
石巻市公告第２５１号 

入  札  公  告 
 

制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」と

いう。）第１６７条の６の規定により、下記のとおり公告する。 

 
平成２２年８月２７日 
 

石巻市長 亀 山   紘 

 

記 

１ 制限付き一般競争入札に付する事項 

(1) 工 事 名  西流下８号青葉東１号準幹線（３工区）築造工事 
(2) 工事場所  石巻市蛇田字新東前沼地内 
(3) 工 期  契約日から平成２３年３月１０日まで 
(4) 工事内容 

施工延長 Ｌ＝５３２．４０ｍ 
①管きょ工（開削）   

開削工 ＰＲＰφ２００························· Ｌ＝５３２．４０ｍ 
②マンホール工 

組立０号マンホール·········································３箇所 
組立１号マンホール·········································８箇所 
副管 ······················································２箇所 

③取付管及びます工 
取付管 ··················································６３箇所 
ます ····················································６１箇所 

④付帯工 
舗装復旧等 ······································ Ａ＝２，６２０㎡ 

 

(5) 支払条件  前金払、中間前金払及び部分払 有 

(6) 入札方法  石巻市制限付き一般競争入札実施要綱（平成２０年石巻市告示第１２５号）第４条

第２項第２号に規定する入札後資格審査型により、価格以外の要素を評価の対象に

加え、価格その他の条件が本市にとって最も優れたものをもって入札に参加した者

を落札者として決定する特別簡易型の総合評価一般競争入札 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号。以下「契約規則」という。）第３条第２項に

定める競争入札参加資格承認簿に登録され、登録住所が石巻市内の者で、入札日（開札日）におい

て、次に掲げるすべての要件を満たしているものであること。 

① 石巻市内に本店の機能を有し、石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準

（平成１７年石巻市告示第１７９号）第３条及び第４条に基づく格付工種（以下「格付工種」と

いう。）が「土木一式工事」であり、等級が「Ａ」ランクに属している者 

② 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に基づき、次の主任技術者又は監理技術者（以

下「技術者」という。）を、本工事現場に配置できる者 

ア 建設業法の規定により専任で技術者を配置することが必要な場合にあっては、入札日（開

札日）の前日から起算して３か月以上前から、引き続き当該入札参加業者と直接的な雇用関

係にある者、それ以外の場合にあっては入札日（開札日）の前日から、引き続き当該入札参

加業者と直接的な雇用関係にある者 

イ 本工事の契約工期の初日において、建設業法の規定により本工事と他の工事の現場の技術

者を兼ねることができる場合を除き、他の工事の現場に技術者として配置されていない者 



ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を取得している者 

(2) 次に掲げる者は、入札に参加することができない。 

① 入札後資格審査用一般競争入札参加申請書に関して、入札参加資格を有する条件を満たせない 

者    

② 令第１６７条の４に規定する者 

③ 石巻市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成１７年石巻市告示第１８０号）第２条第

１項の規定による指名停止又は同要綱第１２条第１項から第３項までの規定による指名回避を受

けている者 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされた者。ただ

し、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定があった

場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされた者。ただ

し、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定が確定し

た場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。 

⑥ 入札参加資格審査書類の提出期限において、石巻市発注の手持ち工事（予定価格が１３０万円

を超える建設請負工事をいう。）が、本公告の格付工種について３件に達している者又は総件数

で５件に達している者 

⑦ 同一の技術者を、重複して複数の工事の技術者に配置予定とする場合において、他の工事を落

札したことにより、配置予定の技術者を本工事現場に配置することができなくなった者 

⑧ 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６８号）別表各号に規定

する要件に該当する者 

⑨ 業務全般に関し、不正又は不誠実な行為の疑いにより、地方公共団体が契約を締結するに、不

適当な相手方に該当するおそれがある者 

  ⑩ 平成２２年８月２７日付け石巻市公告第２４９号による西流下６号中央１号幹線ほか１準幹

線築造工事又は平成２２年８月２７日付け石巻市公告第２５０号による西流下７号門脇６号準幹

線築造工事に係る制限付き一般競争入札の落札候補者となった者 

 

３ 入札参加申請 

本公告に示した入札に参加しようとする者は、下記６に示す期限・場所等を厳守し、「入札後資格審

査用一般競争入札参加申請書」（様式第４号）を持参により提出すること。 

なお、本公告の申請及び入札参加資格審査書類の提出にかかる費用は入札参加申請者の負担とし、

提出された書類は返却しない。 

 

４ 総合評価に関する落札者決定基準 

特別簡易型総合評価方式に関する本工事の評価項目及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者

の決定方法については、別添「総合評価一般競争入札特別簡易型落札者決定基準」（以下「落札者決定

基準」という。）に示すとおりとする。 

 

５ 総合評価に必要な提出書類 

(1) 総合評価技術資料調書 

下記６に示す期限・場所等を厳守し、落札者決定基準で示した「総合評価技術資料調書」（様式

－総合特簡１）を、「入札後資格審査用一般競争入札参加申請書」提出時に併せて持参により提出

すること。なお、総合評価技術資料調書の内容に虚偽が認められた入札参加者は、失格とする。 

(2) 総合評価技術資料調書の記載内容を証する資料 

開札後、落札者を決定するために、落札者決定基準で示した総合評価技術資料調書の記載内容を



証する資料（以下「調書の記載内容を証する資料」という。）が必要となるので、入札日（開札日）

当日、忘れずに持参すること（下記１２(1)、(3)参照）。 

(3) 落札者決定基準で示した総合評価技術資料調書及び調書の記載内容を証する資料（以下「総合評

価技術資料調書等」という。）の訂正、差換え及び再提出は認めないものとする。 

(4) 「総合評価技術資料調書等」は、入札参加者の資格審査及び評価以外には使用しない。ただし、

当該総合評価技術資料調書等を提出した者から承諾を得た場合を除く。 

(5) 「総合評価技術資料調書等」の提出にかかる費用は、入札参加者の負担とし、提出された書類は

返却しない。 

 

６ 入札日程 

手 続 等 期間・期日・期限 場 所 等 

入札後資格審査用一般

競争入札参加申請書 

及び 

総合評価技術資料調書

の提出期限 

平成２２年９月８日（水） 

 午後５時（持参による） 

総務部管財課契約グループ 

入札日（開札日） 平成２２年９月１５日（水） 

午前１０時３０分 

入札参加資格審査書類

の提出（下記１２(2)、

(3)参照） 

調書の記載内容を証す

る資料の提出（前記５(2)

参照） 

本公告に示した入札（開札）終了後 

（持参による） 石巻市穀町１４番１号 

石巻市役所６階 ６０１会議室

設計図書等の閲覧及び

複写 

平成２２年８月２７日（金）から 

平成２２年９月１４日（火）まで 

市役所４階閲覧室 
※閲覧期間中、次のところで有
料で複写することができる。 

㈱大河原光学 

石巻市門脇字元浦屋敷18番地２
電話番号 0225-93-7511 

設計図書等に対する質

問の受付 

平成２２年８月２７日（金）から 

平成２２年９月２日（木）まで 

総務部管財課契約グループ 

（ＦＡＸ送信可） 

回答書の閲覧 平成２２年９月６日（月）から 

平成２２年９月１４日（火）まで 

市役所４階閲覧室 

（注）１ 上記期間にかかわらず、土曜日、日曜日等石巻市の休日を定める条例（平成１７年石巻市

条例第２号。以下「休日条例」という。）に規定する休日は、設計図書の閲覧等を行うことは

できない。 

２ 設計図書の閲覧、質問の受付等を行うことができる時間は、午前８時３０分から午後５時

まで（正午から午後０時４５分までを除く。）とする。 

 

７ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は、免除する。 

 

８ 工事費内訳書の提出 

初度の入札の際、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書（様式は自由）を提出

すること。 

 



９ 最低制限価格 

本公告の工事については、契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定する。そ

のため、最低制限価格を下回る入札をした者は、失格となる。 

 

１０ 入札の回数 

(1) 入札執行回数は、原則として１回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がない

場合は、再度入札を行うものとし、再度入札の回数は、２回を限度とする。 

(2) 最低制限価格を下回る入札をした者は、失格となり、再度の入札に参加することができない。 

(3) 初度の入札で無効となった者は、再度の入札に参加することができない。また、再度の入札で無

効となった場合も同様とする。 

(4) 入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、令第１６７条の２第１項第８号の規定による随意

契約のための見積り合わせは行わない。 

 

１１ 入札の無効 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札後資格審査用一般競争

入札参加申請書又は入札参加資格審査書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札

を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 

また、落札者決定時点で前記２(1)に掲げる要件を満たさない者のした入札及び前記２(2)に掲げる

者のした入札は無効とする。 

 

１２ 入札参加資格の確認・落札者の決定等 

(1) 落札者については、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち、最低制限価格以上予定

価格以下の範囲内で、本工事の落札者決定基準に基づく総合評価点が最も高い者（落札候補者）に

ついて入札参加資格及び総合評価技術資料調書の記載内容を審査し、決定するものとする。 

(2) 入札参加資格審査書類の提出 

開札後、落札者を決定するために、下記の入札参加資格審査書類が必要となるため、入札日（開

札日）当日、忘れずに持参すること。（複数の工事に入札参加申請をした場合は、必ず申請された

工事ごとに入札参加資格審査書類を持参してください。） 

① 配置予定の技術者に関する調書 

② 手持ち工事の状況調書 

③ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し 

ただし、特定建設業の許可が必要な場合にあっては、特定建設業許可通知書又は特定建設業許

可証明書の写し 

④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

⑤ 配置予定の技術者が有する資格を証するもの（合格証明書等）の写し 

ただし、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し（表裏両面）及び監理技術者講習

修了証の写し 

⑥ 配置予定の技術者の健康保険被保険者証の写し 

⑦ 配置予定の技術者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、住民税特別

徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）の写し、賃金台帳等の写しのうち、いずれか

１通を添付 

(3) 上記(2)の入札参加資格審査書類及び前記５(2)の調書の記載内容を証する資料は、入札日（開札

日）当日、落札候補者及び総合評価点が落札候補者に次いで高い者（以下「次順位者」という｡）

が提出する。 

ただし、状況により、入札日（開札日）当日以降に期限を定めて、次順位者から順に総合評価点

が高い者から、入札参加資格審査書類及び調書の記載内容を証する資料の提出を求める場合がある。 



なお、入札参加資格審査書類及び調書の記載内容を証する資料を期限内に提出しない者のした入

札は、入札参加資格のない者のした入札とみなし無効とする。 

(4) 入札参加資格及び総合評価技術資料調書の記載内容の審査の結果、落札候補者が、入札参加資格

を有していない場合又は落札者として不適格と認める場合には、当該落札候補者の入札を無効又は

失格とする。 

(5) 前記(3)のなお書又は(4)により、落札候補者の入札を無効又は失格とした場合は、次順位者を新

たな落札候補者とし、入札参加資格及び総合評価技術資料調書の記載内容の審査を行うものとする。 

(6) 上記(5)の場合において、次順位者の入札が無効又は失格となった場合は、次順位者から順に総合

評価点が高い者について、上記(5)の内容を準用する。 

(7) 前記(1)又は(5)（上記(6)において準用する場合を含む。）の審査の結果、当該落札候補者につい

て入札参加資格を有し、かつ、落札者として適格と認めたときは、その者を落札者と決定するも

のとする。 

(8) 郵送及び電報による入札は、認めない。 

(9) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する金額

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、入札参加者は、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１０５分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること｡ 

(10) 前記２(2)⑥における提出期限において手持ち工事が件数に満たない場合であって、落札候補者

が、提出期限から落札者決定時点までに行われる他の本市入札で落札した場合（随意契約により相

手方を決定した場合を含む。）は、その契約前であっても手持ち工事を新たに１件有したものとみ

なし、合計で本公告の格付工種について３件又は総件数で５件となった場合は、当該落札候補者の

入札が、入札参加資格のない者のした入札とみなし無効とする。 

 

１３ 入札参加資格の審査結果の通知 

入札参加資格審査書類を提出した者の審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果等通知

書により通知する（この通知は、ファクシミリ又は電子メールにより行う。）。 

 

１４ 入札結果の公表 

入札参加資格の審査が終了し、本入札の結果が確定した場合は、その結果を、市役所閲覧室及び市

のホームページで公表する。（前記１２(4)、(5) 、(6)等の落札者の決定状況により、日数を要する場

合がある。） 
 http://www.city.ishinomaki.lg.jp/kanzai/posting/posting_result/keka22.jsp 

 

１５ 契約保証金に関する事項 

契約規則第２５条及び第２６条の規定による。 

 

１６ 配置予定の技術者の確認 

落札決定後、配置予定の技術者について配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことが

ある。 

なお、この工事の施工に当たって、申請書に記載した配置予定の技術者を変更できるのは、病休、

死亡、退職等極めて特別な理由に限る。また、該当理由により、やむを得ず変更する場合は、前記２

(1)②に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定の技術者と同等以上の者を配置しなければならな

い。 

 

１７ その他 

(1) 石巻市建設工事等競争入札参加心得（平成１７年石巻市告示第１８９号）を遵守すること。 



http://www.city.ishinomaki.lg.jp/mpsdata/web/3449/kokoroe.pdf 

(2) 落札者は、この工事に係る請負契約を締結した後において、入札が契約規則第１３条第４号に

該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、当該契約金額の１００分の２０

に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。 

(3) 上記(2)の規定による損害賠償金は、本市に生じた実際の損害額が上記(2)に規定する損害賠償

金の額を超える場合は、その超える額につき、なお請求をすることを妨げない。上記(2)の規定に

より落札者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が上記(2)に規定する損害賠償金の額を超

えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 

(4) 詳細又は不明な点については、石巻市総務部管財課契約グループに照会のこと。 

（電話:0225-23-6611、23-6612 FAX:0225-22-4995） 

 

 


