令和２年９月９日
（石狩東部広域水道企業団告示第 10 号）

次により事後審査型条件付一般競争入札を行います。

１ 入札に付する事項
(1) 工 事 名

北広島市道大曲椴山線 既設送水管撤去工事（その１）

(2) 施工場所

北広島市西の里

(3) 工

契約締結日から令和３年２月１日まで

期

(4) 工事概要

北広島市道大曲椴山線において、既設送水施設の撤去を行うものであ
る。
・既設送水管撤去 Ｌ＝9.18ｍ
・充填工 Ｌ＝182.70ｍ
・構造物取壊し 仕切弁室撤去×１箇所

(5) 入札方式

当該入札は、入札参加資格審査を入札後に行う事後審査型条件付一般
競争入札である。また、低入札価格調査基準価格を設け、失格判断基準を
適用する。

(6) そ の 他

当該工事は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成 12 年法
律第 104 号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の
実施が義務付けられた工事である。

２ 入札に参加する者に必要な事項
入札参加希望者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
い者であること。
(2) 石狩東部広域水道企業団競争入札参加資格者として、江別市内、千歳市内、恵庭
市内、北広島市内、長沼町内、南幌町内及び由仁町内に本社又は支店等（建設業法
第３条第１項に規定する営業所）を有し、
「土木工事」でＡ等級又はＢ等級での登録
であること。
(3) 対象工事に対応する建設業の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が
５年以上であること。
(4) 対象工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る監
理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事場所に適正に配置できること。
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(5) 現場代理人を工事場所に専任で配置できること。
(6) 平成２２年度以降に国、地方公共団体もしくはこれらに準ずる機関が発注した、
上水道の水道管布設又は撤去工事を元請として施工（共同企業体の構成員としての
施工を含む）した実績があること。
(7) 公表の日から入札執行日までの間に、石狩東部広域水道企業団より指名停止の措
置を受けていないこと。
(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者（以下「受託者」という。
）でないこと。
(9) 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、又はその出資の
総額の１００分の５０を超える出資をしている者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に人的関係（役員が現に兼務している場合）又は
資本関係（親会社と子会社の関係、親会社を同じくする子会社同士の関係）にある
者でないこと。

３ 入札参加申請
入札参加希望者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式１の１)に
次の書類を添付して申請すること。
(1) 同種工事施工実績書(様式２) 【2（6）に記載した要件を満たすこと。
】
(2) 工事施工実績証明書又は契約書(写)及び工事概要(写) 【同種工事施工実績書に
記載した工事施工実績を証明できる書類であること。
】
(3) 配置予定技術者経歴書(様式３の１)【技術資格欄に記載した、資格を証明できる
資格者証等の写しを添付すること。また、代表者以外の者については、役員ある
いは従業員であることを証明する健康保険証の写し等を添付すること。
】
(4) 審査結果通知書返送用封筒【宛先を記載し、84 円切手を貼付したもの】

４ 受付期間等
(1) 受付期間
令和２年９月９日（水）から令和２年９月１８日（金）まで（ただし、土曜日、日曜
日、祝日を除く。
）とする。
(2) 受付時間
午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。
(3) 入札参加申請書の配付・受付場所
恵庭市盤尻２６４番地１ 石狩東部広域水道企業団総務課
（当企業団ホームページ http://www.ishito.jp/ からダウンロードできます。
）
(4) 提出方法
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持参又は郵送（郵送する場合は、その封書に「
（工事名）入札参加申請書」と朱書きし、
配達証明郵便で受付期間内に必着。
）によるものとし、他の方法（電送等）による提出は
認めない。

５ 設計図書の閲覧等
(1) 閲覧期間
令和２年９月９日（水）から令和２年９月２４日（木）まで（ただし、土曜日、日曜
日、祝日を除く。時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。
）とす
る。
(2) 閲覧場所
恵庭市盤尻２６４番地１ 石狩東部広域水道企業団 総務課
（なお、郵送による閲覧を希望する場合には、９月１７日（木）までに返送用封筒【角
形２号の封筒に宛先を記載し、390 円切手を貼付したもの】を閲覧場所まで送付する
こと。
）
(3) 設計図書に対する質疑
質疑書(様式６)を、令和２年９月９日（水）から令和２年９月１８日（金）まで（た
だし、土曜日、日曜日、祝日を除く。時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から
午後４時まで。
）の期間内に、４(3) に記載した箇所に提出すること。
(4) 質疑に対する回答
令和２年９月２４日（木）までに書面等により回答する。

６ 入札執行の日時及び場所
(1) 日時

令和２年９月２５日（金） 午前１０時３０分

(2) 場所

恵庭市盤尻２６４番地１ 石狩東部広域水道企業団庁舎

１階会議室

７ 入札方法等
(1) 入札者は、入札書に必要事項を記入し、持参又は郵送（郵送する場合は、その封書に
「
（工事名）入札書」と朱書きの上、必要書類（工事費内訳書、誓約書等）を同封し、配
達証明郵便で入札執行の日時までに必着）で提出しなければならない。他の方法（電送
等）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 10 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 110 分の 100 に
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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、３回を限度とする。
(4) 1 回目又は 2 回目の入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない
ときは、直ちに再度の入札を行う。この場合、郵便入札参加者は、再度の入札を辞退し
たものとみなし、再度の入札への参加は認めない。
(5) 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。ただし、郵送で入札を行
う者はこの限りではない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、
入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
また、落札候補となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入
札者にくじを引かせて落札候補者を定めるものとする。この場合において、当該入札者
のうちくじを引かない者（開札に立ち会わない郵便入札参加者を含む。
）があるときは、
これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(6) 予定価格は事後公表とする。

８ 入札参加資格の確認
(1) 落札候補者の決定
事後審査型一般競争入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内で入札した者
で、最低の価格で入札した者を落札候補者とし、当該入札においては落札を保留する。
(2) 入札参加資格の審査
入札参加資格の審査は、入札執行後、最低価格入札者から入札価格の低い順に実施し、
競争入札参加資格を満たしている者１人が確認できるまで行うものとする。
(3) 落札者の決定、通知
落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に電話等で通知し、また当該落札者及び
その他入札参加者全員に、書面にて落札者及び落札金額をすみやかに通知する。
(1)において決定した落札候補者が行った入札を無効とした場合は、その理由を記載
した事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書により通知する。

９ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格がないと認められた者は、令和２年１０月２日（金）までに書面により
理由の説明を求めることができる。
（書面は、４(3)に記載した箇所に持参すること。郵
送又はＦＡＸによるものは受け付けない。
）
(2) 理由の説明は、令和２年１０月６日（火）までに入札参加資格審査結果に係る理由説
明書により回答する。

4 / 5

10 低入札価格調査基準価格及び失格判断基準
(1) 低入札価格調査基準価格
(2) 失格判断基準

有・無

有・無

11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金

要・免除する

(2) 契約保証金

契約金額の 100 分の 10（低入札価格調査を受けた場合は 100 分の 30）
に相当する額以上を納付すること。
免除する

12 契約書作成の要否
要・否

13 支払条件
(1) 前 払 金

契約金額の４割以内（低入札価格調査を受けた場合は２割以内）で
１千万円単位・無

(2) 部 分 払

有・無

14 その他
(1) 入札参加者は、石狩東部広域水道企業団の競争入札心得及び関係法令等を遵守するこ
と。
(2) 入札参加者が１者の場合でも入札を実施する。天災等やむを得ない事情により、入札
を延期又は中止することがある。なお、これらの場合における損害は、申請者の負担と
する。
(3) その他不明な点は、石狩東部広域水道企業団 総務課（入札担当）に照会すること。
（電話番号０１２３－３３－２１９１）
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