は、設計図書を変更し、必要があると認めら

いて、当該一般競争参加資格の認定を受け、

れる場合には請負代金額の変更を行うものと

かつ、競争参加資格の確認を受けていなけれ

する。詳細は特記仕様書等による。

ばならない。

５）郵送による入札の受領期限は令和３年２
月15日13時00分。
郵送先は、北陸地方整備局総務部契約課
契約係

低入札価格調査を受けたものとの契約につ

当該一般競争参加資格の認定に係る申請

いては別冊契約書案第35条第１項中「10分の

は、
「競争参加者の資格に関する公示」
（平成30

地方整備局１階入札室にて行う。

４」を「10分の２」とし、第５項、第６項及

年３月30日付け国土交通省大臣官房地方課

設計業務成果等の閲覧

び第７項もこれに準じて割合変更する。

長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長



(号外政府調達第  号)

６）開札は、令和３年２月18日10時00分北陸


本工事において

は、設計業務成果を閲覧することができる。



次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 19 日
（契約責任者）
西日本高速道路株式会社 関西支社
支社長 永田 順宏
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
〇第 33 号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 名神高速道路 園田高架橋他３橋
耐震補強工事（不落札協議対象・電子入札対
象）
 工事場所 自）大阪府豊中市名神口一丁目
至）兵庫県西宮市今津水波町
 工事内容 本工事は、大阪高速道路事務所
が管理する高速道路のうち、豊中ＩＣ〜西宮
ＩＣ間にある橋梁４橋の耐震補強を行うもの
である。
 工事概算数量
橋脚補強 74基
基礎杭工 ２箇所
支承部補強 98箇所
落橋防止構造 80箇所
横変位拘束構造 ８箇所
 工期 契約締結日の翌日から960日間
 使用する主要な資機材
コンクリート 約500
鉄筋 約150ｔ
 本工事は資料の提出、入札等を電子入札シ
ステムで行う電子入札対象工事である。なお、
電子入札によりがたい者は、契約責任者に届
出を行い、紙入札方式によることができる。
 本工事は、
「企業の基礎的な技術力」及び「企
業の高度な技術力」として入札説明書に参考
として示した図面及び仕様書（以下「設計図
書」という。）又はそのうちあらかじめ指定す

Ｖである場合においては、その代表者。）の本

術者等の専任制違反の事実が確認された場合

店所在地（日本国内に本店がない場合におい

その他

は、契約を結ばないことがある。なお、種々

ては、日本国内の主たる営業所の所在地。以

の状況からやむを得ないものとして承認され

下同じ。）の区分に応じ、同別記に定める提出

た場合の外は、申請書の差し替えは認められ

場所において、随時受け付ける。



契約の手続において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限る。



入札保証金及び契約保証金
１）入札保証金

納付（保管金の取扱店

日

本銀行新潟支店）。ただし、利付国債の提

専任の主任技術者又は監理技術者の配置が

ときに限り、北陸地方整備局総務部契約課

義務付けられる工事において、調査基準価格

（〒9508801 新潟県新潟市中央区美咲町１

を下回った価格をもって契約する場合におい

丁目１番１号

ては、主任技術者又は監理技術者とは別に同

においても当該一般競争参加資格の認定に係

等の要件を満たす技術者を配置すること。

る申請を受け付ける。



北陸地方整備局）を

報

もって入札保証金の納付に代えることが出
来る。また、入札保証保険契約の締結を行
い、又は契約保証の予約を受けた場合は、



本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、受注

入札保証金を免除する。

官

２）契約保証金

納付（保管金の取扱店

者は工事コスト調査に協力しなければならな

日

月曜日

庁

北陸地方整備局）をもって契約保証金

の納付に代えることができる。また、公共

入札の無効

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑



契約書作成の要否



本工事においては、短い間隔で出来高に応

要。

ure, Transport and Tourism

高部分払方式」を採用する。





Subject matter of the contract : Construc‑
tion Work of the R25Asahiatsumidou‑

を本工事の請負契約の相手方との随意契約に

の記載をした者のした入札及び入札に関する

り締結する予定の工事の範囲等は、入札説明

有（随意契約によ

ro2gou tonneru kouji





関連情報を入手するための照会窓口

Time‑limit for the submission of applica‑
tion form to electronic bidding system :

書参照。）

条件に違反した入札は無効とする。

13 : 00
上記






一般競争参加資格の認定を受けていない者



30 Oct 2020

Time‑limit for submission of materials

５に同じ。

者は設計図書に定める工事目的物の機能、性
能等を低下させることなく請負代金額を低減

Classification of the services to be pro‑

cured : 41

本工事に直接関連する他の工事の請負契約
より締結する予定の有無

契約締結後、受注



じた部分払や設計変更協議を実施する「出来

本公告に示した競争参加資格

契約締結後の技術提案

Official in charge of disbursement of the

General of the Hokuriku Regional Develop‑

のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽





た後、発注者において公表する。

履行保証保険契約の締結を行った場合は、
契約保証金を免除する。

Summary

及び低入札価格調査資料との整合等を分析し

工事履行保証証券による保証を付し、又は



詳細は入札説明書による。

７

procuring entity : Jiro Okamura, Director‑

北陸地方整備局）又は金融

機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官




電話0252808880（代表））

い。なお、工事コスト調査については、内訳

本銀行新潟支店）。ただし、利付国債の提
供（取扱官庁

また、当該者が申請書及び資料を提出した

ない。

北陸地方整備局）又は銀行

等の保証（取扱官庁

令和  年  月  日

入 札 公 告（建設工事）

後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技

供（取扱官庁



公示）別記に掲げる当該者（当該者が経常Ｊ

る。
６

Contact point for tender documentation :
Contract Division, General Affairs De‑
partment, Hokuriku Regional Development
Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism, 111 Misaki‑
cyo Chuo‑ku Niigata‑shi, Niigata‑ken, Ja‑
pan 9508801 TEL 0252808880 ex. 2526

落札者決定

配置予定監理技術者等の確認

なお、閲覧に係わる詳細は入札説明書によ



relating by mail : 13 : 00

25 Dec. 2020

Time‑limit for the submission of tenders

することを可能とする施工方法等に係る設計

の参加

上記２２）に掲げる一般競争参加

by electronic bidding system : 13 : 00

15

図書の変更について、発注者に提案すること

資格の認定を受けていない者も上記５によ

Feb. 2021 (tenders brought with 13 : 00

15

ができる（ただし、総合評価に係る技術提案

り申請書及び資料を提出することができる

Feb. 2021 or tenders submitted by mail

の範囲を除く。）。提案が適正とされた場合に

が、競争に参加するためには、開札の時にお

13 : 00

15 Feb. 2021)

