
 入 札 公 告 

      （建設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）） 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

   

 令和２年９月１１日 

   分任支出負担行為担当官 

   九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長 田中 信夫 

 

１．業務概要 

 (1) 業 務 名 令和２年度大分空港用地造成（護岸改良）基本設計外１件 

       （電子契約対象案件） 

 (2) 業務内容 本業務は、大分空港外周護岸における沖波の見直しに伴う越波対策とし 

       て既設護岸改良の基本設計及び現況調査を行うものである。 

 (3) 履行期間 契約締結日から令和３年３月２９日 

 (4) 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及び技術提案を受 

  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 

  札方式の適用業務である。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 1,000 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、技術提案等の確実な履行の確保を厳格に評価する 

  ため、技術提案等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。 

 (5) 本業務は資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、 

  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。 

 (6) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う 

  対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て 

  紙方式に代えるものとする。 

 (7) 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試行業 

  務である。 

  (8) 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。 

 (9) 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。 

 (10) 本業務は、４０歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下、 

  「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。 

      なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できる 

   ものとする。 

    ４０歳未満とは、公告年度の４月１日時点で満４０歳未満の者とする。 

      技術指導者の専任は求めない。 

 

２．競争参加資格 

 (1) 入札参加者に要求される資格 

   入札に参加しようとする者は、①に掲げる資格を満たしている単体企業又は②に掲 

  げる資格を満たしている設計共同体であること。 

  ①単体企業 

   １）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。 

   ２）九州地方整備局（港湾空港関係）における令和１・２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。開札の時までに資格決定が得られない場合は、 

    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。 

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

     整備局から指名停止を受けている期間中でないこと。 

   ４）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（上記２）の再決定を受けた者を 

    除く。）でないこと。 

    ５）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明 

        書参照） 

    ６）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、国土交通省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。 

    ７）本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報 



        管理体制図（別添３）」を競争参加資格確認申請書と併せて発注者に提出し、入札 

        書の提出期限までにその同意を得ていること。 

  ②設計共同体 

   上記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」（令和２年９月 

  １１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 

  令和２年度大分空港用地造成（護岸改良）基本設計外１件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。 

   ただし、設計共同体としての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。 

 (2) 業務実績に関する要件 

      下記に示される同種業務について、元請けとして、平成２２年度以降公告日までに 

  完了した業務の実績を有すること。 

   同種業務：港湾、海岸又は空港における護岸の基本設計に関する業務 

   また、競争参加資格確認申請書等の提出者が設計共同体の場合は、代表者が上記の 

  同種業務の実績を有さなければならない。なお、その他の構成員は、当該業務で実施 

  を予定している分担業務について、平成２２年度以降公告日までに実施した業務の実 

  績を有さなければならない。 

   同種業務の実績について、発注機関については制限しない。ただし、国土交通省各 

  地方整備局（港湾空港関係）が発注し、請負業務成績評定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。 

   また、再委託による業務については、実績として認めない。 

 (3) 請負業務成績評定の評定点に関する要件 

      平成２９年度から令和元年度までに完了した国土交通省各地方整備局（港湾空港 

  関係）発注の建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定の評定点の平均点が 60点 

  以上であること。ただし、建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定の評定点対 

  象業務の実績がない場合は、この限りではない。 

 (4) 業務実施体制に関する要件 

  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。 

  ③ 設計共同体による業務を実施する場合 

    ・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。 

    ・代表者が管理技術者を配置すること。 



    ・各構成員は実施する業務分担に応じて、１名以上の担当技術者を配置すること。 

 (5) 配置予定管理技術者に対する要件 

  次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置しなければならない。 

  ① 以下のいずれかの資格保有者であり、下記に定める業務経験を有することとし、 

   日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 

    ・技術士(総合技術監理部門（建設科目）又は建設部門) 

    ・土木学会特別上級、上級又は１級技術者 

    ・ＡＰＥＣエンジニア(Industrial、Civil又は Structural) 

    ・博士（工学、理学、学術） 

    ・ＲＣＣＭ（港湾及び空港部門）（但し、空港関係の実務経験が３年以上ある者） 

  ② 下記に示される同種業務について、平成２２年度以降公告日までに完了した業務 

   の実績を有すること。 

   同種業務：港湾、海岸又は空港における護岸の基本設計に関する業務 

    なお、業務実績には、管理技術者だけでなく担当技術者として従事した実績も認 

   めるが、照査技術者としての実績は認めない。また、国土交通省各地方整備局（港 

   湾空港関係）が発注し、請負業務成績表評定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。再委託による業務については、実 

   績として認めない。発注機関については制限しない。 

  ③ 平成２９年度から令和元年度までに完了した国土交通省各地方整備局（港湾空 

   港関係）発注の建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定の評定点の平均点（管 

   理技術者及び担当技術者として従事した業務）が 60 点以上であること。ただし、建 

   設コンサルタント等業務の請負業務成績評定の評定点対象業務の実績がない場合は、 

      この限りではない。 

  ④ 配置予定管理技術者に４０歳未満の若手技術者を配置する場合は、配置予定管理技 

      術者を定期的に指導するための技術指導者（担当技術者として配置）を配置すること 

      ができる。この場合、技術指導者は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に 

      対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる(ｱ)から(ｳ)全ての条件を満足する 

      者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。  

       (ｱ) 配置予定管理技術者に求める技術者資格及び業務実績を有すること。  

       (ｲ) 定期的に配置予定管理技術者の指導を行うこと。（１回／週程度）  

       (ｳ) 特記仕様書に記載された発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席す 

         ること。  

        ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、２． 

         (5)に掲げる配置予定技術者に求める要件のうち、②の業務実績は求めない。また、 

         入札参加者の選定及び総合評価における評価項目において、予定技術者の経験及 

         び能力（技術者資格、業務実績、業務成績、表彰実績）については技術指導者の 



         資格及び実績等により評価する。 

 

３．総合評価落札方式に関する事項 

 (1) 落札者の決定方法 

   入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書をもって入札をし、次の各要件に 

  該当するもののうち下記(2)総合評価の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 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。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。 

    ただし、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恐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恐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であ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、上記ただし書きは、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。 

  ② 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。 

  ③ 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。 

 (2) 総合評価の方法 

  ①  競争参加資格確認申請書の内容に応じ、下記Ⅰ、Ⅱ及びⅢの評価項目毎に評価を 

   行い、技術評価点を与える。ただし、Ⅲについては本業務の予定価格が１００万円 

   以上の場合に評価項目とする。なお、技術評価点の満点は６０点とする。 

   Ⅰ  配置予定技術者の経験及び能力 

   Ⅱ  実施方針等 

   Ⅲ 技術提案の履行確実性 

     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＝(技術評価点の満点)×(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＝（Ⅰに係る評価点）＋（Ⅱに係る評価点）×（Ⅲの評価に 

              基づく履行確実性度） 

  ②  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） 

    なお、価格評価点の配分点は６０点とする。 



  ③  評価値は、上記①及び②により得られた技術評価点及び価格評価点を合計して算 

  出する。 

 (3) 技術評価点を算出するための基準 

  各評価項目について評価基準に基づき算出する。（入札説明書参照） 

 

４．入札手続等 

 (1) 担当部局 

   〒８７４－０９１９ 別府市石垣東１０－３－１５ 

    九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所 品質管理課 

     電話０９７７－２１－０１７１ 

 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 

  ①  入札説明書を電子入札システム及び入札情報サービスより交付する。交付期間は 

   令和２年９月１１日（金）から令和２年１０月２３日（金）（最終日は 16時 00 分まで)｡ 

    入札情報サービスホームページアドレス  http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/ 

  ②  上記①に対応していない等の理由で書面による交付を希望する場合は、上記(1) 

   の担当部局において交付する。交付期間は令和２年９月１１日（金）から令和２年 

   １０月２３日（金）までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時 00分から 16時 

      00 分まで。 

 (3) 競争参加資格確認申請書を提出できる者の範囲 

   上記２．の条件を満たす者であること。 

 (4) 競争参加資格確認申請書の提出期限、場所及び方法 

  ① 提出期限：令和２年１０月１日（木）１１時００分 

  ② 提出場所：上記(1)に同じ。 

  ③ 提出方法：1) 電子入札対応の場合 

            電子入札システムにより提出。但し、容量が３ＭＢを超える場合 

           は、持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る。） 

           すること。 

         2) 紙入札方式による場合 

           持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る。）するこ 

          と。 

 (5) 審査 

   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) 競争参加資格確認の通知日 

   競争参加資格確認の有無の通知は令和２年１０月１３日（火）を予定する。 

 (7) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 



  ① 入札書の締切日時  令和２年１０月２３日（金）１６時００分 

  ② 入札書の提出方法 1)  電子入札対応の場合 

                          電子入札システムにより提出すること。 

             2) 紙入札方式による場合 

                持参すること。 

  ③  提出場所  上記４．(1)に同じ。 

  ④ 開札の日時及び場所 

    開札は、令和２年１０月２６日（月）１０時００分、九州地方整備局 別府港湾 

    ・空港整備事務所 入札室にて行う。 

 

５．その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 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  

 (3) 入札の無効 

   本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に虚偽 

  の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 (4) 手続における交渉の有無 無 

 (5) 契約書作成の要否 要 

 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４.(1)に同じ。 

 (7) 本案件は、資料提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、対応について 

  の詳細は入札説明書による。 

 (8) 第三者照査の実施 

   予定価格が 1,000万円を超え、予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る価格で 

  入札した業務においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術 

  者を定め発注者に通知するものとし、その通知がない場合には、「九州地方整備局（港 

  湾空港関係）競争契約入札心得について」第 6条第 1項第 11 号の規定により、入札に関 

  する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。 

  (9) 履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性 

  に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求め 

  る場合がある。 

 (10) 入札参加者は、「情報保全に係る履行体制に関する誓約事項（別紙３）」を承諾の上、 

     入札書を提出しなければならない。 

 (11) 詳細は入札説明書による。 

 


