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入札説明書（総合評価落札方式（標準型））

九州地方整備局の平成３１年度九州地方整備局管内空港発注補助業務に係わる入札公告

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））に基づく一般競争

入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

本業務は、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。以下「法」という。）に基づき実施される業務である。

１．公告日 平成３０年１２月２７日（木）

２．契約担当官等

支出負担行為担当官

九州地方整備局副局長 稲田 雅裕

３．業務概要

(1) 業務名 平成３１年度九州地方整備局管内空港発注補助業務

(2) 業務目的 本業務は、管内における空港事業に関する工事設計書作成に必要とな

る積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行う

ことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ること

を目的とする業務である。

(3) 業務の内容 本業務は履行期間内において、１工事毎（以下「個別業務」という）

の指示により協議・打合せの上実施するものであり、指示は発注者か

ら受注者に対して履行期限を付して行われるものである。

また、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者（以下「管

理技術者」という）に対して行うため、実施する担当技術者は管理技

術者の管理下において作業を行うものである。

１）積算に必要な現地調査

２）積算根拠資料作成

３）積算システムへの積算データ入力

４）照査

なお、対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報につ

いては、別紙－１「業務ボリュームの参考指標」、別紙－３「従来の

実施状況に関する情報の開示」を参照。

(4) 技術提案に関する要件

業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出す

る者（以下「競争参加資格確認申請者」という。）は創意工夫を発揮し、質の向上

に努めるための各提案を行うものとする。

１）業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法

等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行

うこととする。

２）評価テーマに対する技術提案

競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術

提案を行うこととする。

評価テーマ①：本業務を的確に実施する上で必要となる配慮事項とその対策に

ついて（ただし、テーマ②に該当する提案は除く）

評価テーマ②：積算情報の漏洩を防止するための配慮事項とその対策について

(5) 成果品について 本業務により提出される成果品は以下のものであるが、その内

容において、誤字・脱字、計算間違い、適用基準の間違い、入力

間違い等がないように十分留意し、記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶ
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Ｄ－Ｒ等）で調査職員に提出するものとする。

１）積算根拠資料 １式

２）積算データ

３）打合せ記録簿

(6) 履行期間 履行期間は以下のとおり予定している。

契約締結日～平成３３年３月２６日

(7) 主たる部分

本業務における「主たる部分」は港湾等発注者支援業務共通仕様書１－１－２３

に示すとおりとする。

(8) 再委託の禁止

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

(9) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書を受け付け、価

格以外の要素と入札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

業務である。また、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85条の基準に基づく価格（以下「調査基準価格」という。）又は予決令

第85条の基準に準じて九州地方整備局（港湾空港関係）が予定価格100万円以上1,0

00万円以下の業務に定めた価格（以下「品質確保基準価格」という。）を設定する

総合評価落札方式においては、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、

技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務であ

る。

(10) 電子入札

本業務は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。但し、

電子入札システムを利用する際には以下の点に留意すること。

１）手続きにあたっては、九州地方整備局（港湾空港関係）電子入札運用基準を遵

守するものとする。

２）電子入札システムによる手続きは、同じＩＣカードにて手続きを行うこと。但

し、使用していたＩＣカードについて、ＩＣカード発行機関のＩＣカードの利用

に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間

に使用することができなくなることが確実な場合においては、発注者の承諾を得

た場合に限り、当該入札に関して入札権限のある他のＩＣカードに変更すること

ができる。

３）当初より、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に

限り紙入札方式に代えることができる。

４）電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則

として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手

続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものする。

５）以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発

注者の承諾を前提として行われるものである。

(11) 本業務の契約書(案)、共通仕様書、特記仕様書は別添のとおりである。

(12) 本業務に係る開札は落札決定を保留した上で行うものであり、落札及び契約締結

は平成３１年４月１日とするが、当該業務にかかる平成３１年度予算成立が４月２

日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措

置が全額計上されている時は全額の計上とするが、全額計上されていない時は全体

の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(13) 本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務

である。

(14) 本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合（予

定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に

準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」）、業務の品質確保を図ることを

目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照

査を実施することを義務づける業務である。詳細は別紙による。
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(15) 担当部局

〒８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東２－１０－７

九州地方整備局総務部経理調達課 契約企画係

電話０９２－４１８－３３４５

４．入札参加資格

入札に参加しようとする者は、４－１に掲げる資格を満たしている単体企業又は４－

２に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。

４－１ 単体企業

①法第15条において準用する法第10条各号に該当する者でないこと。

なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、競争参

加資格確認申請書等の提出期限までに、次に掲げる事項を記載した誓約書を提出する

こと。

１）法第15条において準用する法第10条各号のいずれにも該当しないこと及び暴力

団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

２）暴力団排除に関する欠格事由（法第15条において準用する法第10条第4号及び

第6号から第9号までに規定する内容）について当地方整備局が別に定める手続（別

添を参照。）により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警察庁への

意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたときは、競争

参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者として入札無

効とされることに異存がないこと。また、当地方整備局が行う警察庁への意見聴

取に協力しなかったときは、競争契約入札心得第6条第1項第11号に該当するもの

として入札無効とされることに異存がないこと。

②予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

③九州地方整備局（港湾空港関係）における平成２９・３０年度「建設コンサルタン

ト等」業務に係る一般競争（指名競争）参加資格Ａ等級の決定を受けていること。

（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、九州地方整備局副局長が別に定め

る手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。）

なお、当該資格の決定を受けていない者も「競争参加資格確認申請書（技術資料

を含む）」を提出することができるが、当該業務の開札の時までに、当該資格の決

定を受けていなければならない。決定されていない場合は、当該業務の入札は競争

に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。

さらに、九州地方整備局（港湾空港関係）における平成３１・３２年度「建設コ

ンサルタント等」業務に係る一般競争（指名競争）参加資格確認の申請を行い受理

されている者であること。

ただし、平成３１年４月１日までに、上記の一般競争（指名競争）参加資格Ａ等

級の決定を受けていなければならない。決定されていない場合は、当該業務の入札

は競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。

④競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整

備局から「地方整備局(港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措

置要領」（昭和59年3月31日付け港管第927号）に基づく指名停止を受けていないこ

と。

⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるも

のとして、発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

⑥法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

⑦労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

４－２ 設計共同体
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４－１に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業

務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成３０

年１２月２７日付け九州地方整備局副局長）に示すところにより、九州地方整備局

副局長から平成３１年度九州地方整備局管内空港発注補助業務に係る設計共同体と

しての競争参加者の資格（以下、「設計共同体としての資格」という。）の決定を当

該業務の開札の時までに受けているものであること。なお、設計共同体として認め

る業務の区分は別紙－４のとおりである。

４－３ 入札参加者間の公平性

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。

①資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し、子会社又は子会社の一方が更生会社

又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）親会社と子会社の関係にある場合

２）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

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し１）については、会社の一方が更生会

社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）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

２）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と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

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

をとることは、九州地方整備局競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加

者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる

相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触するもので

はないことに留意すること。

４－４ 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件

１）中立公平性に関する要件

・本業務の履行期間中に工期がある当該業務の対象工事に参加している者及びその

対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に

参加できない。

・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け（測

量・調査業務も含む）をしていることをいう。但し、本業務の契約日の前日まで

に下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。

・「資本面・人事面で関係がある」とは、次の①又は②に該当する者をいう。

①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、

又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ね

ている場合。

２）業務実績に関する要件

下記に示される業務について、平成１６年４月１日以降に完了した以下に示す業

務の実績を有していること（平成３０年度完了予定を含む）。但し、地方整備局（港

湾空港関係）が発注し、請負業務成績評定要領の評定点を得ているものについては、

当該点が６０点未満の場合は実績として認めない（平成３０年度完了予定について

は、この限りではない）。また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有し

ていること。

・港湾・海岸又は空港の工事のいずれかに関する建設コンサルタント等業務又は測

量・調査業務若しくはこれらに準じた業務（発注機関については問わない）

３）業務実施体制が妥当であること。

①業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

②業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
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③設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと、一

つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。

④業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。

４－５ 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。なお、設計共同体

により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置

する。また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼

務できない。

１）配置予定管理技術者の資格等

配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪

能でなければならない。但し、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。

①技術士（総合技術監理部門―建設又は建設部門）

②ＡＰＥＣエンジニア（Industrial、Civil、Structural、Geotechnical、Envir-

onmental）

③土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

④一級土木施工管理技士

⑤（一社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は公共工

事品質確保技術者（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格を有する者（※１）

⑥ＲＣＣＭ（港湾及び空港部門）又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※２）(技

術士部門と同様の部門に限る）

※１「発注者が認めた同等の資格を有する者」とは以下の通り。

・中部地方における「施工体制の確保に関する推進協議会委員長」が認定した

発注者支援技術者土木Ⅰ種又は土木Ⅱ種

※２「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格している

が転職等により登録していない立場にいる者

※外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設

市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）につ

いては、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（土地

・建設産業局建設市場整備課）を受けている必要がある。

なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場

合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争

参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、

当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結

果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

配置予定管理技術者は、平成１６年４月１日以降に完了した以下に示す同種又は

類似業務（平成３０年度完了予定も対象に含む。）の業務実績を有すること。

同種業務：港湾・海岸又は空港の工事のいずれかに関する発注者支援業務又は設

計若しくは施工に関する業務、監理技術者として従事した港湾・海岸

又は空港のいずれかの工事（工事を業務として認める）（発注機関に

ついては問わない）

類似業務：港湾・海岸又は空港の工事のいずれかに関する建設コンサルタント等

業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務（発注機関につ

いては問わない）

なお、同種又は類似業務の実績については､管理技術者だけではなく担当技術者

として従事したものも認める（照査技術者として従事したものは認めない。）。また、

元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託

を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。発注者として従事（※）

した同種又は類似業務の経験も実績として認める。但し、地方整備局（港湾空港関

係）が発注し、業務実績において請負業務成績評定要領の評定点を得ているものに

ついては当該点が６０点未満の場合、若しくは工事実績において請負工事成績評定

要領の評定点を得ているものについては当該点が６５点未満の場合は実績として認

めない。（平成３０年度完了予定についてはこの限りではない。）
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設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。

※「発注者として従事」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人等で同種又は類

似業務の調査職員として従事したことをいう。

３）直接的雇用関係

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本

業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。

なお、在籍出向者及び派遣社員は直接的雇用関係に該当しない。

４）第三者照査

予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合（予定価格が

100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算

定した価格を下回る価格で契約した場合）、品質確保の観点から、受注者が行う当

該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければ

ならない。

４－６ 配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

配置予定担当技術者の資格

配置予定担当技術者については、以下のいずれかの資格等を有するものとする。

（なお、１つの履行場所において、担当技術者を複数名配置する場合、１名につい

ては資格要件を満たさなくとも配置可能とする。）

・技術士（総合技術監理部門－建設又は建設部門）、技術士補（建設部門）

・ＡＰＥＣエンジニア（Industrial、Civil、Structural、Geotechnical、Enviro-

nmental）

・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会１級技術者又は土木学

会２級技術者

・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質

確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者（※１）

・ＲＣＣＭ（港湾及び空港部門）又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※２）(技

術士部門と同様の部門に限る）

・「配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務

経験（工事については、監理技術者又は主任技術者として従事したものも認める。）

が１年以上の者

※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、１年以上従事し

ていれば業務経験を有するものとして判断する。

・港湾・海岸又は空港関係の技術的行政経験を１０年以上有する者

※１「発注者が認めた同等の資格を有する者」とは以下の通り。

・中部地方における「施工体制の確保に関する推進協議会委員長」が認定した

発注者支援技術者土木Ⅰ種又は土木Ⅱ種

※２「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが

転職等により登録していない立場にいる者

４－７ 競争参加資格確認申請書等に関する要件

競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容

等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

競争参加資格確認申請書類の内容 （各個別様式は別紙－２参照）

・競争参加資格確認申請書 （様式－１）

・企業の平成１６年度以降に完了した業務実績 （様式－２）

・配置予定管理技術者の経歴等 （様式－３）

・配置予定管理技術者の平成１６年度以降に完了（平成３０年度完了予定を含む）

の同種又は類似業務実績 （様式－４）

・業務実施体制 （様式－５）

・業務の実施方針 （様式－６）

・評価テーマに対する技術提案について （様式－７）
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・申請書 （様式－８） ※代表者名にて業務発注担当部署長あて

・配置予定担当技術者の平成１６年度以降に完了（平成３０年度完了予定を含む）

の同種又は類似業務実績 （様式－９）

・中立公平性に関する要件 （様式－１０）

・設計共同体で参加する場合の協定書の写し

５．競争参加資格確認申請書等（誓約書含む）の提出等

本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次

に掲げるところに従い、別添様式１～１０の競争参加資格確認申請書等を提出し、支出

負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。但し、

４．４－１③に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の決定を受けていない者も競争参

加資格確認申請書等を提出することが出来るが、開札の時において一般競争参加資格の

決定を受けていなければならない。

(1) 作成方法

電子入札システムにより競争参加資格確認申請書等を提出する場合は、指定のア

プリケーションソフトを使用し、ファイル容量は３ＭＢ以内で作成を行うこと。ま

た、契約書などの印がついているものは、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け

るか、指定の形式により提出すること。なお、ファイル容量が３ＭＢ以内に収まら

ない場合は、様式－８を電子入札システムで提出したうえで、その他の添付資料を

含む全ての資料一式を郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る）又は持参によ

り行うものとする。ファイルの圧縮については、圧縮することにより３ＭＢ以内に

収まる場合にＬＺＨ又はＺＩＰ形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）して送付

することを認める。

１）提出期間：平成３０年１２月２８日（金）から平成３１年１月２８日（月）ま

で（但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。最終日は１６時３０分まで。）

２）提出場所：３．(15)に同じ。

３）提出方法：電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場

合は、持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）。

(2) 競争参加資格確認申請書等の作成及び記載上の留意事項

１）競争参加資格確認申請書等内容の留意事項

競争参加資格確認申請書等について、記載された事項以外の内容を含む申請書、

又は書面及び書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効と

する場合があるので注意すること。

競争参加資格確認申請書等の様式は、別紙－２の様式１～１０（Ａ４版）に示

されるとおりである。

なお、文字サイズは10ポイント以上とする。

また、技術提案書の様式は、別紙－２の様式７に示されるとおりとする。なお、

文字サイズは１０ポイント以上とし、文字数は５５字／行以内、行数は６０行以

内とする。また、上下左右の余白は１５ｍｍ以上とする。なお、これらに反する

記載については、高く評価しない。（図表は必ずしもこの限りではないが、文字

が小さく読み取れないものは高く評価しない。）

記載事項 記載上の留意事項

企業の業務実績 ・入札説明書４．４－４．２）に掲げる競争参加資格確認申請者

が過去に受注した業務の実績について記載する。

・平成１６年４月１日以降に完了した業務（平成３０年度完了予

定を含む）とする。

・記載する業務が、地方整備局（港湾空港関係）発注の業務で請

負業務成績評定の評定点を得ているものについては、業務成績

表を証明できる資料を添付する。

・記載する件数は１件とする。

・記載様式は様式－２とし、Ａ４版１枚以内に記載する。
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配置予定管理技術 ・配置予定管理技術者について、入札説明書４．４－５．１）及

者の資格及び実績 び２）に掲げる資格及び「同種又は類似業務の実績」について

等 記載する。

・「同種又は類似業務の実績」については､平成１６年４月１日以

降に完了した業務（平成３０年度完了予定を含む）の実績を１

件記載する。

・「同種又は類似業務の実績」については､管理技術者だけではな

く担当技術者として従事したものも認める（照査技術者として

従事したものは認めない。）

・「同種又は類似業務の実績」については、元請として従事した

経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務

実績についても認める。発注者として従事した同種又は類似業

務の経験も実績として認める。

・但し、地方整備局（港湾空港関係）が発注し、業務実績におい

て請負業務成績評定要領の評定点を得ているものについては当

該点が６０点未満の場合、若しくは工事実績において請負工事

成績評定要領の評定点を得ているものについては当該点が６５

点未満の場合は実績として認めない。（平成３０年度完了予定

についてはこの限りではない。）

・競争参加資格確認申請書の提出者と「直接的な雇用関係」にあ

ることを証明する資料（様式自由）を添付する。但し、競争参

加資格確認申請書等の提出期限までに「直接的な雇用関係」に

ない場合は、契約締結日までに競争参加資格確認申請書の提出

者と「直接的な雇用関係」にあることを誓約する資料（様式自

由）を添付する。

・設計共同体においても、配置予定管理技術者の資格及び実績を

記載する。

・記載様式は様式－３とし、Ａ４版１枚以内に記載する。

配置予定管理技術 ・様式－３に記載した配置予定管理技術者の同種又は類似業務の

者の同種又は類似 概要について記載する。

業務の概要 ・競争参加資格確認申請書提出者以外が受託した業務実績を記載

する場合は、当該業務を受託した企業名を記載する。

・平成１６年４月１日以降に完了した業務（平成３０年度完了予

定を含む）とする。

・記載する業務が、地方整備局（港湾空港関係）発注の業務（工

事）で請負業務（工事）成績評定の評定点を得ているものにつ

いては、評定点を証明できる資料を添付する。

・記載する件数は１件とする。

・記載様式は様式－４とし、Ａ４版１枚以内に記載する。

配置予定担当技術 ・配置予定担当技術者の人数を記載する。

者の実績等 ・配置予定担当技術者が過去に従事した「同種又は類似業務の別」

について記載する。なお、実績が無い場合や担当技術者が未定

の場合には「その他」として記載する。（氏名は記載しない。）

・配置予定担当技術者の同種又は類似業務は以下のとおりとす

る。

同種業務：港湾・海岸又は空港の工事のいずれかに関する発注者

支援業務又は設計若しくは施工に関する業務、監理

技術者として従事した港湾・海岸又は空港のいずれ

かの工事（工事を業務として認める）（発注機関に

ついては問わない）

類似業務：港湾・海岸又は空港の工事のいずれかに関する建設コ

ンサルタント等業務又は測量・調査業務若しくはこ
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れらに準じた業務（発注機関については問わない）

・「同種又は類似業務の実績」については､平成１６年４月１日以

降に完了した業務（平成３０年度完了予定を含む）で同種・類

似等の別を記載する。

・「同種又は類似業務の実績」については､管理技術者だけではな

く担当技術者として従事したものも認める（照査技術者として

従事したものは認めない。また、工事については、監理技術者

又は主任技術者として従事したものも認める。）

・「同種又は類似業務の実績」については、元請として従事した

経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務

実績についても認める。発注者として従事した同種又は類似業

務の経験も実績として認める。

・但し、地方整備局（港湾空港関係）が発注し、業務実績におい

て請負業務成績評定要領の評定点を得ているものについては当

該点が６０点未満の場合、若しくは工事実績において請負工事

成績評定要領の評定点を得ているものについては当該点が６５

点未満の場合は実績として認めない。（平成３０年度完了予定

についてはこの限りではない。）

・記載様式は様式－９に記載する。

業務実施体制 ・単体企業、設計共同体のいずれの場合においても業務分担につ

いて記載する。

・配置予定管理技術者及び業務の分担について記載する。

・配置予定担当技術者は、本業務に従事予定の人数を記載する。

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部（軽微なものを除

く。）を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載するととも

に、再委託先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載するこ

と。但し、業務の全部を一括して、又は主たる部分を再委託し

てはならない。

・設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者

は代表者たる構成員から配置するものとし、構成員毎に１名以

上の予定担当技術者を配置しなければならない。

・記載様式は様式－５とする。

業務の実施方針 ・業務の実施方針について簡潔に記載する。

・記載様式は様式－６とし、Ａ４版１枚以内に記載する。

技術提案（評価テ ・入札説明書３．(4)に示した、評価テーマに対する取り組み方

ーマ） 法を具体的に記載する。

・記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、

現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成した

ＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。

・記載様式は様式－７とし、Ａ４版１枚以内に記載する。

中立公平性 ・入札説明書４．４－４．１）の中立公平性に関する要件の確認

のため、様式に記載された内容について、該当する番号に○を

記す。

・記載様式は様式―１０とする。

２）関連資料

①競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績として記載した業務につい

て、その業務に係る契約書の写しを提出すること。但し、当該業務が、一般財

団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス（TE

CRIS）又は工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、その出

力データを証明資料として添付すれば、契約書の写しを提出する必要はない。

②配置予定管理技術者の資格者証の写し等
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ⅰ）配置予定管理技術者の有する資格の資格者証の写しを添付すること。

ⅱ）同種又は類似業務に従事したことが確認できる資料を添付すること。

③平成３１・３２年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争（指名競争）

参加資格審査申請の「受付票」「申請書①」「測量等実績高と希望業種・国土交

通省地方整備局等」を出力した写し

④納税証明書（「法人税」「消費税及び地方消費税」について未納の税額のないこ

との証明書）の写し

⑤労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこ

との証明書の写し

(3) その他

競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先

３．(15)に同じ

６．競争参加資格確認の通知及び理由の説明

(1) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行うものとし、そ

の結果は平成３１年２月８日（金）までに電子入札システム（但し、書面により申

請した場合は、書面）にて通知する。

(2) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資

格がないと認めた理由について、通知を受けた日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に、次により説明を求めることができる。

提出期限：説明を求めることができる最終日の１７時００分

提出方法：電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合

は、持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）に

よるものとし、提出期限までに必着とする。なお、電子入札システム

において説明を求めた場合は、担当部局へその旨電話連絡すること。

(3) 支出負担行為担当官は、説明を求められた時は、説明を求めることができる最終

日の翌日から起算して５日（休日を含む。）以内に電子入札システムにより回答す

る。但し、書面による説明要求の場合は、書面により回答する。

７．入札説明書に対する質問の受付及び回答

(1) この入札説明書に対する質問は、電子入札システムにより提出すること。但し、

発注者の承諾を得て書面による場合は、持参によること。なお、電子入札システム

において提出した場合は、担当部局へその旨電話連絡すること。

提出場所：３．(15)に同じ

提出期間：平成３０年１２月２８日（金）９時３０分から平成３１年２月１３日

（水）１７時００分まで

(2) 電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受

注した具体的な業務名等の記載により業者名が類推される場合も含む。）を記載し

ないこと。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とするこ

とがある。書面により提出をする場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、

電話及びＦＡＸ番号を併記するものとする。

(3) 質問に対する回答は、電子入札システムにより行うものとし、原則として、質問

の提出期間の最終日の翌日から５日間以内に３．(15)及び入札情報サービス（http

://www.pas.ysk.nilim.go.jp/）にて閲覧に供する。

８．総合評価落札方式に関する事項

(1) 落札者の決定方法

１）入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各

要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値（以

下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。

①技術提案書を提出した者であること。

②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



- 11 -

であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。但し、

国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約につ

いて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こととなる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評価値が最も高い者を落札者とすることがある。また、上

記但し書きは、品質確保基準価格を設定する業務契約においても適用する。ま

た、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条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うもの

とする。（なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない）

③業務完了後の業務コスト調査に係る資料は、業務完了後９０日以内に提出する

ものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、業務成績を減点

するものとする。

④上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引

かせて落札者を決める。くじの日時及び場所については、発注者から電話等に

より指示する。

(2) 総合評価の評価項目

総合評価における評価項目は「技術評価点を算出するための基準」のとおり。な

お、公告日において、別添「技術評価点を算出するための基準」中、「４．事故及

び不誠実な行為」に該当する場合、技術評価点算出時に技術評価点満点の５％又は

１０％の減点を行う。

・実施方針及び技術提案の履行確実性

評価にあたっては、次の方式により行うものとする。

１）調査基準価格又は品質確保基準価格以上の価格で申込みを行った者は、実施

方針及び技術提案（以下「技術提案等」という）の確実な履行の確保を含め、

契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていな

いことから、技術提案等の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認め

る具体的な事情がない限り、（６）３）３－２）の履行確実性の評価をＡとし、

履行確実性度を1.0として評価するものとする。

２）調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技

術提案等の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこ

ととなるおそれがあることから、（６）３）３－２）①から④までの審査項目

を評価した結果、○と審査した項目数に応じて、次の表の○と審査した項目数

の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。

○と審査した項目数 評価 履行確実性度

４ Ａ 1.0

３ Ｂ 0.75

２ Ｃ 0.5

１ Ｄ 0.25

０ Ｅ 0

(3) 総合評価の評価方法

１）評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の配分点）×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点の配分点は３０点とする。

３）技術評価点の算出方法
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競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に

評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の配分点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③評価テーマに対する技術提案

④技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の配分点）×（技術評価の得点合計／技術評価の

配点合計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（④の

評価に基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）

４）総合評価は入札者の申し込みに係る上記１）、２）、３）により得られた価格評

価点と技術評価点の合計値（評価値）をもって行う。

(4) 競争参加資格確認申請書等に基づく業務

競争参加資格確認申請書等において採用した提案内容に基づき技術提案履行計画

書を作成し、その内容を適切に履行するものとする。

また、受注者の責により提案内容を満足する業務が行われない場合及び提案され

た実績を有する担当技術者が配置できない場合は、業務成績評定を減ずる等の措置

を行う。

(5) 競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施

審査では、競争参加資格確認申請書等に記載された事項について内容の確認を行

う。なお、ヒアリングは実施しない。

(6) 履行確実性に関するヒアリング

１）ヒアリングの実施

①どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、

予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者について、必要に応じ開札後速や

かに、ヒアリングを実施する。

実施場所：九州地方整備局

実施予定日時：別途通知（協議の上決定する）

出席者：配置予定管理技術者他

②ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

③入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格又は品質確保基準価格に

満たない者は、技術提案等の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した

履行がされないこととなるおそれがあることから、競争参加資格確認申請書等

のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。

但し、追加資料の提出の意向の無い者については、上記追加資料の提出期限日

までに、追加資料の提出を行わない旨を書面（様式は自由）にて提出するもの

とする。追加資料の提出を行わない旨の書面の提出があった者については、そ

の入札を無効として取り扱うものとする。

なお、追加資料の再提出及び提出後の修正は認めない。

④ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能

な者をあわせ、最大で３名以内とする。

また、上記①～④に掲げる履行確実性に関するヒアリングに応じない場合及び

追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関する

条件に違反した入札として無効とすることがある。

２）履行確実性の審査のための追加資料

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格又は品質確保基準価格に満た

ないときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。

・当該価格により入札した理由 （様式１１）

・入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書 （様式１２）

・一般管理費等内訳書 （様式１２－１）
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・当該契約の履行体制 （様式１３）

・手持の建設コンサルタント業務等の状況 （様式１４）

・手持ち業務の人工 （様式１４－１）

・配置予定技術者名簿 （様式１５）

・直接人件費内訳書 （様式１５－１）

・過去において受注･履行した同種又は類似業務の名称及び業務発注担当部署

（様式１６）

・再委託先からの見積書（再委託先の押印があるもの）

・過去３カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し及び過

去３カ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の

写し

なお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者（管理技術者、担当技術者）

及び再委託先技術者を記載するものとする。

３）技術提案等の履行確実性の審査・評価方法

３－１）技術提案等の履行確実性の審査は、競争参加資格確認申請書等（履行確

実性の審査に必要な部分に限る）、履行確実性に関するヒアリング及び追加資

料等をもとに行い、技術提案等の確実な履行の確保が認められる場合には、技

術提案等に係る評価点をその履行確実性に応じて付与する。

３－２）履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が

計上されているか、②配置予定技術者（照査予定技術者を除く。以下同じ。）

に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されて

いるか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各

項目毎に審査した上で、５段階（Ａ～Ｅ）で総合的に評価する。

９．入札及び開札の日時及び場所

(1) 締切日時

１）電子入札システムによる場合：平成３１年２月２２日（金）１６時３０分

２）紙により持参する場合 ：平成３１年２月２２日（金）１６時３０分

３）場所：３．(15)に同じ

(2) 開札日時

平成３１年２月２５日（月）１３時３０分

10．入札方法等

(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、発注者の承諾を得た場

合は紙により持参すること。郵送、託送又は電送（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。

※消費税率については、消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和2

5年法律第226号）の改正を踏まえ、必要に応じて（２）中「100分の８」を「100

分の10」、「108分の100」を「110分の100」に修正する等の対応を行うこととす

る。

(3) 本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。

11．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 免除

12．開札
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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。入札者又はその代理人が

開札に立ち会わない場合（電子入札システムにより提出した場合は、立ち会い不要。）

においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。１回目の開札に立

ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞

退したものとして取り扱う。

13．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、競争参加資格確認申請書等に虚

偽の記載をした者のした入札及び別冊九州地方整備局（港湾空港関係）競争契約入札心

得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がある旨確認を受けた者であっても、

開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において４．に掲げる要

件のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

14．手続における交渉の有無 無

15．契約書作成の要否

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。なお、本業務において提出され

た技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として

添付する。

16．支払条件 部分払 有

17．火災保険付保の要否 否

18．総合評価落札方式おける非落札者に対する理由の説明

(1) 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があ

る者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以

内に、書面により、支出負担行為担当官に対して、非落札理由について説明を求め

ることができる。

１）提出期限：苦情を申し立てることができる最終日の１７時００分

２）提出先 ：３．(15)に同じ

３）提出方法：持参により提出するものとし、郵送又は電送（ファックス）による

ものは受け付けない。

(2) 説明を求めた者には、苦情を申し立てることのできる最終日の翌日から起算して

５日（休日を除く。）以内に書面により回答する。

19．再苦情申し立て

九州地方整備局副局長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は総合評価落

札方式における非落札者に対する理由の説明に不服がある者は、６．(2)又は １８．(2)

の回答を受けた日の翌日から起算して７日（休日を除く｡)以内に、書面により、九州地

方整備局副局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てにつ

いては、入札監視委員会が審議を行う。

再苦情申立ての受付窓口、受付時間及び手続等を示した書類等の入手先

〒８１２－００１３

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 福岡第二合同庁舎３階

国土交通省 九州地方整備局 総務部 経理調達課 契約企画係

電話０９２－４１８－３３４５

休日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで

20．関連情報を入手するための照会窓口
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３．(15)に同じ。

21．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) 九州地方整備局（港湾空港関係に限る。）が発注する設計・測量・調査等業務（以下「発

注業務」という。）において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこ

れを拒否すること。

また、不当介入を受け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。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

(2) (1)により警察に通報又は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

あること。

(4) 発注業務において、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。

22．その他

(1) 契約等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、別冊九州地方整備局（港湾空港関係）競争契約入札心得及び別冊

契約書案を熟読し、別冊九州地方整備局（港湾空港関係）競争契約入札心得を遵守

すること。

(3) 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確

認申請書等を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。

また、競争参加資格確認申請書等が下記のいずれかに該当する場合は、原則その

競争参加資格確認申請書等を無効とする。

・競争参加資格確認申請書等の全部又は一部が提出されていない場合

・競争参加資格確認申請書等と無関係な書類である場合

・他の業務の競争参加資格確認申請書等である場合

・白紙である場合

・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合

・発注者名に誤りがある場合

・発注案件名に誤りがある場合

・提出業者名に誤りがある場合

・その他未提出又は不備がある場合

(4) TECRIS登録出来る技術者については、業務実施体制において記載した技術者に限

ることとする。

(5) 同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その

他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有

する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績を

もって判断するものとする。

(6) 提出期限までに競争参加資格確認申請書等を提出しない者及び競争参加資格がな

いと認められた者は、本競争に参加できないものとする。

(7) 提出された競争参加資格確認申請書等は返却しない。なお、提出された競争参加

資格確認申請書等は、技術評価点の算定以外に提出者に無断で使用しない。

(8) 競争参加資格確認申請書等の提出後において、原則として競争参加資格確認申請

書等に記載された内容の変更を認めない。また、競争参加資格確認申請書等に記載

した配置予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等

のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注

者の了解を得なければならない。

(9) 競争参加資格確認申請書等及び履行確実性の審査のための追加資料の作成に関す
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る費用は、提出者の負担とする。

(10) 本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は

当該業務の対象工事・業務に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出

向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の対象工

事・業務に参加してはならない。なお、「対象工事・業務に参加」とは、当該工事

・業務の入札に参加すること、当該工事・業務の下請け（測量・調査業務も含む）

としての参加をいう。

資本面・人事面で関係があるとは、次のⅰ）又はⅱ）に該当する者をいう。

ⅰ）一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、

又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

ⅱ）一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合。

(11) 本業務における予定価格の作成にあたっては、平成３０年度労務単価等を適用す

る予定である。なお平成３０年度労務単価等が改訂されても変更は行わないものと

する。但し、開札日より起算して７日前時点までに、平成３１年度労務単価等が策

定され公表された場合は、平成３１年度労務単価等を適用する。

（12） 電子入札システムの手続については、この入札説明書によるほか、「九州地方整

備局（港湾空港関係）電子入札運用基準」に基づき行う。なお、「九州地方整備局

（港湾空港関係）電子入札運用基準」は当局ホームページ及び国土交通省電子入札

システムホームページにおいて公開している。

九州地方整備局ホームページ http：//www.qsr.mlit.go.jp

国土交通省電子入札システムホームページ http：//www.e-bisc.go.jp

(13) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、９時00分から18時00分ま

で稼動している。また、稼動時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼動時

間を延長する場合は、国土交通省電子入札システムホームページ「ヘルプデスク」

コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。

国土交通省電子入札システムホームページ http：//www.e-bisc.go.jp

(14) システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を

参考とすること。「電子入札準備手順書」は、国土交通省電子入札システムホーム

ページでも公開している。

(15) 障害発生時及び電子入札システム操作時の問い合わせ先は下記の通りとする。

システム操作・接続確認等の問い合わせ先

国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話 03-3505-0514

国土交通省電子入札システムホームページ http://www.e-bisc.go.jp

ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先

取得しているＩＣカードの認証機関

但し、申請書類、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、

３．(15)へ連絡すること。

(16) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知書及び受付

票等を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、

以降の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。

(17) 第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時につ

いては、電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。

開札時間から20分後を目処に発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの

前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、

発注者から連絡する。

(18) 落札者の決定等の公表

本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から

提出された競争参加資格確認申請書等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落

札者の決定理由について公表するものとする。

(19) 受注者が負う可能性のある主な責務等

１）次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処さ
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れることとなる。

・本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

・「法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は「法

第２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。

２）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法

人又は人の業務に関し、上記１）の違反行為をしたときは、法第56条の規定によ

り、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して上記１）の刑を科されること

となる。

３）法第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービスの実施に関し

て知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下

の罰金に処されることとなる（法第５４条）。

(20) 会計検査について

受注者は、会計検査院法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しく業務の受

託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときは、同法第２５条及び第２６条に

より、会計検査院の実地検査を受けたり、同院から直接又は発注者を通じて、資料

・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

(21) 国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について

本業務は、法第2条第7項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者につ

いて、暴力団排除に関する欠格事由（法第15条において準用する法第10条第4号及

び第6号から第9号までに規定する内容をいう。）への該当の有無を警察庁へ意見聴

取することが必要な業務である。

そのため、入札に参加しようとする者は、「暴力団排除に関する欠格事由の確認

について」（別添）を踏まえ、当地方整備局が行う警察庁への意見聴取に協力しな

ければならないものとする。

なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められ

ないときは、競争契約入札心得第6条第1項第11号に該当するものとして入札無効と

取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決

定も取り消される）ことに留意すること。

また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとさ

れたときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者

として入札無効と取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該

落札者としての決定も取り消される）ことに留意すること。


