富岡町公告第 24 号
条件付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 第 1
項及び富岡町財務規則（昭和 57 年富岡町規則第 15 号）第 112 条の規定により公告する。
平成 30 年 10 月 2 日
富岡町長
１

入札に付する事項
(1)工事番号

第２－２－１６号

(2)工事名

富岡産業団地整備工事

(3)工事箇所

富岡町大字上郡山地内

(4)工事概要

(5)完成期限

造成工 Ａ＝33.89ｈａ
道路新設工、道路改良工
調節池 Ｎ＝4 箇所、上水・工水布設工
平成 33 年 3 月 19 日まで

(6)総合評価方式

該当なし

(7)最低制限価格

該当なし

(8)低入札価格調査

該当

宮本皓一

(9)支払条件
前払金
中間前払金

（各年）各会計年度の出来高予定額の 50％
（低入札調査制度の対象となった場合は 20％）
（各年）各会計年度の出来高予定額の 20％

部分払

（各年）各会計年度 3 回

(10)議会議決

(11)混合入札

２

本工事に係る契約は、地方自治法第 96 条の規定に基づき富岡町議会
の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、富岡町
議会の議決を経て通知したときに本契約となる
該当
単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札

入札に参加する者に必要な資格に関する事項
入札に参加できるのは、入札時において次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件を全て満た
している者であること。
(1)単体企業の場合
資格要件
・平成 29・30 年度富岡町工事等請負有資格者名簿において、工事
種別「土木工事」において登録された者であること。
許可業種
・土木工事業
建設業法に定める土木工事業の許可を受けている者であること。
地域要件
・設定なし
技術者の工事経験
・設定なし
企業の工事実績
・設定なし
その他条件
・入札時時点における経営事項審査結果通知書が有効期間内であ
り、土木工事の総合評定値が 1500 点以上であること。

(2)特定建設共同企業体の場合
構成員の数
2 者又は 3 者であること
構成員の組合わせ

地域要件

・代表構成員の資格要件を満たす者 1 者及びその他の構成員の資格
要件を満たす者 1 者又は 2 者の組合せであること
・2 者の場合は、各者 30％以上であること
・3 者の場合は、各者 20％以上であること
・平成 29・30 年度富岡町工事等請負有資格者名簿において、工事
種別「土木工事」において登録された者であること。
・土木工事業
建設業法に定める土木工事業の許可を受けている者であること。
・設定なし

技術者の工事経験

・設定なし

企業の工事実績

・設定なし

出資割合

地域要件

・構成員のうち最大である事こと。出資割合が同じ場合においては、
施工能力の大きい者であること。
・入札時時点における経営事項審査結果通知書が有効期間内であ
り、土木工事の総合評定値が 1500 点以上であること。
・平成 29・30 年度富岡町工事等請負有資格者名簿において、工事
種別「土木工事」において登録された者であること。
・土木工事業
建設業法に定める土木工事業の許可を受けている者であること。
・設定なし

技術者の工事経験

・設定なし

企業の工事実績

・設定なし

その他条件

・入札時時点における経営事項審査結果通知書が有効期間内であ
り、土木工事の総合評定値が 800 点以上であること。

各構成員の出資割合
代表構成員 の資格要件

資格要件
許可業種

その他条件
そ の他 の構成員 の資格要件

３

資格要件
許可業種

入札に係る手続き等
(1)入札参加資格の確認申請
入札に参加を希望する者は、事前に入札参加資格確認申請をしなければならない。
①提出書類
・入札参加資格審査申請書
・経営事項審査結果通知書の写し
※共同企業体の場合
・入札参加資格審査申請書
・特定建設工事共同企業体構成員表
・特定建設工事共同企業体協定書の写し
・経営事項審査結果通知書の写し（代表構成員と構成員のもの）
②提出方法
・持参若しくは郵送
③提出先
・富岡町役場 総務課 管財係
④提出期限
・平成 30 年 10 月 2 日（火）から平成 30 年 11 月 5 日（月）まで

(2)入札参加資格の確認結果の通知
入札参加資格の確認結果は、入札日の前日までに一般競争入札参加資格確認通知書により行う。

(3)設計図書等の閲覧
設計図書等の閲覧

閲覧日時
平成 30 年 10 月 2 日（火）から平成 30 年 11 月 5 日（月）
閲覧場所
富岡町役場 総務課 管財係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622 番地の 1
電話 0240-22-9006
閲覧方法
電子媒体（DVD）により配布
閲覧希望する際には DVD メディアを持参すること
（閲覧の際は事前に電話連絡により申込をすること）

設計図書等の質問

質問はＦＡＸまたは電子メールによること。なお、ＦＡＸの場合は、
送信後に必ず確認のために電話連絡をすること
質問書の提出先
富岡町役場 総務課 管財係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622 番地の 1
電話 0240-22-9006
FAX 0240-22-0899
e-mail tom0100-008@tomioka-town.jp
質問書の提出期限
平成 30 年 10 月 17 日（水）

質問の回答予定

平成 30 年 10 月 22 日（月）
富岡町役場ホームページに掲載する

(4)入札の方法
入札書持参によるものとする。
提出書類 ①入札書 ②入札内訳書
(5)入札日時等
入札日時 ：
入札場所 ：

③委任状（委任する場合）

平成 30 年 11 月 14 日（水） 午前 10 時 00 分
富岡町役場 正庁
〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622 番地の 1

(6)入札保証金・契約保証金
入札保証金
免除。

契約保証金

請負額代金額の 10 分の 1 以上。
ただし、金融機関また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、公共工事履行保証補償証券による補償を付し又は履行保
証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(7)入札回数
開札をした場合において、予定価格以下の金額で応札した者がいないときは、直ちに再度の入
札を 2 回を限度に行う。ただし、調査基準価格の 90％未満の金額で応札した者は、再度の入札
に参加できない。
(8)入札書の記載金額
落札決定にあたっては、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 に相当する金額を記載するこ
と。
(9)開札
平成 30 年 11 月 14 日（水）

入札会場において開札

(10)入札の無効
2 の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び富岡町工事等競争入札心得等に
おいて示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。

