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当該工事において、調査基準価格を下回っ ６ Summary
 Official in charge of disbursement of the
た価格をもって契約する場合においては、監
procuring entity : TOGAWA Naomasa Di‑
理（又は主任）技術者及び現場代理人とは別
rector General of the Kinki Regional Devel‑
に同等の要件を満たす技術者の配置を求める
opment Bureau Ministry of Land, Inf‑
ことがある（入札説明書参照）。
rastructure, Transport and Tourism
 手続における交渉の有無 無。
 Classification of the services to be pro‑
 契約書作成の要否 要。
cured : 41
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
 Subject matter of the contract : Construc‑
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
tion work of the excavation area of Sireda
約により締結する予定の有無 無。
Kusunoki in Kinokawa part of Fujisaki
 技術提案書のヒアリングは、必要に応じて

narrow pass
 Time‑limit for the submission of applica‑
行う。
tion forms and relevant documents for the
 技術提案の採否等

qualification by electronic bidding system :
技術提案の採否並びに評価については、競
12 : 00 P.M. (noon) 9 November 2021
争参加資格の確認結果と併せて通知する。
 Time‑limit for the submission of tenders
 関連情報を入手するための照会窓口 上記

by electronic bidding system : 12 : 00 P.M.
４に同じ。
(noon) 26 January 2022 (tenders brought
 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受

along 12 : 00 P.M. (noon) 26 January 2022 or
けていない者の参加 上記２に掲げる一般
tenders submitted by mail 12 : 00 P.M.
競争（指名競争）参加資格の認定を受けてい
(noon) 26 January 2022)
ない者も、上記４により申請書及び資料を
 Contact point for tender documentation
YOKOYAMA Kazuya the second subsec‑
提出することができるが、競争に参加するた
tion chief the Contract Division, Kinki Re‑
めには、開札の時において、当該一般競争（指
gional Development Bureau Ministry of
名競争）参加資格の認定を受け、かつ、競争
Land, Infrastructure, Transport and Tour‑
参加資格の確認を受けていなければならな
ism 1544, Otemae Tyuou‑Ward, Osaka‑
い。
city, 5408586, Japan TEL 0669421141
当該一般競争（指名競争）参加資格の認定
入 札 公 告（建設工事）
に係る申請は、
「競争参加者の資格に関する公
示」
（令和２年10月１日付け国土交通省大臣官
次のとおり一般競争入札に付します。
房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部
令和３年 10 月 15 日
管理課長公示）別記に掲げる当該者（当該者
支出負担行為担当官
が経常ＪＶである場合においては、その代表
近畿地方整備局長 東川 直正
者。）の本店所在地（日本国内に本店がない場 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
合においては、日本国内の主たる営業所の所 １ 工事概要
 品目分類番号 41
在地。以下同じ。）の区分に応じ、同別記に定
 工事名 神戸西バイパス櫨谷地区改良工事
める提出場所において、随時受け付ける。ま
（電子入札対象案件）
（電子契約対象案件）
た、当該者が申請書及び資料を提出したとき
 工事場所 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野地
に限り、近畿地方整備局総務部契約課調査係
先
（〒5408586 大阪府大阪市中央区大手前
 工事内容 工事延長 Ｌ＝9525ｍ 道路
１５44大阪合同庁舎第１号館８階 電話
土工１式、地盤改良工１式、法面工１式、擁
0669421141㈹）においても当該一般競争
壁工１式、コンクリートブロック工１式、場
（指名競争）参加資格の認定に係る申請を受
所打函渠工（Ｂ＝11000×Ｈ＝7000） Ｌ＝
け付ける。
2356ｍ、排水構造物工１式、舗装工１式、
 詳細は入札説明書による。

縁石工１式 道路附属物工１式



工期 契約締結日の翌日から令和５年12月
28日まで。
 使用する主要な資機材 コ ン ク リ ー ト
3588 鋼材（鉄筋を含む。）415ｔ
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び
契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に
係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方
式の試行工事である。
 本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。
 本工事は、国土交通省が提唱するi‑Con‑
structionに基づき、新技術活用促進のため、
発注者が提示する新技術のうち、原則１技術
以上の新技術活用を図る工事である。
 本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
 本工事においては、中間前金払に代わり、

既済部分払を選択した場合には、短い間隔で
出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施
する「出来高部分払方式」を採用する。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下

「申請書」という。）及び競争参加資格確認資
料（以下「資料」という。）の提出及び入札を
電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいもの
は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える
ものとする。
 総価契約単価合意方式の適用

１）本工事は、
「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
２）本方式の実施方式としては、
イ）単価個別合意方式（工事数量総括表の
細別の単価（一式の場合は金額。下記ロ）
において同じ。）のそれぞれを算出した上
で、当該単価について合意する方式）

ロ）包括的単価個別合意方式（工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式）が
あり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選
択した場合において、上記１）の協議の開
始の日から14日以内に協議が整わないとき
は、包括的単価個別合意方式を適用するも
のとする。
３）受注者は、
「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
４）その他本方式の実施手続は、
「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
 本工事は、工事実施にあたって不足する下

請け等の技術者や技能者等を、通常考える工
事実施地域外から広域的に確保せざるを得な
い場合に、
「共通仮設費（率分）のうち営繕費」
及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部
の費用（以下「実績変更対象費」という。）に
ついて、契約締結後、労働者確保に要する方
策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
金額相当では適正な工事の実施が困難になっ
た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま
えて最終精算変更時点で設計変更する試行工
事である。
 本工事は、契約数量の一部分を直接工事費

に対する率計上により積算し、見積り価格の
算出に係る、当初契約時の時間短縮及び簡素
化を目指す試行工事である。なお、契約締結
後において、率計上の対象工種については、
協議を行い、変更対応を行うものである。
 本工事は、ＩＣＴ技術の全面的活用を図る

ため、起工測量、設計図書の照査、施工、出
来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の
記録及３次元データを活用するＩＣＴ活用工
事の対象工事（発注者指定型）
【土工】である。
 本工事は、ＩＣＴ技術の全面的活用を図る

ため、受注者の提案・協議により、起工測量、
設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及
び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類
について３次元データを活用するＩＣＴ活用
工事の対象工事（施工者希望Ⅱ型【舗装工】
及び【地盤改良工】）である。

