平成２５年６月２６日 久留米市公告第１１１号 工事発注表
入札番号

１３－７

工事の発注方式

本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。

業種

電気工事

工事名

市街地再開発事業

工事場所

六ツ門町

工期

７５０日

予定価格

４７８，３１８，０５０円(税込)

【入札書比較価格】

４５５，５４１，０００円(税抜)

最低制限価格

４３０，４８５，３００円(税込)

【最低制限比較価格】

４０９，９８６，０００円(税抜)

開札日時及び場所

平成２５年８月１３日（火）

入札保証金

免除

契約保証金

必要（契約締結時に請負金額の１５％以上を付すこと。）
なお、契約保証の期間は工期とする。

【郵便入札案件】

（仮称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築舞台照明設備工事

１１時００分

総務部契約課（久留米市庁舎１３階）

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）
予算の年割額
前金払
支払条件
中間前金払
部分払

各年度における予算の年割額は、概ね次の割合による。
平成２５年度２％、平成２６年度１８％、平成２７年度８０％
有り （各年度の年割額の４０％以内。但し、上限３億円）
なお、平成２５年度の支払請求については、９月２１日から３０日以内とする。
無し
３回 （各年度１回）
なお、部分払金額は、その出来高の９割を超えることができない。

工事着手に関する条件 落札決定日の翌日から起算して１０日以内の契約とするが、工期は平成２５年９月２１日からとする。

参加条件

（次に掲げる要件を全て満たしていること）
(1) 入札書の締切時点で、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市競争入札参加者資格審査等要領（平
成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿）
（以下、
「名
簿」という。）に登載されている者であること。なお、平成２５年５月３１日までに、久留米市競争入札
参加者資格審査申請された者については、平成２４年３月３０日久留米市告示第１２６号第３条の別表第
２備考第４項「新たに競争入札参加申請をした者は、申請後１年間は第１項及び第２項の規定により格付
ける等級から１等級下位に格付けるものとする。」の規定は適用しない。
(2) 名簿に電気工事を第一希望又は第二希望で登録されている者で、ランク基準がＡ又はＢランクであるこ
と。
(3) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、電気工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に
当該許可を受けていることが登載されていること。
(4) 元請として、平成１０年４月１日以降に完成・引渡しが完了した、新築の固定座席数１千席以上の劇場・
ホールの舞台照明設備工事の実績（共同企業体による施工の場合は、代表構成員としての実績に限る。
）
を有すること。
(5) 上記の実績は、国、地方公共団体、独立行政法人等の発注工事で、一般財団法人日本建設情報総合センタ
ーが運営するコリンズに登録されているものに限る。
(6) この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）及
び営業所専任技術者を除く。
）を建設業法に従い監理技術者として専任で配置できること。
(7) この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置でき
ること。
(8) 以下の工事の入札参加者でないこと
・ 「市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築工事」
、
「市街地再開発事業（仮
称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築機械設備工事」、
「市街地再開発事業（仮称）久留米市総
合都市プラザ（８番街区）新築舞台機構設備工事」、
「市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラ
ザ（８番街区）新築舞台音響設備工事」
・ 「（仮称）久留米市総合都市プラザ（９番街区）新築工事」、
「（仮称）久留米市総合都市プラザ（９番街
区）新築機械設備工事」
(9) 次に掲げる設計業務等の受託者又は当該受託者に協力した建設コンサルタント等（以下「受託者等」とい
う。）でないこと。また受託者等と資本若しくは人事面等において関連がある者でないこと。 なお、
「資
本若しくは人事面等において関連がある者」とは、①受託者等の発行済株式総数の５０％を超える株式を
有し、又はその出資総額の５０％を超える出資をしている建設業者、②受託者等が発行済株式総数の５
０％を超える株式を有し、又はその出資総額の５０％を超える出資をしている建設業者、③受託者等と建
設業者が代表権を有する役員を兼ねている場合の当該建設業者をいう。

・

入札参加必要書類

入札方法

「㈲香山壽夫建築研究所」、
「㈱國武建築設計事務所」
、
「㈱ＤＥＮ建築設計事務所」、
「㈲北島建築研究所」
「㈱ナカヤマ・トシ設計」、
「㈱構造計画研究所」
、
「㈱協和建築積算事務所」、
「㈱環境エンジニアリング」、
「㈱プランニングネットワーク」
、
「㈱オリエンタルコンサルタンツ」、
「㈲空間創造研究所」、
「ヤマハ㈱
PA 事業部」、
「大旗連合建築設計㈱」、「西日本技術開発㈱」、
「㈱西日本測量設計」、
「㈱セイコー」

・入札金額積算内訳書（第１２号様式）
・同種工事実績調書（第５号様式の１）
・実績資料として、固定座席数１千席以上の劇場・ホールの名称・所在地・座席数等内容が確認できる資料（パ
ンフレット又は公式ホームページの写し等）
・資本関係・人的関係調書（第６号様式の１及び第６号様式の２）
・登記事項証明書又は登記簿謄本（入札書締切日以前３ヶ月以内に発行されたものに限る）
・技術資料（総評都第１号様式、総評都第２号及び総評都第５号様式）及び添付資料（「２．技術資料の作成
等」を参照）
・入札書締切日時点で有効な「経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）
」を添付すること。
・ＩＳＯ １４００１の認証登録が無く、エコアクション２１の認証登録を受けている者はエコアクション２
１の認証登録証の写しを添付すること。
(1) 入札参加を希望する場合は、入札書及び入札金額積算内訳書を、長形３号サイズの封筒に封入すること。
(2) (1)の封筒及びその他の上記入札参加必要書類を、角形２号サイズの封筒に封入し、一般書留又は簡易書
留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。
締切日時 ： 平成２５年７月２５日（木）２４時００分（必着）
指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課
(3) (1)及び(2)いずれの封筒にも、表面に入札番号、工事名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者
名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布

１．総合評価に関する事
項等

(1) 総合評価の方法
入札に参加しようとする者は、
「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、
提出された技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。
(2) 評価項目及び評価基準
①

代表者の評価項目及び評価基準は、
「（別表１）

平成 25 年度 久留米市

総合評価方式 評価

項目、評価基準及び配点一覧表【標準型】
」（以下「別表１」という。）によるものとする。
(3) 評価値の算出方法
①

評価値は、次の算出方法により算出する。
ア

評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000）

イ

技術評価点＝標準点＋加算点

なお、入札価格の単位は円とする。
また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数点第９位を四捨五入）
②技術評価点
競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（１００点）を与え、さらに「別表１」により評価
した評価項目について、４０点の範囲で加算点を加える。
③

加算点の算出方法

「別表１」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。
(4) 落札者の決定方法
①

入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価

格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最
も高い者が２人以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であると
きは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
②

落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者

を落札者として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、
当該落札候補者を除いて入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価格をもって申込みをした
者のうち評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定す
るものとする。
③

落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日

は含まない。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たし
ていない場合は、この限りでない。
２．技術資料の作成等

(1)

入札の参加希望者は、技術資料 総評都第１号様式、総評都第２号様式及び総評都第５号様式を

作成すること。
(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。
① 施工上配慮すべき事項に係わる技術提案（総評都第１号様式）
② 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評都第２号様式）
③ 提出資料チェックリスト（総評都第５号様式）
(3)

総評都第１号様式の「施工上配慮すべき事項に係わる技術提案」については、具体的なテーマに
記載している課題に対する技術提案を求めるものとする。

(4) 提出部数は１部とする。
(5) 提出された技術資料等は返却しない。
３．評価の担保

落札者決定に反映された技術資料の内容を履行確保するための措置等については、次のとおりとす
る。
(1) 落札決定に反映された技術資料に虚偽の記載があった場合は、指名停止を行うことがある。
(2)

技術提案がされた部分において、工事の仕様を満足できなかった場合は、工事成績評定の減点対
象とする。

４．配置予定技
術者について

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。
(2)

やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を
有する技術者を別に配置すること。

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがあ
る。

入札の無効

質問書受付期間
及び受付場所

質問に対する回答
開札の立会い

(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくな
い場合。
(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。総評都第１号様式（「施工上配慮すべ
き事項に係わる技術提案」）で求める６テーマのうち１テーマでも未記入（技術提案内容を空白）のま
ま提出した場合。
(3) 予定価格超過又は最低制限価格未満の価格での入札
(4) 前各号に掲げるもののほか、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久留米市契
約事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。
(5) 「市街地再開発事業 （仮称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築電気設備工事」、
「
（仮称）
久留米市総合都市プラザ（９番街区）新築電気設備工事」の落札者。
受付期間：公告日から 平成２５年７月４日（木） １７時１５分 まで
受付方法：質問書に記入の上、電子メールにより提出すること。なお電子メールの着信確認は、送信者
の責任において行うこと。
問合せ先：総務部契約課（E-mail：keiyaku@city.kurume.fukuoka.jp、電話：0942-30-9171）
質問書に記載された担当者宛に、平成２５年７月１１日（木）までに電子メールにより回答するととも
に、必要に応じて市ホームページに掲載する。
開札の立会人は、開札日の前日までに決定し連絡をするので、選ばれた場合は開札時間までに開札場所
に来ること。

ここに規定するもののほか、入札契約に関する規程は、久留米市の規程を準用する。
参考規程（久留米市）
○公告等
・ 久留米市競争入札参加資格について（平成 24 年 3 月 30 日久留米市告示第 126 号）
・ 平成 25 年度、久留米市が発注する建設工事並びに測量、土木設計、建築設計、設備設計、地質調査及び補償コンサルタ
ント等の業務委託の条件付き一般競争入札を施行する際の必要な事項等について（平成 25 年 4 月 1 日）
・ 平成 25 年度、久留米市が発注する（仮称）久留米市総合都市プラザ関連工事の条件付き一般競争入札を施行する際の入
札参加資格等について（平成 25 年 4 月 22 日久留米市公告第 64 号）
・ 平成 25 年度、久留米市が発注する建設工事等の条件付き一般競争入札を施行する際の入札参加資格等について（平成 25
年 5 月 22 日久留米市公告第 83 号）
・ 平成 25 年度に久留米市が発注する（仮称）久留米市総合都市プラザ関連工事に関する競争入札参加資格について（平成
25 年 5 月 29 日久留米市告示第 363 号）
○規則・要領等
・ 久留米市契約事務規則（昭和 50 年 4 月 1 日久留米市規則第 9 号）
・ 公共工事費の前金払の限度額の特例及び中間前金払の限度額について
・ 公共工事費の前金払の取扱いについて
・ 久留米市建設工事中間前金払取扱要領

別表１
平成２５年度 久留米市 総合評価方式 評価項目、評価基準及び配点一覧表
市街地再開発事業 （仮称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築舞台照明設備工事
【標準型】
配点
評価項目

分類

評価基準

各項目
大項目
点数

評価点数

評価内容

20.0
技術提案

施工上の課題に対する技術
提案

発注者が指定した施工上の課題への対応
の的確度

特定の課題に対して現場条件を踏まえた有
効な提案がなされているか

20.0 20.0

～
0.0

２３００点以上

5.0

２２００点以上２３００点未満

4.0

経営規模等評価結果通知書に掲載される
完成工事高の評点(Ｘ１)

２１００点以上２２００点未満

3.0

工事の種類は、電気とする。

２０００点以上２１００点未満

2.0

１９００点以上２０００点未満

1.0

１９００点未満

0.0

２４００点以上

6.0

２３００点以上２４００点未満

5.0

２２００点以上２３００点未満
経営規模等評価結果通知書に掲載される
元請完成工事高及び技術職 元請完成工事高及び技術職員数の評点(Z)
２１００点以上２２００点未満
員数
工事の種類は、電気とする。
２０００点以上２１００点未満

4.0

１９００点以上２０００点未満

1.0

１９００点未満

0.0

１４００点以上

3.0

１３００点以上１４００点未満

2.0

１２００点以上１３００点未満

1.0

１２００点未満

0.0

両方とも取得済み

1.0

どちらか片方を取得済み

0.5

未取得

0.0

受けたことがない

1.0

受けたことがある

0.0

完成工事高

評
価
項
目

企業の
施工能力

5.0

2.0

16.0

経営状況

経営規模等評価結果通知書に掲載される
経営状況の評点(Ｙ)

①ISO９００１
品質管理･環境マネジメントシ
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
ステムの取り組み状況
①、②の認証の取得状況

指名停止措置

施工実績
配置予定
技術者

資格の有無

平成22年度から25年度の久留米市指名停
止等措置要綱に基づく措置の有無

3.0

1.0

1.0
②１級の国家資
①主任技術者
格を保有する現
（監理技術者）と
場代理人として従
して従事した場合
事した場合

配置技術者の同種・類似工事施工実績
実績あり

2.0

1.0

実績なし

0.0

0.0

１級の国家資格を保有する技術者

2.0

入札締切日において配置予定技術者が保
２級の国家資格を保有する技術者
有する資格

1.0

上記以外
加算点満点

6.0

3.0

0.0

40.0

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と
資格の有無の評定点合計が低い者で評価する。

2.0
4.0

2.0

