公

告

次のとおり事後審査方式一般競争入札（簡易型総合評価落札方式）に付します。
なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。

平成３０年１０月１１日

五 条 広 域 事 務 組 合
管理者

永 田 純 夫

１ 入札に付する事項
⑴ 工事名
（仮称）五条広域事務組合斎場造成工事
⑵ 工事場所
愛知県清須市春日杁前地内
⑶ 工期
平成３１年９月３０日（月）まで
⑷ 工事の概要
ア 規模等
敷地面積

１５，５６３．６８㎡

イ 主な工事内容
(ｱ) 斎場建設敷地
盛土工

盛土量２７，０００㎥（搬入土盛土材は工事場所への支給品とする。
）

液状化対策工 静的締固め砂杭工法
擁壁工

改良長

９．１ｍ

１，２４６本

プレキャストＬ型擁壁 高さ２．０-３．５ｍ Ｌ＝６２０ｍ
場所打ちＬ型擁壁

高さ２．０-３．５ｍ Ｌ＝２０６ｍ

間知ブロック積擁壁

高さ２．０ｍ

Ｌ＝９０ｍ

間知ブロック積擁壁

高さ３．５ｍ

Ｌ＝４０ｍ

地下調整池工 プラスチック製雨水地下貯留施設

３，０１５．９㎥

(ｲ) 北東駐車場敷地
擁壁工

プレキャスト逆Ｌ型擁壁 高さ１．２ｍ Ｌ＝１２０ｍ

一般舗装工

アスファルト舗装等 １，４１０㎡

⑸ 予定価格
５７３，８３９，６４０円（うち消費税及び地方消費税の額 ４２，５０６，６４０円）
⑹ 最低制限価格
有
⑺ 落札方式について
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本工事は、総合評価技術資料（以下「技術資料」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価（簡易型）落札方式により行います。
⑻ 入札方法等
ア 本入札は、五条広域事務組合総合評価競争入札試行要領（平成３０年訓令第１号）によるもの
とします。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を
加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも
って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記
載してください。
ウ 入札の回数は１回とし、入札書と併せて工事費内訳書を提出してください。
⑼ 本工事において総合評価落札方式を採用する理由
公共工事の品質は、公共工事の品質確保に関する法律（平成１７年法律第１８号）第３条第２項
に定められているように受注者の技術的能力に負うところが大きく、一般競争入札による公共工事
において、技術力・信頼性が確保された受注者との契約を図るため、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の１０の２第３項に定める総合評価一般競争入札を適用します。

２ 入札参加資格
本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた単体企業又は特定建設工事共
同企業体（構成員が二者となるものに限る。以下「特定ＪＶ」という。）とします。
⑴ 単体企業及び特定ＪＶの各構成員は、次に掲げる条件を満たさなければなりません。
ア 単体企業及び特定ＪＶの全ての構成員に必要な条件
(ｱ) 平成３０・３１年度五条広域事務組合入札等参加有資格業者名簿（以下、
「有資格業者名簿」
という。）のうち、土木一式工事に係る競争入札に参加する資格を有する者であること。た
だし、平成３０年１１月７日までに登録が完了した者は参加資格を有する者とする。
(ｲ) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
(ｳ) 入札参加申込書（以下「参加申込書」という。
）の提出日から本工事の落札決定日までの間、
五条広域事務組合指名停止取扱内規（平成１２年内規第２号）、清須市の工事等請負契約に
係る指名停止の措置規程（平成１７年清須市訓令第３４号）及びあま市工事等請負業者指名
停止取扱に関する要領（平成２２年あま市訓令４４号）（以下「指名停止取扱内規等」とい
う。
）に基づく指名停止を受けていない者であること。
(ｴ) 「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２５年５月２４日付け
清須市長・西枇杷島警察署長締結）」及び「あま市が行う調達契約等からの暴力団の排除に
関する要綱（平成２２年訓令４６号）
」に基づく排除措置（以下「排除措置」という。）を受
けていない者であること。
(ｵ) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定により、土木工事業について特定建設
業又は一般建設業の許可を受けていること。ただし、下請代金の総額が４，０００万円以上
となる場合には、特定建設業の許可が必要となります。
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(ｶ) この入札に参加する営業所（主たる営業所を含む。以下同じ。）で土木工事業を営んでいる
こと。なお、
「営業所」とは、建設業法第３条に規定する営業所をいい、「主たる営業所」と
は、建設業法に基づく建設業の許可申請時（変更届出を含む。）に届け出た主たる営業所を
いいます。
(ｷ) 元請として、過去１５年間（平成１５年４月１日から参加申込書を提出する日の前日まで。
以下同じ。）に、次に掲げる工事（公共工事（国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した
工事）
（以下同じ。
）
）以外の実績も認める。）を完了及び引き渡した実績（以下、
「参加資格施
工実績」という。）があること。なお、共同体の構成員としての参加資格施工実績は、出資
比率が２０％以上の工事に限ります。
・盛土工事を伴う造成工事
(ｸ) 本工事に対応する土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で
配置できること。
(ｹ) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連があ
る建設業者でないこと。
a

「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。
株式会社内藤建築事務所

b

「当該受託者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、次の(a)又は(b)に該
当する者です。
(a) 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資総
額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者
(b) 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場
合における当該建設業者

(ｺ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがな
されていない者又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手
続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始
の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参
加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立
てがなされていなかった者とみなします。
イ 単体企業に必要な条件
(ｱ) 建設業法第３条の規定により、土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
(ｲ) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で土木工事業を営んでいること。
(ｳ) 平成３０・３１年度の五条広域事務組合における入札参加資格書の提出時（変更届も含む。）
において、土木一式の経営事項審査結果の総合評価値が１，２００点以上であること。
(ｴ) 元請として、過去１５年間（平成１５年４月１日から参加申込書を提出する前日まで。以下
同じ）に、次に掲げる工事（公共工事以外の実績も認める。）を完了及び引き渡した実績が
あること。なお、共同体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が２０％以上の工
事に限ります。
・２(1)ア(ｷ)に掲げる土木工事で、工事面積１２，０００㎡以上の造成工事
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(ｵ) 土木工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を建設業法第
２６条に定める監理技術者として専任で配置できること。
配置予定の監理技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了した２(1)ア(ｷ)
に掲げる土木工事に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事した経験を有する者
であること。なお、工事の途中で主任（監理）技術者又は現場代理人の交代があった場合は、
一般財団法人日本建設情報センターの工事実績情報サービス（以下「コリンズ」という。）
の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。
(ｶ) 単体企業として参加申込書を提出した場合、特定ＪＶの構成員として参加申込書を提出する
ことはできません。
ウ 特定ＪＶの全ての構成員に必要な条件
(ｱ) 特定ＪＶに対する出資比率は、均等割の１０分の６を下回らないこと。
(ｲ) 本工事について、２以上の特定ＪＶの構成員でないこと。
(ｳ) 特定ＪＶとして参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体企業として参加申込書を提
出することはできません。
エ 特定ＪＶの代表者となる構成員に必要な条件
(ｱ) 特定ＪＶに対する出資比率は、構成員中最大であること。
(ｲ) 建設業法第３条の規定により、土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
(ｳ) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で土木工事業を営んでいること。
(ｴ) 平成３０・３１年度の五条広域事務組合における入札参加資格書の提出時（変更届も含む。）
において、土木一式の経営事項審査結果の総合評価値が１，２００点以上であること。
(ｵ) 元請として、過去１５年間（平成１５年４月１日から参加申込書を提出する前日まで。以下
同じ。
）に、次に掲げる工事（公共工事以外の実績も認める。）を完了及び引き渡した実績が
あること。なお、共同体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が２０％以上の工
事に限ります。
・２(1)ア(ｷ)に掲げる土木工事で、工事面積１２，０００㎡以上の造成工事
(ｶ) 土木工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を建設業法第
２６条に定める監理技術者として専任で配置できること。
配置予定の監理技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了した２(1)ア(ｷ)
に掲げる土木工事に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事した経験を有する者
であること。なお、工事の途中で主任（監理）技術者又は現場代理人の交代があった場合は、
コリンズの変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。
オ 特定ＪＶの代表者以外の構成員に必要な条件
(ｱ) 第２構成員
a

この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で土木工事業を営んでいること。

b

平成３０・３１年度の五条広域事務組合における入札参加資格書の提出時（変更届も含
む。
）において、土木一式の経営事項審査結果の総合評価値が７００点以上であること。

c

本工事に対応する土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任
で配置できること。
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⑵ 入札参加を希望する者の関係者に以下の基準のいずれかに該当することがないこと（基準に該当
する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
）
。
なお、
上記の関係がある場合に、
辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、
五条広域事務組合入札者心得書（平成１９年告示第２３号）第９条の２の規定に抵触するもので
はありません。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社等又は子会社等の一方が更正会社又は
再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ｱ) 親会社等（会社法第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。
）と子会社等（同
条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。
）の関係にある場合
(ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、一方の会社等（会社法施行
規則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。
）が再生手続が存続中の会社等又は
更生会社である場合は除く。
(ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正が阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同一視されうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
⑶ 特定ＪＶの結成は、五条広域事務組合特定建設工事共同企業体取扱要領（平成３０年訓令第２号）
で定める特定建設工事共同企業体協定書によらなければなりません。
⑷ 別記「総合評価落札方式に関する事項」(2)アの技術提案に関する事項の各課題に対して提案が
あること。ただし、「標準案どおり」のみの記載は提案がないと見なします。なお、発注者が設
定した技術提案に関する事項の項目は、技術資料の様式に記載しているとおりです。

３ 総合評価落札方式について
本工事の総合評価落札方式は、標準点（発注者が設定している競争参加資格要件を全て満たして
いる場合に付与する点数）に加算点（入札参加者の技術資料に応じて付与する点数）を加え、標準
点で除した数値を、入札価格を予定価格で除した数値で除した数値（以下「評価値」という。）の最
も高い者を落札者とする方式とします。なお、本工事の総合評価落札方式における標準点は１００
点とし、加算点の最高点数は３４．５点とします。その詳細内容については、別記「総合評価落札
方式に関する事項」によります。

４ 設計図書の配布方法
設計図書の閲覧及び配布は五条広域事務組合のホームページからダウンロードしてください。
アドレス： http://gjkoiki.or.jp/
なお、設計図書がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。
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⑴ 問い合わせ場所
〒４５２－０９０１
愛知県清須市阿原向北５５番地
五条広域事務組合 事務局

電話（０５２）４０１－１１８１（代表）

⑵ ダウンロードできる期間
平成３０年１０月１１日（木）午前９時から平成３０年１１月２２日（木）午後５時まで

５ 本公告、技術提案及び設計図書に対する質問及び回答
⑴ 本公告、技術提案及び設計図書に対する質問は、次のとおり文書（様式自由。ただし、五条広域
事務組合 管理者あてとして、代表者名により提出してください。
）を郵送（書留郵便に限る。
）又
は持参により受付期間内必着で提出してください。
ア 受付場所
４(1)に同じ。
イ 受付期間
①本公告、技術提案に関する質疑
平成３０年１０月１２日（金）から平成３０年１０月１９日（金）まで（日曜日、土曜日及
び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」とい
う。
）を除く。
）
ただし、持参する場合は、上記期間の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを
除く。
）とします。
②設計図書に関する質疑
平成３０年１０月１２日（金）から平成３０年１０月２６日（金）まで（休日を除く。
）
ただし、持参する場合は、上記期間の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを
除く。
）とします。
⑵ 上記の質問に関する回答は、五条広域事務組合のホームページにおいて、本件入札公告を掲示し
ているページに、添付資料として掲載します。
ア 本公告、技術提案に関する回答書の掲載期間
平成３０年１０月２４日（水）午前９時から平成３０年１１月２２日（木）午後５時まで
イ 設計図書に関する回答書の掲載期間
平成３０年１１月１日（木）午前９時から平成３０年１１月２２日（木）午後５時まで

６ 参加申込書及び技術資料等の提出方法
入札参加を希望する者は、参加申込書及び技術資料（技術提案資料、加算点申告表及び加算点算出
チェックリストを含む。
）を持参により提出しなければなりません。技術資料に添付資料がある場合に
は、その添付資料を合わせて持参により１部提出してください。
また、特定ＪＶとして参加申込をする場合は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査
申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び委任状（以下「企業体審査申請書等」という。）を持参に
より１部提出してください。
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期限までに参加申込書、技術資料、添付資料、企業体審査申請書等の提出をしない者は、本入札に
参加することができません。
なお、様式は既定のものとし、五条広域事務組合のホームページからダウンロードしてください。
⑴ 提出期間
平成３０年１０月１５日（月）午前９時から平成３０年１１月７日（水）午後５時まで（休日を
除く）
⑵ 提出場所
４(1)に同じ。
⑶ その他
提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。
提出された書類は原則として公表せず、
また無断で使用しないものとし、
提出者に返却しません。

７ 入札書及び工事費内訳書の提出方法
入札参加を希望するものは入札書及び工事内訳書を持参により提出しなければなりません。
なお、様式は既定のものとし、五条広域事務組合のホームページからダウンロードしてください。
⑴ 提出期間
平成３０年１１月２１日（水）午前９時から平成３０年１１月２２日（木）午後５時まで
⑵ 提出場所
４(1)に同じ。
⑶ 提出部数
１部
⑷ その他
提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。
提出された書類は原則として公表せず、
また無断で使用しないものとし、
提出者に返却しません。

８ 開札予定日時及び開札場所
⑴

日時：平成３０年１１月２６日（月）午前９時（予定）

⑵

場所：五条広域事務組合 事務局

９ 落札者の決定方法
⑴ １⑸の予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の入札をした者のうち、別記「総合評
価落札方式に関する事項」で算定された評価値が最大の者を落札候補者として事後調査を行い、入
札参加資格を有すること及び技術資料の内容を確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し
落札決定通知書を送付するものとします。なお、評価値最大の者が複数の場合は、くじにより落札
候補順位を決定します。また、入札結果につきましては、五条広域事務組合のホームページにて公
表します。
⑵

落札候補者は、開札日から３日以内に、事後審査に必要な書類を持参により提出しなければなり
ません。但し、評価値が最大の者でない場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。
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ア 事後審査に必要な書類の提出場所
４(1)に同じ。
イ 提出部数
１部
ウ その他
提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。
提出された書類は、原則として公表せず、また無断で使用することはしないものとし、提出者
に返却しません。
エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認
できるまで、次順位の評価値の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。この
場合は(2)中「開札日」とあるのは、
「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるもの
とします。また、技術資料を審査した結果、評価値が次順位の評価値を下回った場合も同様の扱
いとします。
オ 技術資料及び事後審査に係る書類の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が審査した加
算点※より過大となる評価項目がある場合は、ペナルティーとしてその評価項目について評価し
た加算点から減点を行います。減点は下記の計算式のとおりです。ただし、入札参加者の申告し
た加算点が審査した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直
しは行いません。
減点＝入札参加者が申告した加算点－審査した加算点
※審査した加算点とは、発注者が審査書類を確認した結果の加算点です。
(3) 事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、
その理由の説明を求めることができま
す。説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して５日（休日は含
まない。
）以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。
理由は、説明を求められた日から５日以内に書面で回答します。

10 入札保証金
免除

11 入札の無効
⑴ 五条広域事務組合契約規則第１３条（平成１２年規則第１４号）の規定に該当する入札は、無効
とします。
⑵ 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行っ
た入札及び五条広域事務組合入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札
は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
なお、落札決定時において２に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。

12 契約
⑴ 契約書作成の要否
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要
⑵ 本工事は、
五条広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭
和５５年条例第１５号）第２条の規定に該当するので議決後の契約とします。
13 契約保証金
⑴ 落札者は、五条広域事務組合契約規則第３２条の規定に基づく契約保証金を納めなければなりま
せん。
⑵ 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除する
ものとします。
ア 五条広域事務組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 五条広域事務組合を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。
⑶ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることがでます。
ア 有価証券（利付き国債等）の提供
イ 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）
第３条に規定する金融機関）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和
２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社）の保証

14 支払条件
五条広域事務組合工事請負契約約款（以下「約款」という。）の規定に基づき前金払及び部分払を
行いますが、その条件については、次のとおりとします。
⑴ 支払限度額及び出来高予定額
ア 平成３０年度の支払限度額は、２５８，２２７，８３８円とします。
イ 残額については、平成３１年度に支払うものとします。
ウ 平成３０年度末までにあげる出来高予定額は、２８６，９１９，８２０円とします。
エ なお、ア及びウについては、入札後変更する場合があります。
⑵ 前金払
ア 約款第３６条第１項に規定する前金払の率は、１０分の４とします。
イ 平成３０年度の前払金の支払限度額は、平成３０年度末までの出来高予定額に、アに定める率
を乗じて得た額（１０万円未満の端数金額は切り捨て）とします。
ウ 会計年度末において、その会計年度末における出来高が、その会計年度末までの出来高予定額
に達していないときは、出来高予定額に達するまで翌年度の前払金を請求することはできません。
エ イについては、入札後変更することがあります。
⑶ 中間前金払
ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求することができ
ます。
イ 中間前払金の支払請求は、約款第３６条第４項の規定にかかわらず、次に定める額を限度とし
ます。
(ｱ) 平成３０年度の中間前払金の支払限度額は、⑴ウに定める出来高予定額に、１０分の２の割
合を乗じて得た額とします。ただし、中間前金払を行う前に出来高予定額が減額となった場合
9

は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に１０分の６の割合を乗じて得た額を超
えることはできません。
(ｲ) 平成３１年度の中間前払金の支払限度額は、請負代金額に１０分の２の割合を乗じて得た額
から、(ｱ)に定める支払限度額を控除した額とします。ただし、中間前金払を行う前に請負代金
額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に１０分の６の割合
を乗じて得た額を超えることができません。
ウ 各年度の中間前払金の支払請求は、各年度の工事実施期間（平成３０年度は工事着手日から平
成３１年３月３１日まで、平成３１年度は平成３１年４月１日から工事完了日まで）の２分の１
を経過し、かつ、工程表により、その時期までに実施すべき作業が行われ、各会計年度の進捗に
おいて要した経費が各会計年度末の出来高予定額（平成３０年度は⑴ウに定める額、平成３１年
度は請負代金額から平成３０年度末までの出来高予定額を控除した額）の２分の１以上に相当す
るものでなければすることができません。
⑷ 部分払
ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできません。
ただし、各会計年度末は、次の額の範囲内で部分払の請求をすることができます。
(ｱ) 平成３０年度末における出来高が、⑴ウに定める出来高予定額に達している場合は、⑴アに
定める支払限度額から支払済の前払金及び中間前払金を控除した額の範囲内の額
(ｲ) 各会計年度末において、その会計年度末における出来高がその会計年度末までの出来高予定
額に達していないとき及び平成３１年度末において工事を完成させることができなかった場合
においては、イに定める式により算定した額
イ 部分払金の額は、約款第３８条第６項の規定にかかわらず次の式により算定します。
部分払金の額≦請負代金額×出来形割合×９／１０ －当該部分払を請求する前年度までの支
払済前払金、中間前払金及び部分払金の額－当該部分払を請求する年度の前払金額及び中間前払
金の額÷（当該部分払を請求する年度末までの出来高予定額－当該部分払を請求する前年度末ま
での出来高予定額）×（請負代金額×出来高割合－当該部分払を請求する前年度末までの出来高
予定額）－当該部分払を請求する年度の支払済部分払金

15 関連情報を入手するための照会窓口
４(1)の場所とします。

16 特定の不正行為に対する措置
⑴ 本契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。また、
損害賠償の請求にあわせて本契約を解除することがあります。
⑵ 本契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければなりません。
これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約もしくは随意契約において契約の相手
方としない措置を講ずることがあります。
⑶ 契約を締結するまでの間に、落札者が指名停止取扱内規等の別表各号に掲げる措置要件のいずれ
かに該当することが明らかになった場合又は排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当するこ
10

とが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、五条広域事務組合は一
切の損害賠償の責を負いません。
⑷ 本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかに
なった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。
⑸ 本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約
（以下「下請契約等」という。
）を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象と
なる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求
めることがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契
約を解除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、五条広域事務組合は一切の損害賠償
の責を負いません。

17 その他
⑴ 入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。
⑵ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、五条広域事務組合指名停止取扱内規に基づ
く指名停止を行うことがあります。
⑶ 技術資料の作成説明会及び現場説明会は実施しません。
⑷ 技術資料の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めるこ
とがあります。
⑸ 工期は、事情により変更することがあります。
⑹ 配置予定技術者について
ア 落札者は、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。
イ 工事工期が重複する複数の工事（他の機関の発注も含む。
）に同一の技術者を配置予定技術者と
して入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち１つの入札の落札者又は落札候補者
と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません（専任性が
求められない場合を除く。
）
。
この場合は入札書の提出期間内に、
入札辞退届を提出してください。
なお、
入札書を提出した後に辞退する事由が生じた場合は、４(1)の場所に辞退する旨を連絡し、
速やかに辞退届を書面で提出してください。
ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、
病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限ります。
⑺ この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）の規定
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の実施が義務付けられた工事です。契約
に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在
地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理
方法等を参考に積算した上で入札してください。
また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行う
こととします。
⑻ 問合せ先
４(1)に同じ。
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別記「総合評価落札方式に関する事項」
本工事における総合評価落札方式の評価方法については、次のとおりです。
（１）評価値の算出方法
入札参加者の技術資料により、
（２）の項目を評価して加算点を計算します。
評価値は次の①式で計算します。
評価値＝｛
（標準点＋加算点）÷標準点｝÷（入札価格÷予定価格）
標準点は１００点であり、加算点合計は最大３４．５点です。
（２）評価項目と評価基準
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点します。
過去の実績や今回の入札参加者がＪＶの場合は、末尾に掲げる表のとおり扱います。
ア 技術提案に関する事項（配点１０点）
【課題数２】
評価項目
【課題】

評価基準

加算点

防塵対策において、本工事におけ 有効な提案数に

工事用機械及び土砂運搬車両の走行による
防塵対策に配慮した施工方法について

る施工上の特徴を踏まえ、標準案の より評価
確実な履行のために、
「現地に即して

3 提案：5 点

配慮した施工方法の記載が、具体的

2 提案：4 点

で工夫等が見られ、かつ履行確認で

1 提案：3 点

きる」場合に評価する。

0 提案：0 点

提案数は３提案以内とする。
【課題】

評価項目の設定理由を踏まえ、周 有効な提案数に

本工事に対する周辺地域へのイメージアップ・
理解促進のための対応策について

辺地域への対応策に繋がる工夫のポ より評価
イントが記述され、かつ、その工夫・

3 提案：5 点

提案に関して、具体的手法の記述内

2 提案：4 点

容により、効果・効用等に対して評

1 提案：3 点

価する。

0 提案：0 点

提案数は３提案以内とする。
※

技術提案については、確実に履行できる内容とすること。

イ 企業の技術力に関する事項（配点１０点）
評価項目

評価基準

加算点

①企業評価対象工事の施工実績（過去１０年間：平成２０年

３件以上

３点

４月１日から技術資料を提出する前日までに完了）※1※2

２件

２点

※3

１件

１点

該当なし

０点

②過去３年間
（平成２７年４月１日から技術資料を提出する

83（82）点以上

３点

前日まで）
に完了した愛知県建設部発注工事もしくは中部地

79（80）点以上 83（82）点未満

２点

方整備局発注工事の中から、
いずれか１件の工事成績評定点

75（78）点以上 79（80）点未満

１点

※4※5

上記に該当しない

０点

（中部地方整備局の工事成績評定点の評価基準は（ ）書き
の点とする。
）
12

③優良工事表彰の有無（過去１０年間：平成２０年４月１日

２件以上の実績あり

２点

から技術資料を提出する前日まで）※6※7

１件の実績あり

１点

実績なし

０点

８台以上

１点

④建設機械の保有※8

⑤ＩＳＯ９００１認証取得の有無※9

４台以上８台未満

０．５点

上記に該当しない

０点

認証あり

１点

認証なし

０点

※1 企業評価対象工事とは、元請として行った次に掲げる工事です。
盛土高さ１ｍ以上、かつ盛土量が２０，０００㎥以上の盛土工事を含む造成面積が１４，０００㎡以上の造成
工事
※2 本件入札に参加する営業所（
「営業所」には主たる営業所を含む。以下同じ。
）の施工実績は、県外で行ったも
のも含めます。また、愛知県内にある他の営業所の施工実績も対象とします。
※3 国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。
なお、
「地方公共団体」の取り扱い及び「特殊法人等」に該当する機関については、別紙１を参照してくださ
い。
（以下同じ。
）
※4 過去の元請としての愛知県建設部発注工事もしくは中部地方整備局発注工事のうち、土木工事業に関する工事
成績評定点を対象とします。ただし、愛知県建設部発注工事における草刈り工事及び指示票工事と中部地方整備局
発注工事における草刈り工事、路面清掃、除雪・雪氷作業及び単価契約工事の工事成績評定点は実績として認めま
せん。
※5 今年度に完了した工事については、工事成績評定結果の通知書が届いたものに限ります。
※6 工事目的物の品質に係る表彰に限るものとし、愛知県知事（企業庁長を含む。
）の表彰のみを対象とします。
なお、同業種に限定するものではありません。
※7 公共工事における感謝状において、優良工事として選定されたものを対象とし、感謝状の日付が該当期間内の
ものを実績として認めます。
※8 公告日時点において、元請企業としての保有又は１年以上の長期リースに限り認めます。下請企業の保有（又
はリース）
、他の元請企業及び下請企業との共有名義による保有（又はリース）は認めません。
対象機種・規格は以下のとおりです。
・ブルドーザー（自重３ｔ以上）
・ショベル系掘削機
・トラクターショベル（バケット容量０．４㎥以上）
・舗装機械（アスファルトフィニッシャ、モータグレーダ、タイヤローラ、ロードローラ）
・ダンプ車（最大積載量２ｔ以上）
・移動式クレーン（吊り上げ能力３ｔ以上）
対象機種の組合せは問いません（同一機種の複数保有も認める。
）
。また、舗装機械は上記４機種の内、１機種
でも認めます。
本件入札に参加する営業所に限定せず、元請企業としての所有を認め、建設機械の保管場所は県内に限定しま
せん。
※9 本件入札に参加する営業所が認証されていることとします。
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ウ 配置予定の主任技術者又は監理技術者（以下「配置予定技術者」という。
）の能力に関する事項（配点７点）
評価項目

評価基準

加算点

①技術者評価対象工事の施工実績（過去１０年間：平成

２件以上実績あり

２点

２０年４月１日から技術資料を提出する前日までに完

１件実績あり

１点

了）※1※2※3※4-1※7

実績なし

０点

②過去５年間（平成２５年４月１日から技術資料を提出す 83（82）点以上

３点

る前日まで）に完了した愛知県建設部発注工事もしくは中 79（80）点以上 83（82）点未満

２点

部地方整備局発注工事の中から、いずれか１件の工事成績 75（78）点以上 79（80）点未満
評定点※3※4-2※5※6※7
上記に該当しない

１点
０点

（中部地方整備局の工事成績評定点の評価基準は（ ）書
きの点とする。
）
③ＣＰＤ（継続教育）実績※3※7※8※9※10（平成２８年 １年間の推奨単位を１年（１２ヶ
４月１日から技術資料を提出する前日まで）

２点

月）以内に取得
１年間の推奨単位を２年（２４ヶ

１点

月）以内に取得
該当なし

０点

※1 技術者評価対象工事とは、元請として行った次に掲げる工事です。
盛土高さ１ｍ以上、かつ盛土量が１３，０００㎥以上の盛土工事を含む造成面積が１０，０００㎡以上の造成
工事
※2 国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。
※3 工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合には、現場作業期間における配置予定技術者に
係る実績を求めます。
※4-1 主任（監理）技術者又は現場代理人としての実績を求めます。なお、工事の途中で主任（監理）技術者又
は現場代理人の交代があった場合は、コリンズの変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場
合に限り認めます。
※4-2 主任（監理）技術者又は現場代理人としての実績を求めます。なお、工事の途中で主任（監理）技術者又
は現場代理人の交代があった場合は、工期の半分以上かつ完了時まで従事した実績を認めます。
※5 過去の元請としての愛知県建設部発注工事もしくは中部地方整備局発注工事のうち、土木工事業に関する
工事成績評定点を対象とします。ただし、愛知県建設部発注工事における草刈り工事及び指示票工事と中部地
方整備局発注工事における草刈り工事、路面清掃、除雪・雪氷作業及び単価契約工事の工事成績評定点は実績
として認めません。
※6 今年度に完了した工事については、工事成績評定結果の通知書が届いたものに限ります。
※7 ①、②、③の実績は同一人のものであること。なお、入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定する
ことができない場合は、候補とする配置予定技術者のうち、加算点の合計が最も低い技術者の点数を使用しま
す。また、ペナルティーについては、①から③の加算点の合計に対して適用します。
※8 建設系ＣＰＤ協議会加盟団体が発行する証明書で確認します。
※9 証明書のＣＰＤ単位取得期間は１又は２年間とし、かつ平成２８年４月１日から技術資料を提出する前日ま
での範囲内のものとします。
※10 証明書は建設系ＣＰＤ協議会加盟団体のうちから１団体のみ認めます。証明書発行団体以外の団体の取得単
位はＣＰＤ単位の相互承認を受け、証明書発行団体の証明に含めてください。
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エ 地域精通度・地域貢献度に関する事項（配点７．５点）
評価項目
①主たる営業所の所在地※1

評価基準

加算点

清須市又はあま市内にあり

２点

尾張建設事務所又は海部建設事務所管内（清須市

１点

内、あま市内を除く。
）にあり
上記に該当しない

０点

②地域内での公共工事施工実績（過去１０ 清須市又はあま市内で実績あり

２点

年間：平成２０年４月１日から技術資料を 尾張建設事務所又は海部建設事務所管内（清須市内、

１点

提出する前日までに完了）※1※2※3
③災害協定等の締結状況※1※4

あま市内を除く。
）で実績あり
該当なし

０点

清須市又はあま市と締結中

２点

尾張建設事務所又は海部建設事務所管内（清須市内、

１点

あま市内を除く。
）と締結中
該当なし

０点

④あいち女性輝きカンパニー認証の有無

認証あり

０．５点

※5

認証なし

０点

⑤ＩＳＯ１４００１認証取得の有無※6

認証あり

１点

認証なし

０点

※1 建設事務所管内の区域については、別紙２「各建設事務所の管内一覧」により確認してください。
※2 元請として行った、建設業法上の分類による土木工事業の工事を実績として認めます。
※3 国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。
（旧市町村での実績を含む。
）
※4 災害協定等は、災害時の対応（情報収集及び復旧）に関するものの内容で、管内市町村と締結したものです。
（所属する団体等が締結したものも含む。
）
協定等には次のものを含みます。
・協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼
※5 愛知県県民生活部男女共同参画推進課が発行する「認証書」に記載の認証年月日が技術資料を提出する前日ま
でのものを認めます。
※6 本件入札に参加する営業所が認証されていることとします。
（３）ヒアリングについて
提出された技術資料又は配置予定技術者に対するヒアリングを行うことがあります。ヒアリングを行う場合、
その日時・場所等については別途通知します。
（４）評価項目の審査
加算点は、技術資料及び事後審査に係る書類に基づき、
（２）の評価基準で審査して算出します。提出した書
類等の記載内容が事実と違っていた場合や記載漏れでも書類の再提出は認められませんが、コピーミス等による
場合や、県のデータとの不整合が認められた場合には、追加で確認資料の提出を求めることがあります。
（５）技術提案の履行確認
ア 落札者の技術提案については、その履行を確保し評価内容を担保するために、契約書に提案内容を記載する
とともに、監督・検査により提案内容の履行の確認を行います。
ただし、内容によって実施することが好ましくない場合もありますので、そうした内容については、監督員
との協議により履行を認めない場合があります。
イ 請負者の責により技術提案の内容の不履行が認められた場合には、再度の施工をしなければなりません。た
だし、再度の施工が不可能あるいは不合理であると認められる場合を除きます。
ウ 技術提案のうち特記仕様書に記載された内容が、請負者の責により不履行となった場合には、契約金額の減
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額を行います。契約金額の減額Ｃは、Ｃ＝契約額×［１－｛
（１００＋不履行時の加算点）÷（１００＋契約
時の加算点）
｝
］により算出を行います。
（６）技術評価点の値に疑問のある者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、落札者
決定通知を受信した日の翌日から起算して５日（日曜日、土曜日及び休日を除く。
）以内にその旨を記した書
面を郵送又は持参により提出してください。
理由は、説明を求める書面を受領した日から５日以内に書面で回答します。
提出先
〒４５２－０９０１
愛知県清須市阿原向北５５番地
五条広域事務組合 事務局

電話（０５２）４０１－１１８１（代表）

日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。
）

16

共同企業体での入札参加、及び共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い
今
回
入
札

入札参加資格

過
去
実
績

配置予定技術者
企業施工実績

企業施工実績

優良工事

該当工事全部

該当工事全部を

県内の営業所実績

該当業種工事全

県内の営業所実績

を認める

認める

（県外工事も該当）

部を対象とする

を認める

体

配置予定技術者の施工実績・

営業所・災害

地域内公共

あいち女性輝きカン

工事成績・CPD

協定等・ISO

工事実績

パニーの認証

建設機械の保有
制限なし

経J

出資比率 20％

常V

以上の構成員

実績として認めない

元請工事の主任（監理）技術

制限なし

者や現場代理人としての実績

を認める

特
定
Ｊ
Ｖ

特
定
Ｊ
Ｖ

企業工事成績

施工経験

単

単
体

総合評価項目

県内の営業所実績

制限なし

を認める

を認める
対象としない

実績として認めない

実績として認めない

ただし施工実績、工事成績及

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

びＣＰＤは同一人のものとす
る
である場合の

出資比率２０％以上

出資比率２０％以

出資比率２０％以上

実績を認める

のもののみ単体と同

上のもののみ単

のもののみ単体と同

様の扱いとして認め

体と同様の扱いと

様の扱いとして認め

る

して対象とする

る

実績として認めない

今回入札ＪＶ全

該当工事全部を

今回入札ＪＶ全構成

今回入札ＪＶ代表

今回入札ＪＶ全構成

今回入札ＪＶ構成員

代表構成員が配置する技術

今回入札ＪＶ構成員

今回入札ＪＶ全構成

今回入札ＪＶ構成員の

単

構成員の単体

認める

員の県内の営業所

構成員の該当業

員の県内の営業所

のいずれか 1 者が

者の、元請工事における主任

のいずれか 1 者が

員の該当業種工事

いずれか 1 者が該当

体

実績を認める

実績（県外工事も該

種工事全部を対

実績を認める

該当すれば認める

（監理）技術者や現場代理人

該当すれば認める

全部を認める

すれば認める

当）を認める

象とする

実績として認めない

対象としない

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

実績として認めない

出資比率２０％以上

実績として認めない

経J

出資比率 20％

常V

以上の構成員

特
定
Ｊ
Ｖ

としての実績を認める
実績として認めない

実績として認めない

ただし施工実績、工事成績及
びＣＰＤは同一人の者とする

である場合の

出資比率２０％以上

出資比率２０％以

出資比率２０％以上

実績を認める

のもののみ単体と同

上のもののみ単

のもののみ単体と同

のもののみ単体と同

様の扱いとして認め

体と同様の扱いと

様の扱いとして認め

様の扱いとして認め

る

して対象とする

る

る

実績として認めない

注１）過去の実績として、例えば、単体の実績であれば過去実績の「単体」の行、特定ＪＶでの実績なら「特定ＪＶ」の行を選びます。選んだ行と、
「入札参加資格」の項目（
「企
業施工実績」
、
「２年平均工事成績」等）の列や「総合評価項目」の項目（
「企業施工実績」
、
「建設機械の保有」等）の列がクロスする部分に、実績等の取扱いが記載され
ています。
注２）
「企業施工実績」
「優良工事」について、今回入札ＪＶと過去実績ＪＶが同一の企業で構成される場合、実績件数を重複して認めません。
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［別紙１］

１ 「地方公共団体」の取り扱い
本公告における「地方公共団体」には、普通地方公共団体のほか、特別地方公共団体（一部事務組合等）も含みます。
（例）・名古屋港管理組合（愛知県、名古屋市）
・愛知県競馬組合（愛知県、名古屋市、豊明市）

２ 「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関
本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条に規定されている「特殊法人等」
＊注意事項
・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。
・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第１条に規定がないため該当しません。
(2) 地方公社
① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」
「愛知県道路公社」、「名古屋高速道路公社」
② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公社」
③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」
(3) 認可（指定）法人等
公共（益）施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受けた愛知県が出資している法
人とする。
（例）・日本下水道事業団（日本下水道事業団法）
・中部国際空港株式会社（中部国際空港の設置及び管理に関する法律）
(4) 県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」
愛知県が出えんし、愛知県知事が団体の代表となっている法人等のうち愛知県建設部が所管しているもの
（例）・全国都市緑化あいちフェア実行委員会
以下の団体は、愛知県知事が団体の代表となっていないため該当しません。
・公益財団法人愛知水と緑の公社
・公益財団法人愛知県都市整備協会
＊注意事項
・「公共工事」を発注することが認められる法人等に限られます。
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[別紙２]

各建設事務所の管内一覧

建設事務所名

管

内

尾張建設事務所

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日
進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井
郡の区域

一宮建設事務所

一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域

海部建設事務所

津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域

知多建設事務所

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域

西三河建設事務所

岡崎市、西尾市及び額田郡の区域

知立建設事務所

碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域

豊田加茂建設事務所

豊田市及びみよし市の区域

新城設楽建設事務所

新城市及び北設楽郡の区域

東三河建設事務所

豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域
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