入札後審査型一般競争入札公告個別事項
次のとおり入札後審査型一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、土庄町建設工事執行規則（平成
１２年土庄町規則第１０号）第６条第１項の規定により公告する。
令和４年３月２２日
土庄町長 岡 野 能 之
第１ 入札に付する事項
1.工事名

（社会資本整備総合交付金）町道沖之島線道路整備工事（橋梁下部工）
（第１工区）

2.工事の場所

小豆郡土庄町小江

3.工事の概要

施工延長 L=121.0ｍ
橋梁下部工 1.0 式
RC 橋脚工 1.0 式
橋脚躯体工（A1 橋台） 1.0 式
仮設工 1.0 式
仮桟橋工 1.0 式
土留・仮締切工（A1） 1.0 式
土留・仮締切工（A2） 1.0 式

4.工期

契約締結日から令和 5 年 2 月 28 日

5.予定価格

568,500,000 円（税抜き）

6.落札方式
7.入札手続

価格競争

8.最低制限価格

設定する

かがわ電子入札システムで行う。

第２ 入札参加資格
入札参加者は単体企業又は特定建設工事共同企業体であって下記の各項目に掲げる要件をすべて満たして
いること。
1.共通事項で示す資格要件

入札後審査型一般競争入札公告共通事項第１に示す事項

2.特定建設業許可

要（土木工事業）

単体企業又は
工種
特定建設工事
共同企業体の
総合評定値
3.令和３・４年度土庄町建 代表者の要件
設工事指名競争入札参加資
特定建設工事 工種
格者名簿登載
共同企業体の
構成員（代表者
を除く）の要件 総合評定値

4.営業所の拠点

土木一式工事
１０００点以上
土木一式工事

７８０点以上

単体企業又は
特定建設工事 香川県内に建設業法上の営業所（3.の名簿登載がされているも
共同企業体の のに限る。
）を有すること。
代表者の要件
特定建設工事
共同企業体の 土庄町内に建設業法上の主たる営業所（3.の名簿登載がされて
構成員（代表者 いるものに限る。
）を有すること。
を除く）の要件

単体企業又は
特定建設工事
共同企業体の
5.県内営業所の技術者数

－

代表者の要件
特定建設工事
共同企業体の
－
構成員（代表者
を除く）の要件
単体企業又は

下記の要件をすべて満たす工事の元請業者（共同企業体の場

特定建設工事 合は代表者又は出資比率が３０％以上の構成員に限る。
）として
共同企業体の の施工実績があること。
代表者の要件
(1) 国、公団（特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12 月 19
日閣議決定）に基づき公団から事業を引継いだ法人を含む。
）
又は地方公共団体が発注した工事であること。
(2) 平成１９年４月１日から公告の日の前日までに工事が完成
し、引渡しが完了した工事であること。
(3)土木一式工事で、１件（1 工事）で鋼製の仮橋・仮桟橋（施
工延長２５ｍ又は面積３００㎡以上）又は鋼管矢板（施工延長
２５ｍ又は４０本以上）を施工した工事であること。
（注）共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績
に乗じた規模の工事を施工したものとみなす。

6.施工実績

特定建設工事
下記の要件をすべて満たす工事の元請業者（共同企業体の場
共同企業体の 合は代表者又は出資比率が３０％以上の構成員に限る。
）として
構成員（代表者 の施工実績があること。
を除く）の要件 (1) 国、公団（特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12 月 19
日閣議決定）に基づき公団から事業を引継いだ法人を含む。
）
又は地方公共団体が発注した工事であること。
(2) 平成１９年４月１日から公告の日の前日までに工事が完成
し、引渡しが完了した工事であること。
(3)土木一式工事であること。
7.配置予定技術者

単体企業又は

下記の要件をすべて満たす技術者（入札期間の最終日におい

特定建設工事 て当該入札参加者と３か月以上の直接的な雇用関係にある者に
共同企業体の 限る。
）を専任で配置することができること。
代表者の要件
法令に 建設業法第２７条の１８第１項の規定による監理技術
よる資 者資格者証（土木工事業に係るものに限る）及び監理
格・免 技術者講習終了証を有する者
許
元請業者（共同企業体の構成員である場合を含む。
）の
技術者としての工事の施工経験

工事経
験

工事
内容

以下の要件をすべて満たす工事であること。
(1) 国、公団（特殊法人等整理合理化計画（平
成 13 年 12 月 19 日閣議決定）に基づき公団
から事業を引継いだ法人を含む。
）又は地方
公共団体が発注した工事であること。
(2) 平成１９年４月１日から公告の日の前日
までに工事が完成し、引渡しが完了した工事
であること。

(3)土木一式工事で、鋼製の仮橋・仮桟橋又は
鋼管矢板を施工した工事であること。
従事

監理技術者、主任技術者、担当技術者、現場代

役職

理人のいずれか

従事
工種

土木一式工事に係るもの

従事
期間

工期（工期の終期は工事完成年月日とする）の
２分の１以上従事していること。

特定建設工事 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者（土木工事業に
共同企業体の 係る国家資格を有し、入札期間の最終日において当該入札参加
構成員（代表者 者と３か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。
）を専任で
を除く）の要件 配置することができること。
8.その他

特定建設工事共同企業体の要件
(1) 構成員の数が２者又は３者であり、任意かつ自主的に結成するものである
こと。
(2) 各構成員の出資比率は、構成員が２者の場合は３０％以上、３者の場合は
２０％以上であること。
(3) 各構成員は、本工事に係る入札に参加する単体企業又は他の特定建設工事
共同企業体の構成員でないこと。

第３ 入札日程等に関する事項
1.入札公告等の掲載

掲載期間

令和４年３月２２日(火)から令和４年４月１８日(月)まで

掲載場所

かがわ電子入札システム 入札情報サービス
https://dennyu.pref.kagawa.lg.jp/PPI_P/
土庄町ホームページ
https://www.town.tonosho.kagawa.jp/
設計図書（設計書、図面及び仕様書等）は、電子閲覧とし、かがわ電子入
札システムからダウンロードすること。
ただし、以下のとおり閲覧も行う。

2.設計図書の閲覧方法
2-1.設計図書の閲覧

閲覧期間

令和４年３月２２日(火)から令和４年４月１８日(月)まで
ただし、土庄町の休日を定める条例（平成元年土庄町条例第２９号）で定
める休日を除く。

閲覧時間

８時３０分から１７時１５分まで（１２時から１３時までを除く。
）
ただし、最終日は１６時まで

閲覧場所

土庄町役場
香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００番地２ 建設課閲覧コーナー

3.設計図書等の質問

方法

設計図書等について質問のある者は、かがわ電子入札システムにより行う
こと。

提出期限

令和４年４月４日（月）１７時１５分までのかがわ電子入札システム稼働
時間中

4.設計図書等の質問 方法
に対する回答
閲覧期間

3 の質問に対する回答は、
かがわ電子入札システムにおいて閲覧に供する。

5.入札書の提出

令和４年４月１３日（水）から令和４年４月１８日（月）１６時までの
かがわ電子入札システム稼働時間中

入札期間

令和４年４月１１日（月） から令和４年４月１８日（月）まで
かがわ電子入札システム稼動時間中

6.入札書に添付して 入 札 参 加 入札参加資格確認申請書（様式第１号）
提出する書類
資格確認
資料
工 事 費 内 入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書
訳書
(1) 工事費内訳書の項目は、土庄町が閲覧等を行う設計図書のうち「工事
内訳書」と同様のものとし、記載内容は少なくとも数量、金額等を明ら
かにすること。
(2) 入札書の金額と工事費内訳書の金額が一致しない場合は、当該入札は
無効とする。
ラ ン ダ ム 任意の４桁の数字を記入したランダム番号登録書
番 号 登 録 (1) ランダム番号は、アラビア数字をもって任意の４桁の数字を記入する
書
こと。
7.開札

8.追加資料の提出

開札日時

令和４年４月１９日（火）１３時３０分

開札場所

土庄町役場
香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００番地２

提出期限

土庄町の指定した日時まで

提出場所

土庄町役場
香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００番地２

提出書類

(1) 入札参加資格確認申請書(様式第１号)
(2) 施工実績(様式第２号)
第２の 6.に掲げる要件を満たすことを証明する工事の施工実績を記
載すること。
(3) 配置予定技術者の資格・工事経験(様式第３号)
第２の 7.に掲げる要件を満たす配置予定技術者を記載すること。
(4) 建設業許可証明書の写し又は建設業許可通知書（最新のもの）の写し
(5) 建設業法第２７条の２７に規定する経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書の写し

留意事項：落札候補者のみが対象
第４ その他事項
落札者においては、次の事項について特段の配慮を行うこと。
（１）下請業者については、土庄町内業者の活用を配慮し、契約について対等且つ公平な内容で締結する
こと。
（２）工事に使用する原材料及び資材等は、土庄町内業者から購入するよう努めること。
問合せ先
土庄町役場 建設課
〒７６１－４１９２
香川県小豆郡土庄町淵崎甲１４００番地２
電話番号 ０８７９－６２－７００６

