mail :
＜持参の場合＞
 電子入札システムの稼動時間は、休日を除
4 : 00 p.m. 29 June 2021)
・受付期間：令和３年５月13日（木）か
く午前８時30分から午後８時まで。
 The language used for application and
ら令和３年６月21日（月）までの毎日、
 障害発生時及び電子入札システム操作等の
inquiry shall be Japanese.
午前10時から午後４時まで（正午から
問合せ先は、次のとおりとする。
 Contact point for the notice : General Af‑
午後１時までを除く。）。
電子入札ヘルプデスク 電話0570021
fairs and Accounting Division, Renewal ＆
・受付場所：上記４に同じ。
777（ダイヤルイン）
（平日のみ午前９時から
Construction Bureau, Metropolitan Ex‑

pressway Company Limited, 17F KANDA
SQUARE 221, Kanda Nishikicho,
Chiyoda‑ku, Tokyo‑to 1010054, TEL
＋830368033696

資

格

競争参加者の資格に関する公示
Ｒ３土木工事及び業務委託等における諸経費動
向調査業務に係る設計共同体としての競争参加者
の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）
を得ようとする者の申請方法等について、次のと
おり公示します。
令和３年４月８日
関東地方整備局長 土井 弘次
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
１ 業務概要
 業務名 Ｒ３土木工事及び業務委託等にお
ける諸経費動向調査業務
 業務内容
・計画準備 一式
・土木工事における諸経費動向調査 一式
・業務委託における諸経費等動向調査 一式
・電気通信施設点検業務等における諸経費動
向調査 一式
・機械設備工事等における諸経費動向調査
一式
・低入札工事における工事コスト調査 一式
・報告書作成 一式
 履行期間 履行期間は、以下のとおり予定
している。
令和３年７月（上旬）から令和４年３月31
日まで
２ 申請の時期
令和３年４月８日から令和３年４月19日まで
（土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日
に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第
１項に規定する行政機関の休日（以下「休日」
という。））は除く。）。
なお、令和３年４月20日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで（休日を除く。）にお
いても、随時、申請を受け付けるが、当該提出
の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出
できないことがある。

