８

一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記７の認定（上記７の再認定を含
む。以下同じ。）を受けていない者を構成員に含

(号外政府調達第  号)

む特定建設工事共同企業体も上記５及び６によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記７の認定を受けていな
い構成員が上記７の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
９

資格審査結果の通知
「一般競争参加資格確認通知書」により通知
する。

10

資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定

報

の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され

官

る日までとする。
11

その他


特定建設工事共同企業体の名称は、
「長崎
497号松浦２号トンネル（上登木免地区）新

木曜日

設工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」
とする。


当該工事にかかる競争に特定建設工事共同

令和  年  月  日

企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告（建設工事）」に示すところにより競争参加
者資格の確認及び選抜を受けていなければな
らない。

競争参加者の資格に関する公示の訂正
次のとおり訂正します。
令和３年 10 月 21 日
北海道開発局長



◎調達機関番号
１

掲載日
176号）

020

橋本

◎所在地番号

幸

01

令和３年９月21日（号外政府調達第

２

訂正内容
58ページ３工事のうち、
「橋梁形式：７径間
連続ＰＣＴラーメン箱桁橋」を「橋梁形式：７
径間連続ＰＣ箱桁橋」に、５のうち、「令和
３年10月22日まで」を「令和３年11月19日まで」
に、
「令和３年10月23日以降」を「令和３年11月
20日以降」に訂正します。
59ページ６イのうち、
「平成18年度以降に、
次のからの全ての要件を満たす工事を元請
として施工した実績を有すること（共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20％以上
の場合のものに限る。）。ただし、代表者以外の
構成員については、次の、及びの要件を
満たす工事を元請として施工した実績を有する
こと（共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20％以上の場合のものに限る。）。」を
「【工事と工事の両方、または工事のみ
入札参加する場合】平成18年度以降に、次の
からの全ての要件を満たす工事を元請として
施工した実績を有すること（共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る。）。ただし、代表者以外の構成員
については、次の、及びの要件を満たす
工事を元請として施工した実績を有すること
（共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20％以上の場合のものに限る。）。ただし、
、及びは同一工事であること。
【工事の
み入札参加する場合】平成18年度以降に、次の
からの全ての要件を満たす工事を元請とし
て施工した実績を有すること（共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20％以上の場
合のものに限る。）。ただし、代表者以外の構成
員については、次の、及びの要件を満た
す工事を元請として施工した実績を有すること
（共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20％以上の場合のものに限る。）。ただし、
、及びは同一工事であること。」に訂正し
ます。また、
「 道路橋（Ａ活荷重又はＴＬ−
20以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は
除く）であること。 橋梁形式が床版橋、Ｉ
桁橋、Ｔ桁橋を除くＰＣ連続橋であること。た
だし、ＰＣ橋の張出し架設は施工実績としてよ
い。 最大支間長が65ｍ以上であること。
架設工法が、固定支保以外の架設工法である
こと。ただし、上記からは同一工事である
こと。」を追加します。

６ウのうち、
「上記イからに掲げる工
 提出先 〒2638522 千葉市稲毛区弥生町
事」を「【工事と工事の両方、または工事
１33 千葉大学財務部契約課契約総括係
のみ入札参加する場合】上記イからに掲げ
北本
暁 電話0432902074
る工事【工事のみ入札参加する場合】上記イ ３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
からに掲げる工事」に、「上記イ、及
者に対して導入説明書を交付する。
びに掲げる要件」を「【工事と工事の両方、  交付期間 令和３年10月21日から令和３年
または工事のみ入札参加する場合】上記イ、
11月26日まで。
及びに掲げる要件【工事のみ入札参加す
 交付場所 上記２に同じ。
る場合】上記イ、及びに掲げる要件」に ４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
訂正します。
開催する。
 開催日時 令和３年10月29日15時00分
 開催場所 千葉大学統合情報センター会議
室（又はオンライン）
（詳細は、導入説明書による。）
資料提供招請に関する公表
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
次のとおり物品の導入を予定していますので、
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
ることがあり得る。
令和３年 10 月 21 日
６ Summary
国立大学法人千葉大学事務局長 手島 英雄
 Classification of the products to be pro‑
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 12
cured : 14
〇第２号
 Nature and quantity of the products to be
１ 調達内容
rent : Information and computing system 1
 品目分類番号 14
Set
 導入計画物品及び数量
 Type of the procurement : Rent
大学情報基盤システム 一式
 Basic requirements of the procurement :
 調達方法 借入
The whole system consists of eight parts
 導入予定時期
described below.
令和４年度第４・四半期以降
(a) Authentication system
 調達に必要とされる基本的な要求要件
(b) Terminal systems for education
調達システムの構成は下のとおりである。
(c) High performance computing server
(a) 統合認証システム
(d) Storage system
(b) 教育用端末システム
(e) Mail system
(c) 高性能計算（ＨＰＣ）サーバ
(f) Network system
(d) ストレージシステム
(g) Security system
(e) メールシステム
(h) Server cloud
(f) 基幹ネットワーク
 Time limit for the submission of the re‑
(g) セキュリティシステム
quested material : 5 : 00 PM, November 26,
(h) 情報サービス用サーバ群
2021
２ 資料及びコメントの提出方法 上記１の物
 Contact point for the notice : Akatsuki
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
Kitamoto, Procurement Section, Account‑
件等に関するコメント並びに提供可能な資料等
ing Division, Chiba University, 133
の提供を招請する。
Yayoi‑cho Inage‑ku Chiba‑shi 2638522 Ja‑
 資料等の提出期限 令和３年11月26日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
pan, TEL 0432902074

招

請

