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 契約書の作成の要否 要。なお契約金額に
ついて、積算内訳書を別途提出することとす
る。
 落札者の決定方法 入札説明書による。
 本入札に参加する者は予め｢日本中央競馬
会物品等入札心得｣を熟覧し、承諾したうえ
で入札しなければならない。

５ Summary

 Official in charge of contract : Masashi

Shigeoka, Assistant General Manager of

the KYOTO RACECOURSE of JAPAN

RACING ASSOCIATION

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the services to be

required : Autumn Advertising and Promo‑

tions of KYOTO RACECOURSE in Kyoto

and Osaka.

 Fulfillment period : As shown in the

tender documentation

 Fulfillment place : As shown in the tender

documentation

 Qualifications for the participating in the

tendering procedures : A, B, C or D

 Time of tender : By AM 9 : 30 12 July

2019.

 Contact point for the notice : General Af‑

fairs Section, JAPAN RACING ASSOCIA‑

TION, Kyoto Racecourse, 32, Yoshijima

Watashiba‑jima‑cho, Fushimi‑ku, Kyoto

6128265, Japan TEL 0756313131

入札公告の取消
令和元年５月 22 日
契約責任者 中日本高速道路株式会社

代表取締役社長 宮池 克人
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
平成31年３月22日付（号外政府調達第53号）掲
載の入札公告「平成31年度Ｗｉｎｄｏｗｓ10ＯＳ
ライセンスの調達単価契約」を取り消します。

５）造園
樹木（芝張りとも） 新植一式
移植 移植一式
６）とりこわし
既存建物 とりこわし一式
既存外構 とりこわし一式
工作物 とりこわし一式
既存樹木 伐採・伐根
既存設備（指定外の範囲のみ） とりこ
わし一式

７）設備
電気設備工事（指定外の範囲のみ） 新
設一式
機械設備工事（指定外の範囲のみ） 新
設一式

 工期 令和６年６月14日まで。指定部分１
令和３年10月15日 のうち、１)の一

部、～ ２）の一部 ３）、～、
～の一部及びの一部 ４）～の一
部及び ５）の一部 ６）の一部 指
定部分２ 令和５年２月10日 のうち
２）の一部 指定部分外 のうち １）

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年５月 22 日
契約担当役
独立行政法人労働者健康安全機構

理事 木暮 康二

◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 14
〇営第１号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 大阪労災病院新棟その他建築工事
 工事場所 大阪府堺市北区長曽根町1179
３
 工事内容 本工事は次に掲げる施設の改築
を行うものである。
１）建物
新病院棟
敷地面積 479338
構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

地上10階塔屋１階建て
建築面積 1011815
延べ面積 5136806
建物用途 病院
工事種目 新築１棟
工作物 新設一式
付属棟
構造 鉄骨造平屋建て
建築面積 23896
延べ面積 23896
建物用途 車庫、倉庫
工事種目 新築１棟
工作物 新設一式
医療ガス供給棟
構造 鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積 7910
延べ面積 7910
建物用途 機械室
工事種目 新築１棟
工作物 新設一式
電気開閉所
構造 鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積 2946
延べ面積 2946
建物用途 電気室
工事種目 新築１棟
車寄せ庇
構造 鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積 30440
延べ面積 16812
工事種目 新築１棟

自転車置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 000
延べ面積 36844
建物用途 駐輪場
工事種目 新築１棟
バイク置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 3490（1163×３カ所）
延べ面積 6399（2133×３カ所）
建物用途 車庫
工事種目 新築１棟
バイク置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 581
延べ面積 1066
建物用途 車庫
工事種目 新築１棟
自転車置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 16548（2364×７カ所）
延べ面積 30198（4314×７カ所)
建物用途 駐輪場
工事種目 新築１棟
自転車置場・バイク置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 2364
延べ面積 4314
建物用途 駐輪場、車庫
工事種目 新築１棟
バイク置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 2364
延べ面積 4314
建物用途 車庫
工事種目 新築１棟
バイク置場
構造 軽量鉄骨造平屋建て
建築面積 1072
延べ面積 2047
建物用途 車庫
工事種目 新築１棟

２）既存建物
既存リハビリ棟
構造 鉄骨造地上４階建て
建築面積 233791

延べ面積 640074
建物用途 病院
工事種目 改修一式

３）工作物
門扉 新設一式
車留め支柱 新設一式
囲障 新設一式
植込み土留 新設一式
擁壁 新設一式
外構サイン 新設一式
受水槽基礎 新設一式
オイルタンク・オイルトレンチ 新設一
式
医ガストレンチ 新設一式
防火水槽・消防用水槽 新設一式
駐車場管制基礎 新設一式
４）外構
舗装（縁石とも） 新設一式
砂利敷き 新設一式
屋外排水設備 新設一式
境界石標 新設一式
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