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                  一般競争入札に関する公告                  

岡山市契約公告第３３号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適用

を受ける調達手続に係る総合評価一般競争入札を実施するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号。以下「令」という。）第１６７条の６，岡山市水道局契約規程（平成２年市水道局管理規程第１３

号。以下「契約規程」という。）第５条及び岡山市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程（平成２１年市水道局管理規程第１８号）第６条の規定により公告する。 

平成２９年７月５日 

岡山市水道事業管理者  今川 眞  

１ 競争入札に付する事項 

（1）工事名 

半田山線シールドトンネル築造工事 

（2）工事場所 

岡山市北区学南町二丁目４‐１地先から 

岡山市北区大供本町７０３‐１地先まで 

（3）工期 

平成３３年３月３１日まで 

（4）支払条件 

別紙入札説明書等のとおり 

（5）工事概要 

シールド工（セグメント外径φ2000）A 路線／密閉型シールド：流体輸送 

          路線延長 L=2146.951m ／１式 

 シールド工（セグメント外径φ2000）B路線／密閉型シールド：流体輸送 

          路線延長 L=1404.834m ／１式 

 立坑築造工／両発進立坑 １箇所 

   中間分岐立坑 3箇所 

   到達立坑 2 箇所  ／１式 

（6）入札保証金 

 契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の５以上の額 

 （詳細は別紙入札説明書のとおり） 

 （7）契約保証金 

 請負代金額の１００分の１０以上の額 

 （詳細は別紙入札説明書のとおり） 

 （8）瑕疵担保期間 

 ２年 

 （9）その他 

①本入札は，技術力及び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（簡易型）で

ある。 

②本入札において，入札説明書７（３）に定める確認対象者（以下「確認対象者」という。）とな

った者が入札説明書１８（１）,（３）,（４）,（５）,（６）,（７）又は（８）に該当する場

合は，失格とする。 

③本入札は，岡山市水道局建設工事低入札価格調査実施要綱に定める低入札価格調査対象案件であ

る。 

④本入札は，岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱に定める積算疑義申立手続対

象案件である。 

⑤本工事は，建設リサイクル法対象工事である。 
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２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  この入札に参加できる者は，次に掲げる（1）から（12）までの資格要件のうち，（9）以外の条件を

満たす代表者（第１構成員）と，次に掲げる（1）から（12）までの資格要件のうち，（8）以外の条件

を満たす第２構成員及び第３構成員で構成された共同企業体とする。共同企業体の代表者は，公告で定

めた開札日時において，有効な最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における土木一式

工事の総合評定値により決定された順位が最上位の者とすること。また，各構成員の出資比率は２０％

以上とし，代表者の出資比率は構成員中最大であること。 

（1）令第１６７条の４及び契約規程第２条第１項に掲げる者でないこと。 

（2）開札日時において，岡山市水道事業等の競争入札参加資格及び審査等に関する規程（昭和６２年市

水道局管理規程第２号。以下「審査等に関する規程」という。）に基づき，岡山市一般競争（指名競

争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）又は岡山市水道局特定調達契約に

係る有資格者名簿（以下「特定調達名簿」という。）に登載されていること。 

（3）開札日時において，岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保（以下「指名停止等」とい

う。）期間中でないこと。ただし，当該指名停止等の業者が岡山市水道局指名停止基準に基づく指名

停止等期間中である場合は，岡山市水道局指名停止期間中でないこと。 

（4）岡山市水道局入札契約等に係る暴力団等排除対策要綱第２条第３号に規定する役員等のうちに同条

第６号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないもの，又は暴力団関係者がその事業活動を支配

する者でないこと。 

（5）審査等に関する規程第２条第１項第４号の規定に該当しないこと。 

（6）開札日時において，有効な最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における土木一式

工事の総合評定値が９２０点以上であること。 

ただし，第１構成員については，１，５００点以上，第２構成員については，１，０６０点以上で

あること。 

（7）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づき，土木工事業について，特定

建設業の許可を受けていること。 

（8）平成１４年４月１日以降に，密閉型シールド工法（ミニシールド工法を含まない。）による土木工

事を元請で契約し，完成・引渡しが完了した実績を有すること。 

（9）平成１４年４月１日以降に，中大口径管推進又は密閉型シールド工法（ミニシールド工法を含む。）

による土木工事を元請で契約し，完成・引渡しが完了した実績を有すること。 

※中大口径管とは，呼び径８００ｍｍ以上の円形管渠とする。 

（10）建設業法における土木工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており，かつ，講習を修了

している者を専任で配置すること。 

（11）推進工事技士の資格を有する者を，水道局が指示する工程において配置が可能なこと。なお，第

１・第２・第３構成員の中から１名でよい。 

（上記（10）に掲げる者が推進工事技士の資格を有する場合は，これを兼ねることができる。） 

 （12）その他 

①この入札において，構成員は同時に２つ以上の共同企業体の構成員となることはできない。 

②共同企業体の存続期間は，当該共同企業体に係る特定建設工事共同企業体協定締結の日からこの

入札に係る工事の請負契約の履行後，３か月を経過した日までとする。ただし，落札者以外の者

にあっては，当該工事の請負契約が締結された日までとする。 

③共同企業体の構成員が指名停止等となり入札参加資格を喪失した場合は，入札受付期限の３日前

まで（休日を除く。）に限り，資格要件を満たす構成員を補充したうえで，新たに共同企業体を

結成し，入札に参加できるものとする。 

３ 特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請の手続 

上記２（2）に基づき，有資格者名簿又は特定調達名簿に登載がない者が，岡山市水道局特定調達契約

に係る競争入札参加資格審査申請を行う場合は，次の方法によること。 

（1）申請期間及び受付時間 

申請期間：公告日から平成２９年８月９日（水）まで 

※岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第４４号）に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く。 

受付時間：各日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで 

（2）申請場所・問合せ先 

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号（本局 2階） 

岡山市水道局管財課契約係（以下「管財課契約係」という。） 

電話：０８６－２３４－５９１７（直通） 

ホームページアドレス（http://www.water.okayama.okayama.jp/keiri/） 
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（3）提出方法 

持参のみ。（郵送による受付はしない。） 

（4）申請書類の入手方法 

インターネット上の岡山市水道局ホームページ中の，当該入札公告に添付している書類等を併せ

てダウンロードし，取得すること。 

４ 入札等の手続に関する事項 

（1）契約条項等を示す場所 

岡山市水道局ホームページ内入札契約のページ（以下「入札・契約ホームページ」という。） 

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 

ホームページアドレス（http://www.water.okayama.okayama.jp/keiri/） 

（2）入札説明書及び設計図書等の交付期間及び方法 

公告日から開札日まで，入札・契約ホームページからダウンロードし，取得すること。 

（3）入札説明会 

   実施しない。 

（4）設計図書等質問の受付期間及び方法 

公告日から平成２９年７月２６日（水）午後４時まで，管財課契約係まで電子メールの方法で行う

こと。なお，それ以外の方法によるものは受け付けない。 

※メール本文又は添付ファイルに質問者氏名，連絡先電話番号を明記すること。なお，送信には

使用する電子計算機等の性能，通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるこ

とから，時間的な余裕を持って質問すること。 

※提出後は電話で到達の確認を行うこと。 

〈質問提出先〉 

管財課契約係 

Ｅメール：keiyaku@water.okayama.okayama.jp 

ＴＥＬ：０８６－２３４－５９１７（直通） 

（5）設計図書等質問回答の掲載期間及び方法 

平成２９年８月２日（水）午後４時から開札日まで，入札・契約ホームページに掲載する。 

（6）技術資料及び添付書類の提出期限及び方法（詳細は別紙入札説明書のとおり） 

    平成２９年８月２４日（木）まで（岡山大学町郵便局に必着） 

   岡山大学町郵便局留 岡山市水道局宛て，一般書留又は簡易書留郵便により郵送すること。 

   宛先 〒７００－０９０６ 岡山大学町郵便局留 岡山市水道局 宛 

（7）入札書及び入札価格内訳書の提出期限及び方法（詳細は別紙入札説明書のとおり） 

平成２９年８月２４日（木）まで（岡山大学町郵便局に必着） 

   岡山大学町郵便局留 岡山市水道局宛て，一般書留又は簡易書留郵便により郵送すること。 

   宛先 〒７００－０９０６ 岡山大学町郵便局留 岡山市水道局 宛 

 （8）開札日時及び場所 

①開札日時 平成２９年８月２８日（月）午前１０時 

②開札場所 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 岡山市水道局２階入札室 

開札は，入札参加者のうち立会を希望する者１人以上を立ち会わせて執行するものとする。この

場合において，立会希望者が多数の時は先着順で５人を立ち会わせるものとし，立会希望者がいな

いときは入札に関係のない職員を立ち会わせて行うこととする。 

５ 参加資格の確認に関する事項 

（1）参加資格確認申請書類（詳細は別紙入札説明書のとおり） 

岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札の試行に関する要綱第１２条第２項により参加資格

の有無の確認を行う対象者となった者は，一般競争入札参加資格確認書及び添付書類（以下「申請書

等」という。）を提出し，参加資格の確認を受けなければならない。 

（2）申請書等提出方法 

受付場所へ持参すること。 

※受付は窓口受付のみとする。なお，窓口では申請書等の内容確認は一切行わない。 

（3）申請書等受付期間 

確認対象者となった日の２日後の午後５時１５分まで（休日を除く。） 

※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため，申請はできる

限り速やかに行うこと。 

（4）申請書等受付場所 

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 管財課契約係（本局２階） 
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６ 落札者の決定方法 

参加資格の確認により，参加資格を有すると認めた者（以下「資格確認者」という。）を落札者とし

て決定するものとする。ただし，当該入札において，低入札価格調査実施要綱に規定する低入札価格調

査を実施する場合においては，資格確認者を低入札価格調査実施要綱第７条の２第１項に規定する最低

価格入札者とみなし，落札者の決定については，低入札価格調査実施要綱に規定するところによるもの

とする。 

７ 契約書の作成の要否   要 

８ 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締結

する予定の有無 

  有（別紙入札説明書のとおり） 

９ 入札の無効について 

  別紙入札説明書等のとおり 

１０ その他 

（1）この調達は，ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 

（2）契約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とする。 

（3）日本語以外の言語で記述された文書を提出する際は，必ず日本語訳を併せて提出すること。 

（4）その他詳細は入札説明書による。 

（5）この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等 

管財課契約係 

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 

電話：０８６－２３４－５９１７（直通）  

ホームページアドレス（http://www.water.okayama.okayama.jp/keiri/） 

１１ Summary 

（1）Subject matter of the contract: Construction Works of the Shield Tunnel for the Handayama 

Water Pipeline 

（2）Time-limit to Technical Data by registered mail： August 24，2017（Thu.） 

（3）Time-limit to Submission of tenders by registered mail： August 24，2017（Thu.） 

（4）Date and time of tender： 10:00 AM，August 28，2017（Mon.） 

（5）Contact point for the notice： Contract Section, Property Management Division, Waterworks 

Bureau, City of Okayama, 2-1-1 Shikata-cho, Kita-ku, Okayama-City 700-0914 Japan 

 Tel: 086-234-5917 


