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 予算決算及び会計令第73条の規定に基づ
き、契約担当官等が定める一般競争参加者と
して、二酸化炭素排出原単位、未利用エネル
ギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関
し、入札適合条件を満たすこと。（条件は入札
説明会にて提示する）
 本公告の日から開札日までの間に、本会か
ら競争入札参加停止措置を受けている日が含
まれていないこと。

３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び参加資格等問い合
わせ先 〒1500002 東京都渋谷区渋谷３
1210 日本中央競馬会 ウインズ渋谷 Ｔ
ＥＬ0334090467 ＦＡＸ0334065440
 入札説明会の日時及び場所 令和３年４月
９日（金）11時00分 ウインズ渋谷 会議室
入札参加希望者は、入札説明会前日17：00
までに上記のウインズ渋谷にＦＡＸするこ
と。
ＦＡＸの内容は、社名・担当者名・担当者
連絡先（電話／ＦＡＸ／メールアドレス）・
説明会の出欠を記載し、ＦＡＸの受領の確認
をもって受付完了とする。なお、フォーマッ
トは問わない。
 入札説明書の交付方法 入札説明会で直接
交付するが、資料送付を希望する場合は返信
用封筒を送付すること。
返信用封筒は入札説明会の開始時刻までに
上記のウインズ渋谷が受領していること。
 参加審査書類等の提出期限 令和３年４月
21日（水）16時00分 受付時間等の詳細は入
札説明会において説明するが、提出先は本部
ウインズ事業室となる。
 入札、開札の日時及び場所 令和３年４月
23日（金）11時00分 ウインズ渋谷 会議室
入札書の送付の場合は、同刻まで上記の
ウインズ渋谷が受領していること。

４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。

 入札保証金及び契約保証金 免除する。
 入札の無効 本公告に示した競争参加に必
要な資格のない者の提示した入札書及び入札
条件に違反した入札書は無効とする。また、

落札者が落札決定から契約締結までの期間に
競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入
札に関する一切を無効とする。
 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 上記２の要件を満たし
た業者で、本会が作成した予定価格の範囲内
で最低価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
 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 : Minoru

Takano, Assistant General Manager of

WINS Department of Japan Racing Asso‑

ciation

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the services to be

required : Electric Power

 Delivery period : From 1 July 2021 th‑

rough 30 June 2024

 Delivery place : WINS Shibuya ＆WINS
Shinjuku of Japan Racing Association

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : A

 Date and Time of tender : 11 : 00 a.m. 23

April 2021

 Contact point for the notice : Japan Rac‑

ing Association, WINS Shibuya, 31210
Shibuya, Shibuya‑ku, Tokyo 1500002 Ja‑
pan TEL 0334090467, FAX 033406
5440

入札公告の取消
令和３年３月１日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 貝沼 諭

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
〇第 107 号
令和３年１月８日（号外政府調達第５号・３

ページ）掲載の第103号、「遺失物管理業務高
度化プログラム外 一式」、「行政情報管理シ
ステム業務プログラム外 一式」の入札公告を取
り消します。

 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する
簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価
格と価格以外の要素と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（簡易型）
の適用工事である。

 本工事は、電子契約によることができる。
（詳細は入札（見積）者に対する指示書を参
照）
 契約制限価格を上回った場合の取扱い
本工事の競争入札では、見積協議方式を適
用する。
見積協議方式とは、全ての入札参加者の入
札価格が契約制限価格を上回った場合に、総
合評価点の最も高い者などの特定の１者を協
議相手として選定し、会社の設計価格の算出
方法と協議の相手から提出された入札価格の
算出方法との相違点を確認するための協議を
行った上で相手の入札価格で契約を締結した
後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で
確認対象となった項目との差異を確認し、差
異のあった項目について契約変更を実施する
方式をいう。

２ 競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資
格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足
し、かつ、八王子支社長による当該工事に係る
競争参加資格確認の結果、資格があると認めら
れた者とする。
 「中日本高速道路株式会社契約規則」（中日
本高速道路株式会社規程第25号）第11条の規
定に該当しない者であること。
 単体の場合 橋梁補修工事において、開
札時に「平成31・32年度中日本高速道路株
式会社工事競争参加有資格者」であり、（会
社更生法（平成14年法律第154号）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（平成11年法律第225号）
に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、当
社が別に定める手続きに基づく競争参加資
格の再認定を受けていること。）かつ、当該
資格の認定の際に算定された経営事項評価
点数が1100点以上の橋梁補修工事を有し
ている者（上記の再認定を受けたものに
あっては、当該再認定の際に、経営事項評
価点数が1100点以上（橋梁補修工事）で
あること。）。ただし、令和３・４年度工事
競争参加資格における当該資格を開札（入
札執行）時において有していることを条件
とする。

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３月１日
（契約責任者）中日本高速道路株式会社

八王子支社長 湯川 保之
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 中央自動車道 新吉野橋他１橋耐
震補強工事（2020年度）（電子入札（郵送入札）
対象案件）
 工事場所
中央自動車道 富士吉田線
自）神奈川県相模原市緑区吉野
至）山梨県上野原市上野原

 工事内容 本工事は、中央自動車道 相模
湖ＩＣ～上野原ＩＣ間の新吉野橋、新境川橋
の計２橋の上り線の橋梁耐震補強工事であ
る。
 工事概算数量
鋼構造物補強工 鋼重約04千ｔ
支承取替 約35基
変位制限構造 約10基
制震装置 約20基
落橋防止構造 約15箇所
下部工補強（ＲＣ巻立） ２基
下部工補強（炭素繊維巻立） ３基

 工期 契約締結日の翌日から1170日間（週
休２日制モデル工事）
 本工事は、全ての入札参加者から単価表の
提出を求める工事である。
 本工事は、競争参加資格において「配置予
定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締
結後の設置要件とする工事である。
 本工事は資料の提出、入札を電子入札シス
テム又は郵送で行う工事であり、当社ホーム
ページに掲載の電子入札（郵送入札）運用マ
ニュアルを適用する。なお、電子入札により
がたいものは、電子入札（郵送入札）運用マ
ニュアルに基づき契約責任者に届出を行い、
郵送による紙入札方式によることができる。
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