
四 日 市 市 調 達 公 告 （ № 176 ）

令和元年9月25日

工事名 道路整備課

工事場所

工事概要

工事期間 から

参加資格に関する事項

常駐

建設業法による配置

入札の無効

総合評価方式に
関する事項

令和元（平成３１）年度四日市市入
札参加資格者名簿（経営事項審査
の審査基準日が平成２９年１０月１
日から平成３０年９月３０日まで）に
おける事項

※下請金額が4000万円以上の場合は、特定建設業の許可、専任の監理技術者が必要です

1級国家資格者に限る

※営業所の専任技術者の方は本件の現場代理人、主任（監理）技術者にはなれません

現場代理人

評価値の算出

加算方式〔価格評価点＋技術評価点〕
価格評価点の算出方法は、次式のとおりとします。

※低入札価格とは低入札価格調査基準価格です。

同種工事

国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れか
が発注し、平成16年度以降に完成した工事を元請け又は共同企業体の構成員（出資比率
20％以上のものに限る。）として施工した、基礎杭において、杭長17m以上かつ直径
400mm以下の既製杭により施工した工事をいう。

類似工事

国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れか
が発注し、平成16年度以降に完成した工事を元請け又は共同企業体の構成員（出資比率
20％以上のものに限る。）として施工した、基礎杭において、杭長17m以上の既製杭により
施工した工事をいう。

総合評価方式を採用する理
由及び総合評価方式の種類

四日市市総合評価方式実施要綱第２条第２号の工事に該当するため
簡易型〔価格評価点：技術評価点＝７０：３０〕

評価項目、評価基準、得点
配分の設定

別紙「総合評価方式簡易型評価項目」のとおり

本件の現場代理人に若手技術者を配置する場合は、２級国家資格者も可とする。

なお、若手技術者とは、令和元年６月１日現在で満４５歳以下の者とする。

主任技術者又は監理技術者

（注意事項）

１級国家資格者又は2級国家資格者（若手）※に限る

※若手技術者について

市内に本店を有する者

四日市市契約施行規則第13 条及び事前審査型条件付一般競争入札共通事項「１２　入札の無効」の規定に該当する
もののほか、当該入札の配置予定技術者（現場代理人・主任技術者又は監理技術者）が、既に落札した工事の配置技
術者等と同一人物であるため、市が求める配置予定技術者の常駐（又は建設業法上の専任）義務を果たすことができ
ないと認められる入札は、無効とする。

特定のみ

対象ランク又は総合点 Ａ ランク

建設業の許可

住所要件 求める

基礎杭設置工（回転杭工）　3箇所

契約の日

業種

令和2年3月13日 まで

土木一式

　下記の工事について、次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）第２３条の規定
に基づき公告する。

仮設工　一式

四日市市 大字羽津及び大字羽津甲　地内

霞ヶ浦垂坂線（社交）交通安全施設整備工事 工事担当課

四日市市長　森　　智広

橋台工　2箇所

橋脚基礎工　3箇所

基礎杭設置工（中堀工）　2箇所

ア．入札価格≦低入札価格の場合 

価格評価点＝ 

価格評価点配点× 
失格基準価格 

失格基準価格＋（入札価格－失格基準価格）／100 

 

イ．入札価格＞低入札価格の場合 

価格評価点＝ 

価格評価点配点× 
失格基準価格 

失格基準価格＋（低入札価格－失格基準価格）／100 

＋（入札価格－低入札価格） 

 



総合評価方式に
関する事項

予備の技術者についても実績資料は必要となります。

ただし、評価点は低い方で評価します。

　　　　　　　　　【様式6】

　　　　　　　　　【様式7】

火曜日

まで

設計図書に対する質問

技術者実績資料（同種工事、類似工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【様式5】

午後４時まで

本公告日から

入札結果に対する質問等

※ヒアリング時間は電話により連絡する。

開札の翌日までに入札参加者にかかる商号又は名称、入札価格、技術評価点及び評価
値及び技術評価点の内訳（小項目得点まで。技術提案に係る提案項目毎の評価点は除
く）を公表します。落札決定の翌日までに落札者を公表します。

入札参加者は公表された自らの評価値や技術評価点（技術提案に係る提案項目毎の評
価点以外）に対して書面により質問することができます。また、書面により苦情申立ができ
ます。

日時 令和元年10月25日 金曜日

入札結果の公表

提出資料は、申請者の負担で作成するものとし、評価後であっても返却しません。その内
容は無断で転用しないものとし、四日市市情報公開条例に基づき法人情報については、
不開示対象とします。

場所

地域資料（地域における工事実績）　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　【様式1】

会社資料（工事成績評点、優良工事表彰、地域・社会貢献度・安全衛生管理）　【様式2】

会社実績資料（同種工事、類似工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【様式3】

提出資料の取扱い

設定した評価項目を評価し、予定価格の範囲内の有効な入札のうち価格評価点と技術評
価点により算出した評価値が最も高い者を落札者とし、最も高い評価値の者が２以上の
場合はくじ引きにより決定します。

落札決定を受けた技術資料及び施工体制資料は、その履行を確保し評価内容を担保す
るため契約書に綴じ込み、監督・検査により提案内容の履行の確認を行ないます。履行に
伴う契約及び工事設計の変更は行いません。
受注者の責により提案内容の不履行が認められた場合には再度の施工を求めますが、
不履行の場合は、工事完成日の次年度に入札の公告が行われる総合評価方式の評価に
おいて所定の点数を減点します。

午前９時から午後５時まで

四日市市役所　調達契約課

※　別紙のとおり

施工体制資料（地元業者施工率）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 【様式4】

四日市市役所　111会議室

提出資料

令和元年10月24日

ヒアリング

技術資料に関してヒアリングを実施するので、配置予定技術者は出席してください。
※出席できる配置予定技術者は１名とします。予備の配置予定技術者を申請した場合
は、ヒアリング出席者（配置予定技術者）届出書【様式８】をヒアリング時に提出すること。
※配置予定技術者以外の付添者は１名までとします。

評価方法及び落札者決定方
法

四日市市役所　調達契約課

令和元年10月10日 までに調達契約課において供覧する（入札情報ＨＰにも掲載）。

期限 令和元年10月8日

技術資料

場所

提案内容の履行

本工事において施工する橋台及び橋脚基礎については、重要構造物であ
るため施工時において適正な品質管理が重要となる。また、基礎杭につい
ては、確実に支持層へ到達させることが重要となる。
このため、以下の項目について具体的な提案を求める。

①コンクリートのひび割れ抑制を図るための施工上留意すべき課題及びそ
の対策についての具体的な提案
②基礎杭を確実に支持層へ到達させるための施工上留意すべき課題及び
その対策についての具体的な提案

提案については①②それぞれ１項目以上とし、全３項目とする。

施工課題資料・テーマ

品質管理資料・テーマ

本工事において、国道23号より西側での施工については、歩道の通行可
能幅員を最小1.0mに規制するが、その際には歩行者の安全確保が求めら
れる。また、基礎杭及び鋼矢板の施工時においては、車両の交通量が
57,000台/日以上と非常に多い国道23号に近接した箇所での施工となるこ
とや、工事車両の搬入出箇所について、国道23号と市道霞ヶ浦垂坂線が
交差する霞ヶ浦町南交差点付近を予定していることから、歩行者及び通行
車両への安全対策が求められる。
このため、以下の項目について具体的な提案を求める。

①施工時における歩行者が安全に通行するための安全対策についての具
体的な提案。
②基礎杭及び鋼矢板の施工時における安全対策についての具体的な提
案。
③工事車両の搬入出時における、市道霞ヶ浦垂坂線へ通行する車両に対
する安全対策についての具体的な提案。

提案については①②③それぞれ１項目とし、全３項目とする。

入札参加資格確認申請書等
の提出期限、場所

設計図書等の閲覧期間、場
所

令和元年10月8日 午後４時までに書面（記名・押印）により申し出ることができる。

回答は

期間

提出資料一式を添付すること。（提出後の修正、差替え、追加は認めない。）

場所



まで

入札方法

郵送する書類

入札書の郵送提出先

入札書の郵送期間 火曜日 火曜日 必着

入札（開札）日時 月曜日 午前 ９ 時 ００ 分

入札（開札）場所

有

有

有

予定価格（税抜）

低入札価格調査基準価格

失格基準価格

その他

郵便による入札（一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る）

有

なお、参加資格が有ると認められた者は連絡しない。
入札参加資格の確認結果通知等

本公告日から 令和元年10月18日

本一般競争入札の実施については、「四日市市総合評価方式実施要綱」及び「四日市市総合評価方式ガイドライン」のと
おりとする。

入札書、工事費内訳書

期間

場所

本一般競争入札の実施については、「事前審査型条件付一般競争入札共通事項」（平成21年四日市市告示209号）、「四
日市市調達公告（建設工事）における「参加資格に関する事項」のとおりとする。

当価格より高い入札は無効とする。¥67,545,000

失格基準価格を下回った入札を行った者は、失格とする。

有

　本工事は、「四日市市低入札価格調査実施要綱」の対象工事とする。
低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札候補者となった場合は、落札
決定を保留し、「四日市市低入札価格調査実施要綱」及び「四日市市低入札価格調査マ
ニュアル」に基づく調査後に落札者を決定する。
　落札候補者の入札価格及び工事費内訳書について、「四日市市低入札価格調査マニュ
アル」に規定する「２．基本的判断基準の（１）」及び「３．見積内訳書の判断基準の（１）」を満
足しない場合は失格とする。それ以外の場合は、同マニュアルに基づく調査を行うこととし、
同マニュアルに規定する見積内訳等の検討に係る判断基準を1 つでも満足しない場合は失
格とする。
　調査実施となった場合は、入札後３日以内に資料を提出し、事情聴取に協力すること。
　低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札者となった場合、契約保証
金、前払金及び技術者の配置について以下のとおり制限を受ける。
・契約保証金を契約金額の３割以上とすること。
・前払金は契約金額の１０％（契約当初の前払金のみ）
・主任技術者としての資格を有する専任の担当技術者１名を追加して定め、工事現場に配
置すること。

中間前払金 （契約金額の20％）

※算出方法は「③鋼橋製作・架設工」を採用します。

※算出方法は「③鋼橋製作・架設工」を採用します。

四日市市役所　調達契約課　入札室

※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

から

株式会社三ツ星　　　　　四日市市中部１－２０　電話　０５９－３５２－３０４４

令和元年10月22日

令和元年10月10日

支払条件

（契約金額の40％）

部分払 ※中間前払金と選択制

前払金

令和元年10月28日

令和元年10月15日

〒５１０－８７９９　四日市郵便局留　四日市市役所調達契約課行　     ※封筒には工事名等も記載すること。

設計図書等の購入期間、場
所

に電話により連絡する。入札参加資格の無い者のみ、

ただし、共通事項に関し、別表に掲げる条項については、別表のとおり読み替えるものとする。



四日市市長

住所

商号又は名称

代表者名 印

令和元年9月25日 付けで入札公告のありました、下記の建設工事に係る競争に参加する資格について、

確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ 176

配
生年
月日

置 現場代理人

予
生年
月日

定

の
生年
月日

技 主任技術者

術 又は監理技術者

者
生年
月日

等

受付日時

受付番号

霞ヶ浦垂坂線（社交）交通安全施設整備工事

四日市市 大字羽津及び大字羽津甲　地内

令和　　　　年　　　　月　　　　日

資格又は経験年数

対象ランク又は総合点

資格又は経験年数

（予備）氏名

ランク

氏名

資格又は経験年数

資格又は経験年数

（予備）氏名

　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　分

届出書【様式８】をヒアリング時に提出すること。

※予備の配置予定技術者を申請した場合は、ヒアリング出席者（配置予定技術者）

監理技術者資格者証番号

公告番号

工事場所

工事名

参加条件

氏名

監理技術者資格者証番号

四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

業種

Ａ

土木一式



四日市市発注の下記工事の一般競争入札参加資格確認申請書を受け付けました。

公告番号 № 176

工事名

工事場所

入札書の郵送期間 火曜日 火曜日 必着

入札（開札）日時 月曜日 午前 ９ 時 ００ 分

※注意事項

住所

商号又は名称

代表者名

令和元年10月15日 から 令和元年10月22日

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書  受　付　票

霞ヶ浦垂坂線（社交）交通安全施設整備工事

四日市市 大字羽津及び大字羽津甲　地内

令和元年10月28日

２．参加資格決定までに申請者が申請を取り下げる場合は、受付票を返却してください。

３．入札が終了するまでは、この受付票を保管しておいてください（再発行はしません）。

（申請者）

１．この書類は一般競争入札参加資格確認申請書（添付書類を含む）を受け付けした

　　ことを確認するための書類です。申請書に併せて提出してください。

　　申請書を受け付けた後、受付票に受付印を押印して返却します。

　　なお、この受付票は、上記工事の参加資格を決定するものではありません。
　　また、この受付は、総合評価方式における実質的な審査を行うものではありません。

４．申請書のコピー等をお持ちいただいた場合、そちらにも受付印を押印します。

５．申請書提出の際、受付票をお持ちいただかなかった場合、こちらでは発行はいたしません。



株式会社三ツ星　　　　　 様

四日市市発注の下記工事の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № 176

工事名

工事場所

住所

商号又は名称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

設 計 図 書 等 購 入 申 込 書

霞ヶ浦垂坂線（社交）交通安全施設整備工事

四日市市 大字羽津及び大字羽津甲　地内


