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 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall ;

 It must be a person who doesnt corre‑

spond to the person and the bankrupt

who doesnt have the ability that the cor‑

responding contract concludes by not ob‑

taining rehabilitation.

 It is a person who disturbed the execu‑

tion of the duty as the person and the

staff who disturbed the fulfillment of the

person and the highest bidder who dis‑

turbed the execution of a person who did

the act of injustice for the compact pros‑

ecution and a fair competition of the con‑

tract, and it is ill‑founded and it person

who doesnt correspond to the person

who doesnt perform a contract.

 Have the Grade A in Service, Manu‑

facturing in terms of the qualification

for participating in tenders by the Minis‑

try of Health, Labour and Welfare (Sing‑

le qualification for every ministry and

agency) in Kanto‑Koshinetsu Area in fis‑

ical years 2019, 2020, 2021

 Prove to have actually engaged in fair

amount of similar matters properly

 Prove to have the ability to provide

sufficient service with certainty

 Prove to have no false statement in

tendering documents

 Prove neither the business condition

nor credibility is deteriorating

 Other persons who are qualified as pro‑

vided in the bidding instructions

 Time‑limit for Tender : 11 : 00 AM, 12

April, 2021

 Contact point for the notice : Naohiro

Morizumi, Procurement Management De‑

partment, Japan Pension Service, 524,
Takaido‑nishi 3‑chome, Suginami‑ku,

Tokyo, 1688505, Japan TEL 035344
1100

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３年２月 18 日
契約責任者 東日本高速道路株式会社

北海道支社長 田中 直樹
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 01
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 日高自動車道 植苗高架橋耐震補
強工事
 工事場所
（自）北海道苫小牧市字植苗
（至）北海道苫小牧市字沼ノ端

 工事内容 本工事は、日高自動車道 植苗
高架橋（上り線）他５橋の耐震補強を行うも
のである。
 工事概算数量 コンクリート巻立 17基
連続繊維シート巻立 21基 水平力分担構造
34箇所

 工期 契約保証取得の日の翌日から1110
日間
 使用する主要な資機材 コンクリート
500、鉄筋 40ｔ

２ 競争参加資格
 審査基準日（下記３に示す競争参加資格
確認申請書等の提出期間の最終日をいう。以
下同じ。）において、NEXCO東日本の契約規
程実施細則第６条の規定に該当しない者であ
ること。
 令和３年３月31日までに、工事種別「土木
工事」に係るNEXCO東日本の「平成31・32
年度工事競争参加資格」を有する者で、かつ、
当該資格の認定の際に算定された客観的事項
に係る点数（以下「経営事項評価点数」とい
う。）が1400点以上の者であること、又は経営
事項評価点数が1400点以上である者による２
者で構成された特定建設工事共同企業体（以
下「特定JV」という。）であること。
なお、特定JVの場合は、すべての構成員

が「２ 競争参加資格」を満たすこと。
 審査基準日において、会社更生法に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者、又
は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者でないこと。（ただし、当該
申立てに係る手続開始の決定後、あらためて
競争参加資格の再認定を受け、上記に示す
条件を満たす場合を除く。）
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含
む。）において、NEXCO東日本から「地域１
（北海道支社が所掌する区域）」において、競
争参加資格停止を受けていないこと。
 審査基準日において、平成17年度以降に元
請として完成及び引渡しが完了した下記同種
工事の施工実績を有すること。
ただし、当該工事を共同企業体の構成員と
して施工した場合は、出資の割合（出資比率）
が20％以上である場合に限り施工実績として
認める。
なお、同種工事の施工実績を同一の工事に
おいて有する必要はない。
同種工事ａ） 道路橋における下部工の耐
震補強を実施した工事
特定JVを構成して競争参加する場合、同

種工事ａ）は、全ての構成員が有している必
要がある。

本工事の競争参加資格においては、
NEXCO東日本が発注した、「確定した判決又
は公正取引委員会による課徴金納付命令若し
くは排除措置命令において独占禁止法違反行
為があったとされる工事」の施工実績は、企
業の施工実績として認めない。
また、記載した工事が、次のイ）又はロ）
に該当する工事は施工実績として認めない。
イ）NEXCO東日本又は旧日本道路公団の工
事については、評定点合計が65点未満の工
事
ロ）上記以外の高速道路会社、国又は地方公
共団体等の工事においては、評定点合計が
一定の点数未満であるため当該発注機関の
競争入札において施工実績として認めてい
ない工事

 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含
む。）において、本工事に係る設計業務等の請
負人、当該設計業務等の下請負人、又は当該
請負人、下請負人と資本若しくは人事面にお
いて関連がある者でないこと。
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含
む。）において、本工事を監督する部署の施工
管理業務の請負人、当該施工管理業務の担当
技術者の出向・派遣元、又は当該請負人、担
当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事
面において関連がある者として、本工事の発
注に関与した者でないこと。又は現に当該施
工管理業務の請負人、当該施工管理業務の担
当技術者の出向・派遣元、又は当該請負人、
担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人
事面において関連がある者でないこと。
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含
む。）において、入札に参加しようとする者の
間に、資本関係又は人的関係がないこと。（同
一の者が複数の特定JVの構成員である場合
は、当該関係があるものとみなす。）

３ 入札手続等
 担当部署 〒0048512 札幌市厚別区大谷
地西５丁目12番30号 東日本高速道路株式会
社 北海道支社 技術部 調達契約課 鳥本
和典 電話0118965777

入札公告の訂正
令和３年２月 18 日

契約等担当職 日本中央競馬会
法務部契約室長 田原 克彦

◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
〇３日競総務サ第２号
１ 掲載日 令和３年２月９日（号外政府調達第
26号）
２ 訂正内容 22ページ１段目、日本中央競馬会
に係る「入札公告」３日競総務サ第１号中、３
の中「keiyaku-qa@jra.go.jp」を追記、３
の中「令和３年２月26日11時00分 日本中央
競馬会 本部 ９階第３会議室」を「次のメー
ルアドレスに交付請求を行った者に対して、令
和３年２月26日以降電子メールにより交付す
る。keiyaku-qa@jra.go.jp」に、３の中「日
本中央競馬会 本部 ９階第２会議室」を「入
札説明書に定める方法により実施」に、５の
中「keiyaku-qa@jra.go.jp」を追記してそれ
ぞれ訂正します。
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