
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２９年９月７日

支出負担行為担当官

大阪航空局長 干山 善幸

１．工事概要

(1) 工 事 名

小松空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

八尾空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

美保空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

広島空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

岩国空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

徳島空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

松山空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

高知空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

北九州空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

長崎空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

熊本空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

大分空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

宮崎空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

鹿児島空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

那覇空港航空灯火施設維持工事（平成29年度～平成32年度）

（電子入札対象案件）

(2) 工事場所及び工事内容 別紙－１のとおり

(3) 工 期 契約締結の翌平日から平成３３年３月３１日まで

※契約から平成３０年３月３１日までは準備期間とし、工事実施期間

は、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までとする。

(4) 本工事は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律
第５１号）に基づく民間競争入札として実施する公共サービスの対象工事として、
市場化テストを終了したものである。本工事は市場化テスト終了プロセス及び新プ
ロセス運用に関する指針（平成２６年３月１９日官民競争入札等監理委員会）に基
づき、市場化テストでの審議事項を踏まえたものである。

(5) 本工事は、入札時に技術提案の提出を求め、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(技術提案評価型）で、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の試行工事

である。



(6) 本工事は総合評価落札方式における技術提案等の採否に関する通知を行う工事

である。

(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後ＶＥ方式の試行工

事である。ただし、入札時総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。

(8) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。な

お、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代え

ることができる。

２．競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第７０

条及び第７１条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

な理由がある場合に該当する。

(2) 平成２９・３０年度一般（指名）競争参加資格者のうち「電気工事業」Ａ等級

に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有するものであること。（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、大阪航空局長が別に定める手続に基

づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」（平

成２８年１０月３日付官報）に記載されている申請方法等により、競争参加資格

の申請を受け付ける。

(3) 会社更生法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に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（上記(2)の再認定を

受けた者を除く。）

(4) 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。）の提出期限の日から開札までの間に、国土交通省大

阪航空局長より「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和5

9年6月28日付空経第386号）」に基づく指名停止を受けていない者であること。

(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と（基準に該当する者のすべ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、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者

間で連絡をとることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第４条の３第２項

の規定に抵触するものではないことに留意すること。

① 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

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) 親会社と子会社の関係にある場合

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

② 人的関係



次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社の一方が

更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる

場合

(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。

(7) 平成１４年４月１日以降に完成・引き渡しが完了した、以下のいずれかの要件

を満たす工事の実績を有する者であること。（元請けとしての実績に限る。共同

企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合に限る。）

なお、当該実績が平成１４年４月１日以降に国土交通省又は内閣府沖縄総合事

務局が発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が６５点未満であるも

のを除く。

同種工事

国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港又はその他の空港の

制限区域内における、航空灯火施設の維持工事。

類似工事

国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港又はその他の空港に

おける、航空法施行規則第１１７条に規定する「陸上空港等の飛行場灯火」

の設置工事。

(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置で

きること。ただし、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項に該

当しない場合は、専任の義務は有しない。

① 主任技術者は、１級電気工事施工管理技士、２級電気工事施工管理技士又は

これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であること。

監理技術者は、１級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有す

る者と国土交通大臣が認定した者であること。

② 上記（7）に掲げる工事の経験を有する者であること。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者又はこれに準ずる者であること。

④ 当該技術者について、入札争に参加しようとする者との間で直接的かつ恒常

的な雇用関係があること。

(9) 施工計画の技術的所見が適正であること。

なお、記述のないもの又は著しく不適正な内容である場合は、競争参加資格

を認めない。

施工計画技術的事項：空港制限区域内工事の安全対策

(10) 富山県･石川県･福井県･岐阜県･愛知県･三重県･滋賀県･京都府･大阪府･兵庫県･



岡山県･奈良県･和歌山県･鳥取県･島根県･広島県･山口県･徳島県･香川県･愛媛

県･高知県･福岡県･佐賀県･長崎県･熊本県･大分県･宮崎県･鹿児島県･沖縄県内

に建設業法に基づく本社、支社又は営業所を有すること。

(11) 大阪航空局が発注した電気工事で、平成２７年４月１日以降に完成した工事の

施工実績がある場合は、これらに係る工事成績評定点の平均が６５点以上である

こと。

(12) 入札説明書の交付を受けた者であること。
(13) 入札参加グループでの参加について

① 全体要件
(ｱ) 適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加すること

ができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代
表企業及び代表者を定め、他の者は、グループ企業として参加するものとし、
「競争参加者の資格に関する公示」に示すところにより国土交通省大阪航空
局長から本維持工事に係る入札参加グループとしての競争参加者資格の認定
を受けるものとする。なお、代表企業及びグループ企業が他の入札参加グル
ープに参加若しくは単独で入札に参加することは出来ない。また、代表企業
及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代
表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ
結成に関する協定書（又はこれに類する書類。以下「協定書」という。）を
作成し、申請書類と併せて提出すること。

(ｲ) 入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書及び資料の
提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。た
だし、やむを得ない事情が生じた場合は、国土交通省大阪航空局長はその事
情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。

(ｳ）入札参加グループの代表企業は、上記(1)から(12)のうち、（8）を除く要
件を満たすこと。また、入札参加グループの構成員は、上記(1)から(12)のう
ち、(7)、(8)及び(9)を除く要件を満たしていること。また、入札参加グルー
プとして、上記(8)の要件を満たしていること。

②個別要件
入札参加グループで本工事を実施する場合、代表企業は本工事全体の企画立
案を担当するものとし本維持工事全体の企画立案、定期点検、監視室駐在作
業、応急復旧工の各工種を包括的に管理するものとする。

３．担当部局 〒540-8559

大阪市中央区大手前４丁目１番７６号大阪合同庁舎４号館１５階

大阪航空局総務部契約課契約係

電話06-6949-6206 FAX06-6949-6220

４．総合評価に関する事項

(1) 評価項目と評価基準については、入札説明書によるものとする。

(2) 評価対象要件

① 入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範



囲内であること。

② 評価値が標準点を予定価格で除した数値（以下「基準評価値」という。）に

対して下回らないこと。

(3) 落札者の決定方法

① 入札参加者は価格及び４.(1)に示す評価項目をもって入札を行い、４.(2)の

要件に該当する者のうち、４.(1)によって得られる標準点、施工体制評価点及

び加算点の合計を入札価格で除した数値（以下「評価値」という。）の も高

い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札し

た他の者のうち、 も高い評価値をもって入札した者を落札者とする。

② 上記①において、評価値の も高い者が２人以上あるときは、くじ引きによ

り落札者を決定する。

（4）実施上の留意事項

① 受注者により提案された施工計画について、受注者の責により提案が履行で

きなかった場合は「請負工事成績評定」の減点を行う。（入札説明書参照）

② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はそ

の他特別な事情がある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

５．入札及び開札の日時及び場所等

(1) 日時 ： 別紙－２のとおり

(2) 場所 ： 大阪航空局

(3) その他： 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当

官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持

参すること。

６．入札方法等

(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得

た場合は、持参することができる。郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は

認めない。

(2) 落札決定に当たっては、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すること。

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

７．入札保証金及び契約保証金



(1) 入札保証金 免除

(2) 契約保証金 納付

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって

契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による

保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を

免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１

０分の１以上とする。

８．開札

開札は電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会

わせて開札を行う。

ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札を行う場合は、工事費内訳書は表封筒

と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する

こと。なお、入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。

９．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者のした入札及びこの入札説明書（別冊を含む）において示した条件等入札に

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す。

なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、

開札の時において２.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

10. 低入札調査

落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場

合は、予決令第８６条の調査を行う。

11．その他

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札参加者は、国土交通省航空局競争契約入札者心得及び別冊工事請負契約書

案を熟読し、大阪航空局競争契約入札者心得を遵守すること。

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づ

く指名停止を行うことがある。

(4) 契約後ＶＥの提案

契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下さ

せることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書

の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合

には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を

行うものとする。

詳細は特記仕様書等による。



(5) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 大阪航空局が発注する建設工事（測量等）において、暴力団員等による不当

要求又は建設工事（測量等）妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合

は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警

察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速

やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じ

ることがある。

④ 建設工事（測量等）において、暴力団員等による不当介入を受けたことによ

り工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(6) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

交付期間 平成２９年９月７日から平成２９年１０月５日まで。

（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。）

交付場所 上記３.の担当部局

交付方法 無償にて貸与する。ただし、関係書類の交付・返却に要する費

用は実費負担とする。なお、担当部局以外で入札説明書の交付を希望する場

合は、担当部局に事前連絡のうえ、大阪航空局管内の空港事務所等で交付を

受けることができる。

また、電子データによる配布も行う。電子データによる受取を希望するもの

は、その旨を担当部局へＦＡＸで連絡すること。その際に、ＦＡＸには業者

名、社名、担当者名及び送付先メールアドレスを記載すること。

(7) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法

提出期間 平成２９年９月７日から平成２９年１０月５日まで。

（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。）

（ａ） 電子調達システムによる参加を希望する者は、提出期間内に電子調

達システムを用いて申請書及び資料を提出すること。

（ｂ） 紙入札方式による参加を希望する者は、提出期間内に郵送（宅配便

を含む。以下同じ。）又は持参により申請書及び資料を上記３．担

当部局まで提出すること。

(8) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札書は電子調達システムにより別紙－２の期日までに上記３．あて提出する

こと。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得たうえ

で別紙－２の期日までに上記３.あて持参すること。（郵送又は託送による提出は

不可）

開札日時は、別紙－２のとおりとし、大阪航空局にて行う。

(9) 詳細は入札説明書による。



別紙－１

工　　事　　名 工　事　場　所

小松空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

石川県小松市浮柳町ヨ２１

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

４７９灯
４２灯
９０灯
６１面

八尾空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

大阪府八尾市空港２丁目１２

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

３９３灯
３４灯
５２灯
４３面

美保空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

鳥取県境港市佐斐神町２０６４

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１３１灯
２４灯
３４灯
３９面

広島空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

広島県三原市本郷町善入寺字平岩６４
番地３４

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,７８４灯
５５灯
７３灯
１４５面

岩国空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

山口県岩国市旭町３－１５－２

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１２３灯
１４灯
３５灯
６面

徳島空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野１６
－２

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

５７８灯
１８灯
６５灯
２０面

松山空港航空灯火施設維持工事
（平成26年度～平成29年度）

愛媛県松山市南吉田町

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

９９９灯
６９灯
７８灯
６６面

高知空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

高知県南国市物部

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,１３２灯
３１灯
６４灯
１３０面

北九州空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

福岡県北九州市小倉南区空港北町６番

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,３１１灯
５６灯
１６７灯
１０３面

長崎空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

長崎県大村市箕島町５９３－２

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,３７０灯
６６灯
５１灯
１２９面

熊本空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

熊本県上益城郡益城町大字小谷

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,８３６灯
６１灯
７２灯
１７５面

大分空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

大分県国東市武蔵町糸原大海田

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,２１６灯
５３灯
７３灯
１１１面

宮崎空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

宮崎県宮崎市大字赤江無番地

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,３４０灯
１１９灯
８７灯
１４６面

鹿児島空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

鹿児島県霧島市溝辺町麓８３８

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

１,４５９灯
１１６灯
８８灯
２４１面

那覇空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

沖縄県那覇市安次嶺５３１－３

航空灯火
エプロン照明灯
道路照明灯
電気施設

２,５５８灯
１９５灯
３１６灯
３３９面

空港航空灯火施設維持工事　場所及び概要一覧表

工　事　概　要



工　　事　　名 入札日時 開札日時

小松空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２０日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２１日
　

１０：００

八尾空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２０日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２１日
　

１１：００

美保空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２０日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２１日
　

１３：００

広島空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２０日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２１日
　

１５：００

岩国空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２１日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２２日
　

１０：００

徳島空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２１日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２２日
　

１１：００

松山空港航空灯火施設維持工事
（平成26年度～平成29年度）

平成２９年１１月２１日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２２日
　

１３：００

高知空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２１日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２２日
　

１５：００

北九州空港航空灯火施設維持工
事（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２７日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２８日
　

１０：００

長崎空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２７日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２８日
　

１１：００

熊本空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２７日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２８日
　

１３：００

大分空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２７日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２８日
　

１５：００

宮崎空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２８日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２９日
　

１０：００

鹿児島空港航空灯火施設維持工
事（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２８日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２９日
　

１１：００

那覇空港航空灯火施設維持工事
（平成29年度～平成32年度）

平成２９年１１月２８日
　

０９：００から１７：００まで

平成２９年１１月２９日
　

１３：００

別紙-2
　　航空灯火施設維持工事入札手続き等一覧表
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