公

告

下記のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167
条の６及び焼津市契約規則（昭和 53 年焼津市規則第 15 号）第６条の規定に基づき公告する。この入札
は、静岡県共同利用電子入札システムにより執行する。
令和３年４月６日
焼津市長 中野 弘道
記
１

入札に付する事項等
(1) 入札番号 第１号
(2) 工 事 名 令和２年度 社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）
（明許繰越）大井川港胸壁整
備工事
(3) 工事場所 焼津市飯淵地内
(4) 工事概要 施工延長 L=45.89m
胸壁工

L=33.97m

(5) 予定工期 契約日から令和４年１月まで
(6) 予定価格 事後公表
２

入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件を全て満たしていることについて確認を受けた者であること。
(1) 焼津市競争入札参加者の資格に関する要綱（平成 23 年焼津市告示第 310 号）に基づき、土木一式
工事に係る有資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条の規定に基づき、土木一式工事業に係る特定建設業の
許可を受けている者であること。
(3) 有資格者名簿に登録されている者のうち、本件公告時に当該名簿に登録されている建設業法第３
条第１項の規定に基づく主たる営業所又は営業所（支店）を静岡県内に有する者であること。
(4) 建設業法第 27 条の 23 第１項に規定する経営事項審査における土木一式工事の総合評定値（審査
基準日が開札日から１年７ヶ月以内のものに限る。
）が 800 点以上の者であること。
(5) 建設業法第 26 条に規定する土木一式工事に係る監理技術者又は監理技術者となりうる資格を有す
る主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(6) 入札参加申請者は、次の全ての条件を満たす公共工事の元請施工実績がある者であること。ただ
し、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上のものに限る。施工実績に当たって
は、原則として一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報システム（以下「コ
リンズ」という。
）に登録された工事実績データにて判断する。
ア 契約日が平成 18 年４月１日以後で本件公告時に完了しているもの（ただし、新型コロナ感染症

の拡大防止措置の実施に伴い、工期を延長した工事と確認ができるものであって延長前の工期を既
に経過しているものについては、この限りではない。）
イ 請負金額 5,000 万円以上の工事で国土交通省中部地方整備局管内における本体工の杭打ち又は鋼
矢板打込みの港湾又は海岸工事の実績
(7) 建設業法第 28 条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(8) 焼津市競争契約入札心得（建設工事等）に定める入札に参加する資格のない者に該当していない
こと。
３

設計図書等の入手方法
入札参加申請者は、次に掲げるところにより設計図書等を入手すること。
(1) 入手期間 令和３年５月 12 日（水）まで
(2) 入手方法 次の焼津市ホームページからダウンロードにより入手すること。
http://www3.city.yaizu.shizuoka.jp/nyusatulist/seigenList.asp

４

入札参加資格確認申請
本件入札に参加を希望する者は、次に掲げるところにより申請を行い、入札参加資格の確認を受け
なければならない。
(1) 申請期間 公告日の翌日から令和３年４月 20 日（火）まで
（土曜日、日曜日及び休日を除く。
）
午前９時から午後９時まで（申請期間最終日は、午後５時までとする。
）
※持参の場合 午前９時から午後５時まで
(2) 申請方法

電子入札システムにより入札参加資格確認申請書（焼津市制限付き一般競争入札取扱

要領（建設工事等）第２号様式）を提出すること。なお、(4)の提出書類については、電
子入札システムによる提出を原則とするが、電子ファイルの容量が大きくシステムによ
る提出ができない場合は、(3)の提出場所へ持参すること。郵送及びファクシミリによる
ものは、受け付けない。
紙入札による参加を希望する場合は、申請に先立ち、(3)の提出場所へ紙入札方式参加
申請書（焼津市電子入札運用基準第４号様式）を提出し承諾を得ること。承諾が得られ
た後、(3)の提出場所へ入札参加資格確認申請書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領
（建設工事等）第２号様式）及び(4)の提出書類を持参すること。郵送及びファクシミリ
による提出は、受け付けない。
(3) 提出場所 焼津市役所本館３階（焼津市本町二丁目 16 番 32 号）
焼津市総務部契約検査課 電話番号 054-626-1119
(4) 提出書類
ア及びイの様式については、焼津市ホームページに掲載する。
ア 同種工事等の施工実績表（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（建設工事等）第３号様式）
施工実績の証明となる書類（工事名、発注機関名、履行場所、工期、受注形態、工事概要、発
注者・受注者の押印が確認できる書類又はコリンズに基づく登録内容が確認できる書類の写し）

を添付すること。
イ

配置予定技術者等の資格・工事経歴表（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（建設工事等）

第４号様式）
(ｱ) 工事経験の概要等欄については、記入不要とする。
(ｲ) 配置予定技術者の資格・免許等が確認できる書類の写し及び監理技術者資格者証の写し（表
裏両面）を添付する。
ウ

配置予定技術者との入札参加資格確認申請日以前３ヵ月以上の雇用関係を証明することができ

る書類（所属建設業者の商号等が確認できる健康保険被保険者証等の写し。健康保険被保険者証

の写しを提出される際は、
「保険者番号」
、
「被保険者等記号・番号」及び［ＱＲコード］をマ
スキングの上、コピーしたもの。
）
エ 総合評定値通知書（建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）様式第 25 号の 12）の写し
（審査基準日が７(3)に規定する開札日から１年 7 ヵ月以内のもの）
オ 建設業許可申請書（建設業法施行規則様式第１号）別紙２(1)又は(2)の営業所一覧表の写し
カ

配置予定技術者が営業所の専任技術者でないことが確認できる書類（専任技術者証明書（建設

業法施行規則様式第８号）又は建設業許可申請書（建設業法施行規則様式第１号）別紙４の専任
技術者一覧表の写し）
(5) 提出書類の扱い
ア 作成費用は、申請者の負担とする。
イ 申請者に無断で他の用途に使用しない。
ウ 返却しない。
エ 公表しない。
オ 提出期限後における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
５

入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認の結果は、令和３年４月 26 日（月）までに電子入札システムにより通知する。
ただし、紙入札による参加の承諾を得た者には、ファクシミリにて入札参加資格確認通知書（焼津
市制限付き一般競争入札取扱要領（建設工事等）第６号様式）により通知する。
(2) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、次に掲げるところにより、その理由について説明を
求めることができる。また、紙入札による参加の承諾を得た者が説明を求める場合には、書面（書
式自由）により説明を求めることができる。
ア 受付期間 通知を受けた日から令和３年４月 27 日（火）まで
午前９時から午後９時まで（受付期間最終日は、午後５時までとする。
）
※ファクシミリの場合 午前９時から午後５時まで
イ 受付方法 電子入札システムにより受け付ける。ただし、紙入札による参加の承諾を得た者は、
ファクシミリ（送信先：焼津市総務部契約検査課 ファクシミリ番号 054-626-1136）に
より受け付ける。なお、ファクシミリ送信後、電話により受信確認（確認先：焼津市
総務部契約検査課 電話番号 054-626-1119）を行うこと。
ウ 回答 令和３年４月 28 日（水）までに電子入札システムにより回答する。ただし、紙入札によ

る参加の承諾を得た者に対しては、ファクシミリにより回答する。
６

設計図書等に関する質問等
(1) 設計図書等に関する質問
ア 受付期間 令和３年４月 20 日（火）まで
（土曜日、日曜日及び休日を除く。
）
午前９時から午後９時まで（最終日は午後５時までとする。
）
※ファクシミリの場合 午前９時から午後５時まで
イ 受付方法 電子入札システムにより受け付ける。ただし、紙入札による参加の承諾を得た者は、
ファクシミリ（送信先：焼津市総務部契約検査課 ファクシミリ番号 054-626-1136）に
より受け付ける（様式自由）。なお、ファクシミリ送信後、電話により受信確認（確
認先：焼津市総務部契約検査課 電話番号 054-626-1119）を行うこと。
(2) 質問に対する回答方法等
令和３年４月 27 日（火）までに電子入札システムにより回答する。ただし、紙入札による参加の
承諾を得た者に対しては、ファクシミリにより回答する。

７

入札手続等
(1) 入札書受付期間 令和３年５月 11 日（火）から令和３年５月 12 日（水）まで
午前９時から午後９時まで（受付期間最終日は、午後１時までとする。
）
(2) 入札方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札による場合は、(3)の開札日時
に(4)の開札場所へ持参により提出すること。
(3) 開札日時 令和３年５月 13 日（木）午前９時
(4) 開札場所 焼津市役所 会議室棟２階 201 号室（焼津市本町二丁目 16 番 32 号）
(5) 必要な書類
本件入札においては、工事費内訳書の様式を指定しているため、３(2)のホームページからダウン
ロードした指定様式により工事費内訳書を作成し、提出すること。
ア 電子入札システムによる入札の場合 入札書及び工事費内訳書
イ 紙入札による場合

入札書、工事費内訳書、入札参加資格確認通知書の写し、委任状（代理人

が入札する場合）
(6) 入札保証金 免除
(7) 契約保証金 必要
(8) 前払金 有
(9) 部分払 有
(10) 低入札価格調査 有
(11) 失格判断基準 有
(12) 入札金額 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きに係る免税又は課税事業者を問わず、見積も
った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額（いわゆる税抜額）を記載すること。
(13) 入札の無効 無効となる入札は、焼津市競争契約入札心得（建設工事等）に定めるところによる。

また、入札参加資格があることを確認された者であっても、その後に入札参加資格停
止措置を受けた者など入札参加資格のない者が行った入札は、無効とする。
(14) 落札者の決定方法 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第３項及び地方自治法施行令
第 167 条の 10 第１項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも
って有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が焼津市低入札価
格調査取扱要領で規定する低入札価格調査の対象となった場合は、当該要領に
基づく低入札価格調査を行い、落札者を決定する。
(15) 入札執行回数 ２回を限度とする。なお、２回目の入札の実施に当たっては、焼津市電子入札運
用基準第８の８「再度の入札について」に定めるところによる。
８

その他
(1) 本件工事の請負契約については、落札者と仮契約を締結した上、焼津市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 39 年焼津市条例第 10 号）第２条の規定による議決
を経たときに本契約が成立する。
(2) 照会窓口は、焼津市建設部大井川港管理事務所（焼津市飯淵 2160 番地 電話番号 054-622-1337）
及び焼津市総務部契約検査課（焼津市役所本館３階

焼津市本町二丁目 16 番 32 号） 電話番号

054-626-1119）とする。
(3) 入札に参加しようとする者は、次のものを焼津市ホームページに掲載するので、精読した上、参
加すること。焼津市ホームページアドレス http://www.city.yaizu.lg.jp/
ア 焼津市競争入札参加者の資格に関する要綱（平成 23 年焼津市告示第 310 号）
イ 焼津市競争入札参加資格停止措置要綱（平成 24 年焼津市告示第 30 号）
ウ 焼津市制限付き一般競争入札実施要綱（平成 11 年焼津市告示第 40 号）
エ 焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（建設工事等）
オ 焼津市競争契約入札心得（建設工事等）
カ 焼津市電子入札運用基準
キ 焼津市低入札価格調査取扱要領
ク 焼津市公共工事前金払及び部分払に関する取扱要領
ケ 焼津市建設工事の中間前金払に関する取扱要領
コ 焼津市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領
(4) 本件工事の成果品は、電子納品の対象とする。対象書類は、工事写真とする。
(5) 本件工事は、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）の対象建
設工事である。
(6) 本件工事は、法定外の労災保険に付すこと。

