
（１１）藤山１号配水池防水改良（その２）工事【条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 

地震による施設の破損により大規模な断水につながらないよう、水道施設の耐震診断を

平成２１年度に実施し、その結果を踏まえて、平成２３年度から重要度の高い施設から改

修工事を計画的に取り組んでいる。  
 

【工事概要】 
◇ 昭和６２年供用開始から２０数年経過し、これまで大規模な改修工事を行っていなかっ

たため、耐震改修工事に合わせて、藤山１号配水池の防水工事を行うもの。 

 
※（参考）藤山２号配水池は、平成２５年度から２６年度にかけて、耐震補強・補修及び

防水改良工事を行っている。 

 
 

 
 

１ 平成２６年 ８月 １日～ 
平成２７年 ３月２３日 

浄水施設等耐震補強・補修（藤山１号配水池）工事 

２ 平成２７年 １月 ６日～ 
平成２７年 ６月 ４日 

藤山１号配水池防水改良（その１）工事 

３ 平成２７年 １月 ６日～ 
平成２７年 ６月 ４日  

藤山１号配水池防水改良（その２）工事 

１ 平成２５年 ７月１１日～ 
平成２６年 ６月２５日 

浄水施設等耐震補強・補修（藤山２号配水池）工事 

２ 平成２６年 ３月１８日～ 
平成２６年 ８月２９日 

藤山２号配水池防水改良（その１）工事 

３ 平成２６年 ３月１８日～ 
平成２６年 ８月２９日  

藤山２号配水池防水改良（その２）工事 



第４号様式（第７条関係） 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 藤山１号配水池防水改良（その２）工事 

工事場所 藤山町 

工事概要 内面防水・防食工 1 式 

予定価格 ４６，４２９，２００円(税込) 

入札方法 条件付一般競争入札 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  防水工事・１位希望 

ランク ５００点以上 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者・専任 

 入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他  

入札参加業者数 ６者 

入札参加資格者 １６者 

見積期間 １０日 

落札決定 最低額提示者（入札結果参照） 
入札の経緯及 
び結果の説明 １２月 ８日：公告 

１２月１７日：入札書の提出締切 
１２月１８日：開札 

 



平成２６年１２月８日 久留米市企業局公告第 41 号に基づく工事発注表 

 

入札番号 １８－１           【電子入札案件】 

業種 防水工事 

工事名 藤山１号配水池防水改良（その２）工事  

工事場所 久留米市  藤山町 

工期 １５０日間 

予定価格 ４６，４２９，２００円(税込)    【入札書比較価格】  ４２，９９０，０００円(税抜) 

最低制限価格 ４１，１０９，１２０円(税込)    【最低制限比較価格】 ３８，０６４，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２６年１２月１８日（木） １３時１５分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

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１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、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。 

・名簿に防水工事を第一希望で登載されている業者で、総合評点が５００点以上であること。 

・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（昭和２４年法律第１００号）に従い主任技術者と

して専任で配置できること。 

・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。 

※技術者の専任期間、技術者及び現場代理人の兼務要件等については、「現場代理人及び技術者の適

正配置に関する運用要領」を確認すること。 

入札参加必要書類 入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

落札候補者は、落札候補者決定通知日（開札日）の翌日１５時までに、事後審査資料（配置予定技術

者等調書（第９号様式））を、Fax 又は持参により契約課に提出すること。（事前に電子入札システ

ムに添付することも可） 

契約課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１３ 

入札方法 （１）入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但

し、パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出

することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２６年１２月１２日（金） ８時３０分 から 

         平成２６年１２月１７日（水） ２０時００分（システム終了時）まで 

（２）入札を行う際は、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付すること。 

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 

入札の無効 （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。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

（２）入札参加必要書類及び事後審査資料が不足又は期限（事後審査資料については、落札候補者決

定通知日（開札日）の翌日１５時）までに提出がない場合。 

（３）久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当

する入札。 

（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。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２６年１２月１１日（木） １７時１５分 まで 

工事施工課 （上水道整備課 Fax 番号 ０９４２－３８－２６９４） 



質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注

意ください。 

 



工　　種起工番号 第 建改115 号

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\42,990,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\38,064,000

防水工事

工 事 名 藤山１号配水池防水改良（その２）工事

工事場所 藤山町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 150 日間

月 日～

12 月

年

入札日時 平成 26 年
月   

18 日 13 時 15 分
　　   年   日迄

入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

御井旗崎3-6-27 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

安冨工業 契約金額 45,360,000

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

　１ 九州防水（株） 42,050,000

　２ （有）徳栄産業 42,120,000

　３ （有）白水塗装店 42,250,000

　４ （有）ヤマケン 42,100,000

　５ （有）吉村防水工業 42,350,000

　６ 安冨工業 42,000,000

　７

　８

　９

１０

１１

１２

１３

１４

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。




