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吉川市水道事業告示第１６号 
 

吉川市建設工事請負一般競争入札（事後審査型）公告 
 

 市街地石綿管布設替工事（Ｒ４－３）、市街地石綿管布設替工事（Ｒ４－４）について、
次のとおり総合評価方式による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。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。なお、
本公告に記載のない事項については吉川市建設工事請負事後審査型一般競争入札試行要領
（平成１９年吉川市告示第２１９号）の規定によるものとする。 
 
令和４年 ９月１３日 

 
                             吉川市水道事業 

吉川市長 中原恵人 
 

 
 
１ 入札対象工事  

入札対象工事－１  

(1)工事名 市街地石綿管布設替工事（Ｒ４－３） 

(2)工事場所 吉川市保一丁目地内 

(3)工事期間 契約締結日から令和５年３月１７日まで 

(4)予定価格 入札執行後に公表する。 

(5)工事概要 
 

工事延長  Ｌ＝２６０．０ｍ 

DCIP-GX φ75 Ｌ＝ 255.1ｍ、排泥管 φ50 Ｌ＝ 4.9ｍ 

給水管取付替工事 12 箇所、仮設管布設工 1式 

(6)業種名 業種名 土木工事業 

入札対象工事－２  

(1)工事名 市街地石綿管布設替工事（Ｒ４－４） 

(2)工事場所 吉川市保一丁目地内 

(3)工事期間 契約締結日から令和５年３月１７日まで 

(4)予定価格 入札執行後に公表する。 

(5)工事概要 
 

工事延長  Ｌ＝３１４．９ｍ   

DCIP-GX φ75 Ｌ＝ 312.4ｍ、排泥管 φ50 Ｌ＝ 2.5ｍ、 

消火栓設置工事 1 箇所、給水管取付替工事 17 箇所、 

仮設管布設工 1式 

(6)業種名 業種名 土木工事業 

２ 落札者の決定方法 本件入札は、吉川市建設工事請負事後審査型一般競争入札
試行要領に基づき、以下のとおり執行する。 
(1) 総合評価方式による一抜け方式により落札候補者を決

定する。 
(2) 一抜け方式については次のとおりである。 
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 ア 入札対象工事－１、入札対象工事－２の順に開札す
る 

  イ 入札対象工事－１の落札者による入札対象工事－
２への入札は無効とする 

  ウ 一抜け方式対象案件の一つの工事について落札候
補者となった者の入札書を無効とした結果、当該入札
の参加者が１者となる場合等、競争性が確保できない
おそれがある場合又は他の全ての一抜け方式対象案
件が中止となった場合等は、当該工事に係る入札は、
一抜け方式を行わない。（先の入札で落札候補者とな
った者が提出した入札は無効とせず、提出された全て
の入札書で比較し、落札候補者を決定する。） 

(3) 総合評価方式については次のとおりである。また、そ
の他総合評価方式の実施については、吉川市建設工事総
合評価方式試行要領（平成１９年吉川市告示第２１８
号）、吉川市総合評価方式活用ガイドライン（令和３年７
月２日市長決裁)、吉川市建設工事低入札価格取扱要綱
（平成２９年吉川市告示第２２６号）。（以下「低入札価
格取扱要綱」という。）及び総合評価方式に係る入札説明
書による。 
ア 方式 

簡易型 評価項目選択型（自己採点方式） 
イ 評価値の算出方法 

除算方式 
(4) 入札金額と自己採点の点数による評価値が最も高い者
を落札候補者と見なし、当該落札候補者について、入札参
加資格を満たしているか否かの審査及び総合評価の技術
資料の評価(以下「審査及び評価」という。)を行う。 
ただし、当該落札候補者に対する入札参加資格の有無及

び総合評価の技術評価点を決定する前から、必要に応じて
当該落札候補者以外の者に対し審査及び評価に必要な資
料の提出を依頼する場合がある。 

(5) 落札候補者について審査及び評価の結果、入札参加資格
を満たすこと、かつ、評価値が最高点であることが確認さ
れたら、 落札者として決定する。 

(6) 落札候補者が審査及び評価の結果、不適格と認められた
ときは、新たに次の順位の者を落札候補者として審査及び
評価を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すも
のとする。 

(7) 落札者決定までの日数を短縮するため、入札対象工事－
２（以降）の入札参加資格審査は、当該工事より先に開札
した工事の落札者を決定する前から行う。 
この場合、入札対象工事－２の入札参加資格審査の対象

者は当該入札の開札時点で最も落札候補者になる可能性
が高い者を落札候補者とみなす。 
このため、入札対象工事－２の入札参加資格審査の対象

者は、当該工事より先に開札した入札の落札者決定の結果
によっては落札候補者でなくなる場合があることを予め
承知して入札参加資格審査に必要な資料を提出すること  

 一抜け方式における一部の入札が不調又は不落等によっ 
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 て落札者が決定しない場合、落札者が決定しない入札をこの
公告と別の公告又は指名通知によって後日行うことがある。 

３ 入札手続の方法  本件入札は、吉川市建設工事等電子入札運用基準（平成２
９年９月８日市長決裁）に基づき、資料の提出、届出及び入
札を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」
という。）により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定
めがある場合は、当該方法による。 

４ 設計図書等  設計図面及び仕様書等（以下「設計図書等」という。）は、
電子入札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載
する。 

５ 競争参加資格確認申
請書の提出 

令和 ４年 ９月１３日（火）  １３時００分から 
令和 ４年 ９月２１日（水）  １６時００分まで 

 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に「ダイレクト
入札参加申込書兼資本又は人的関係確認書．docx」（以下「確
認書」という。）を提出すること。 

６ 設計図書等に関する
質問 

令和 ４年 ９月１３日（火）  １３時００分から 
令和 ４年 ９月２０日（火）  １６時００分まで 
 設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内
に、質問を電子入札システムにより提出すること。 
 システムによる質問の題名及び説明要求内容の欄には、特
定の企業名や個人名を記入しないこと。 
 添付資料は、発注者から提供した様式を使用して作成す
ること。 

７ 質問に対する回答 令和 ４年 ９月２２日（木）  １６時００分 
質問に対する回答は、上に示す日時までに電子入札システ

ム上で掲載する。 

入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、電子入札

システムに掲載する質問に対する回答の全ての内容を必ず

確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回

答の全ての内容は、全ての入札参加者に適用する。 

８ 入札書の提出期間 令和 ４年 ９月２６日（月）   ９時００分から 
令和 ４年 ９月２７日（火）  １５時００分まで 

 入札書の提出期間に有効な吉川市建設工事等指名競争入
札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札シ
ステムで利用可能な電子証明書を取得し電子入札システム
の利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用
して入札書を提出すること。 

９ 開札日時 (1) 入札対象工事－１ 
令和 ４年  ９月２８日（水） ９時００分 

(2) 入札対象工事－２ 
令和 ４年 ９月２８日（水） ９時１５分 

１０ 資格審査書類提出
期限 

令和 ４年 ９月３０日（金）１７時００分まで 

１１ 入札に参加できる
者の形態 

単体企業 

１２ 入札に参加する者に必要な資格 
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(1)建設業の許可 土木工事業 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による、
上に示す建設業の許可を受けている者であること。 

(2)資格者名簿への登載 令和３・４年度吉川市建設工事等指名競争入札参加資格者
名簿（以下「資格者名簿」という。）に、上記「（１）建設
業の許可」に示す業種で登載された者であること。 

(3)所在地     
 
 

本店、支店、営業所等 吉川市内 
 契約締結の権限を有する者を置く本店、支店、営業所等が
上に示す所在地にあること。 

(4)格付 
業種 土木工事業 

格
付 

Ｂ級又Ｃ級 

 

(5)施工実績 なし 

(6)配置予定の技術者 
経験 なし 

ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資
格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者とし
て配置すること。 

イ 配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、確認
書の提出期限日の３月以前から恒常的な雇用関係にある
こと。また、専任の配置予定技術者は、営業所の専任技術
者と兼務することはできない。 

ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を
一般競争入札参加資格等確認資料に記載すること。 

エ 吉川市建設工事現場代理人取扱要綱（平成２９年吉川市
告示第１１２号）第２条第３項又は吉川市建設工事におけ
る技術者の専任に係る取扱要綱（平成２９年吉川市告示第
１１１号）に規定する要件に該当する場合を除き、現在、
他の工事に現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術
者として従事中で、本工事の予定工期と重複する場合は、
当該者を一般競争入札参加資格等確認資料に記載するこ
とはできない。 

オ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の
専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないこ
とがある。 

カ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する技術者の
取扱いについては、低入札価格取扱要綱の規定に基づき、
上記のア及びエに係わらず、専任でなければならない。 

 
(7) 現場代理人 なし 

(8) その他の参加資格 ア 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ 
と。 

イ 吉川市契約規則（昭和３９年吉川町規則第２号）第３条
の規定により吉川市の一般競争入札に参加させないもの
とされた者でないこと。 
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ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事
再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開
始決定を受けている者を除く。 

エ 本工事の公告日から入札書提出締切日までの期間に、吉
川市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱（昭和
６３年吉川町告示第２５号）に規定する指名停止の措置を
受けていない者であること。 

オ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関
係がないこと。 

カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、吉川市の
締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１
９年吉川市告示第５９号）に規定する指名除外の措置を受
けていない者であること。 

キ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電
子入札システムの利用者登録が完了していること。 

１３ 低入札価格取扱要
綱の規定に基づく調査
基準価格 

設定する。調査基準価格未満の入札があった場合には、調
査の上、当該入札を行った者を落札候補者とするか否かを決
定する。また、調査後に契約を締結した場合は、重点的な監
督業務、厳格な検査を実施する等、監督体制等を強化する。 

１４ 低入札価格取扱要
綱の規定に基づく失格
基準価格 

設定する。失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札
候補者としない。 

１５ 入札保証金 免除する。 

１６ 契約保証金 (1) 落札者は、契約金額の１００分の１０（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上げた金
額）以上の契約保証金を納付しなければならないこと。 

(2) 上記のほか、契約保証金については、吉川市契約規則第
３３条から第３５条までに規定するところによること。 

１７ 支払条件  

(1)前金払 あり。前金払の額は請負金額の１００分の４０以内で、１
万円未満の端数は切り捨てるものとし、６，０００万円を限
度とする。 

(2)中間前金払 あり。中間前金払の額は、請負金額の１００分の２０以内
で、１万円未満の端数は切り捨てるものとし、３，０００万
円を限度とする。 

(3)部分払 なし。 

１８ 現場説明会 開催しない。 

１９ 契約の時期  電子入札終了後、参加資格の審査を実施し、落札者決定後、
１週間以内に契約を締結するものとする。 
 

２０ 入札に関する注意
事項 
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(1)入札の執行   電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を 
受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格が 
ない者は、入札に参加できない。 

(2)入札書に記載する金額   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該
金額の１００分の１０に相当する額を加算した額（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１１０分の１００に相
当する金額を入札書に記載すること。 

(3)提出書類 ア 発注者が様式を指定した内訳書（必要事項を記入したも
の）と総合評価自己採点申請書（同一ファイルでシートが
分かれている様式）を電子入札システムによる初度入札の
入札書提出の際に添付すること。 

イ 落札候補者は、自己採点申請書の根拠となる技術資料を
提出すること。 

ウ 落札者は落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者
届出書を提出すること。 

(4)入札回数 ア 再度入札は１回までとする。この場合は、電子入札シス
テム上で案内する。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することが
できない。 

(5)入札の辞退 吉川市建設工事等電子入札運用基準によるものとする。 

(6)独占禁止法その他関係
法令の遵守 

 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律（昭和２２年法律第５４号）その他関係法令に違
反する行為を行ってはならない。 

(7)電子くじ  落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いる
ときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を
決定する。 

(8)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 
ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしてい
ない者がした入札 

イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わな
いとき、当該落札候補者がした入札 

ウ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 
エ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出
した者がした入札 

オ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 
カ 談合その他不正行為があったと認められる入札 
キ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した
者がした入札 

ク 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者が
した入札 

ケ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした
者がした入札 
(ｱ) 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項
が明らかでないもの 

(ｲ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 
(ｳ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの 
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(ｴ) ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上
の者の代理をした者がしたもの 

コ その他公告に示す事項に違反した者がした入札 
２１ その他 (1) 吉川市建設工事等入札参加者心得を熟知の上、入札に参

加すること。 
(2) 提出された一般競争入札参加資格等確認資料及び技術
資料は返却しない。 

(3) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工
事の現場に配置すること。 

(4) 入札参加資格がないとされた理由に不服があるときは、
入札参加資格不適格通知書を受けた日から起算して原則
として５日（休日を除く。）以内に、苦情申出書（様式第
９号）を持参又は郵送することにより説明を求めることが
できる。 

(5) 入札参加者は、(4)に定めること以外に、入札後、この
公告、設計図書等（質問回答書を含む）、現場等について
の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

２２ この公告に関する
問い合わせ先 

(1)入札及び契約に関すること。 
水道事業 水道課 庶務係 
電話 ０４８－９８２－７７１１ 

(2)工事内容に関すること。 
水道事業 水道課 施設係 
電話 ０４８－９８２－７７１１ 

 


