
本巣市公示第４２号

入札公告

事後審査型制限付き一般競争入札を以下のとおり行うので、地方自治法施行令（昭和 22
年政令第 16号）第 167条の 6第 1項の規定により公告する。

令和４年７月８日

本巣市長 藤 原 勉

１ 一般競争入札に付する事項

(1) 仕 様 書 番 号 総工第４号

工 事 名 本巣市新庁舎建設工事

(2) 工 事 場 所 本巣市 早野 地内

(3) 工 期 契約締結の日から令和 6年 3月 22日まで
(4) 工 事 概 要 建築工事一式（昇降機設備工事含む）

電気設備工事一式

機械設備工事一式（給排水衛生設備・空気調和設備）

新庁舎：鉄骨造 地上 3階 耐震構造 延べ面積 7,793.37㎡
車庫・倉庫：鉄筋コンクリート造 地上 1階 延べ面積 738.11
㎡

屋根付き駐車場・車寄せ庇：鉄骨造 延べ面積 298.75㎡
自転車・バイク置場：鉄骨造 延べ面積 78.00㎡
渡り廊下 1：鉄骨造 延べ面積 27.00㎡
渡り廊下 2：アルミ合金造 延べ面積 23.04㎡
ブロアポンプ室：鉄筋コンクリート造 延べ面積 22.78㎡

(5) 予 定 価 格 4,742,100,000円
(6) 低入札価格基準 有（失格判断基準 有）

(7) 最 低制限価格 無

(8) 前 金 払 有

(9) 本工事は、提出資料及び入札を電子入札システム（岐阜県市町村共同電子入札シス

テムのことをいう。以下同じ。）で行う対象工事である。なお、電子入札システムによ

りがたいものは、市長の承諾を得た場合に限り書面で提出すること（以下「紙入札方

式」という。）ができる。

(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104
号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられ

た工事である。

(11) 本工事の契約締結にあたっては、本巣市議会の議決を要する。



２ 入札参加資格

本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による一般競争入札とします。

共同企業体の構成員は２者で、結成は自主結成とし、入札に参加する者に必要な資格は、次のとおり

です。

【構成員の資格要件】

（１）代表構成員

必要な建設業の許可

特定（建築工事業）

業種及び総合点数

入札公告日における最新の経営事項審査（以下「最新経審」という。）において、建築一式工事の総

合評定値（P点）が、1,300点以上であること。
施工実績に関する条件

平成 19年度以降に、国又は地方公共団体が発注した鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
又は鉄骨造で延床面積 7,000平方メートル以上の用途が庁舎、事務所、学校、公民館等（工場、倉庫
等簡易的な構造のものを除く）の新築工事を元請として施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、代表構成員としての実績に限る。）

配置技術者に関する条件

本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の条件を満たし、かつ、本工事に専任で配置で

きる者であること。

ア 他の工事現場に係る現場代理人、主任技術者又は監理技術者として従事していないこと。

イ 次のいずれかの資格（所定の資格）を有する者であること。

・1級建築施工管理技士
・1級建築士

事業所の所在地に関する条件

岐阜県内に本店または支店若しくは営業所を有する者。

設計業務等の受託者等

入札公告共通事項【JV・価格競争用】の「１ 入札参加資格に関する事項 ・全ての構成員に必要

な資格要件 （７）」に示す条件は次のとおりである。

設計業務等の受託者：（株）安井建築設計事務所 名古屋事務所（愛知県名古屋市東区泉 1-10-23）
「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者ではない」とは、次の①及び②に

該当しない者のことである。

① 当該受託者の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100
分の 50を超える出資をしている建設業者

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における

当該建設業者

その他の条件

その他の条件については、入札公告共通事項【JV・価格競争用】に示すとおりである。



（２）構成員

【共同企業体の資格要件】

① 共同企業体の構成員数は２者とし、組合せは代表構成員、構成員の資格要件をそれぞれ満たす者

の組合せとする。

② 工事の施工は共同施工方式（甲型）とする。

③ 共同企業体の構成員の出資比率は３０％以上とし、代表構成員は構成員のうちでより大きい施工

能力を有する者とし、その出資比率は構成員のうち最大とすること。

④ 代表構成員は、入札書の提出の権限を有すること。

必要な建設業の許可

特定又は一般（建築工事業）

業種及び総合点数

入札公告日における最新の経営事項審査（以下「最新経審」という。）において、建築一式工事の総

合評定値（P点）が、600点以上であること。
施工実績に関する条件

平成 19年度以降に、国又は地方公共団体が発注した建築一式工事を元請として施工した実績を有す
ること。

配置技術者に関する条件

本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の条件を満たし、かつ、本工事に専任で配置で

きる者であること。

ア 他の工事現場に係る現場代理人、主任技術者又は監理技術者として従事していないこと。

イ 次のいずれかの資格（所定の資格）を有する者であること。

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士（種別を「建築」とするものに限る。）
・1級建築士
・2級建築士

事業所の所在地に関する条件

本巣市内に本店を有する者。

設計業務等の受託者等

入札公告共通事項【JV・価格競争用】の「１ 入札参加資格に関する事項 ・全ての構成員に必要

な資格要件 （７）」に示す条件は次のとおりである。

設計業務等の受託者：（株）安井建築設計事務所 名古屋事務所（愛知県名古屋市東区泉 1-10-23）
「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者ではない」とは、次の①及び②に

該当しない者のことである。

① 当該受託者の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100
分の 50を超える出資をしている建設業者

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における

当該建設業者

その他の条件

その他の条件については、入札公告共通事項【JV・価格競争用】に示すとおりである。



３ 担当課

４ 入札日程

区 分 担 当 課 電話番号 電子メールアドレス 住所

入札担当課 総務部

総務課 管財契約係
0581-34-5021

soumu@city.motosu.lg
.jp

〒501-1292
本巣市文殊 324

工事担当課 総務部

庁舎整備推進室
0581-34-5021

soumu@city.motosu.lg
.jp

〒501-1292
本巣市文殊 324

手続等 期間・期日 方法・場所

設計図書の閲覧・配

付

令和 4年 7月 8日（金） 午前 9時から

令和 4年 7月 28 日（木）午後 4時まで

電子入札システムにて行う。ただし

設計図書については容量が大きい

ため、入札担当課において本巣市入

札参加資格者名簿に登録されてい

る者に対し、CD-Rにて貸出しを行
う。希望者は事前に入札担当課に電

話確認のうえ、貸出日時の調整をう

け、貸与申込書を持参すること。

※紙入札方式が認められた場合は、

入札担当課にて配付するので、電

話確認の上、来庁すること。

質問の受付 令和 4年 7月 8日（金）午前 9時から 電子メールのみで行う。

令和 4年 7月 29 日（金）午後 4時まで ※入札担当課の電子メールアドレス

に送付し、送付後電話にて着信確

認をすること。

回答書の閲覧 令和 4年 8月 5日（金）までに行う 電子入札システムにて行う。

※紙入札方式が認められた場合は、

電子メールにて回答書を送付す

る。

※質問がなかった場合は、回答書は

添付（送付）しない。

入札参加申請 令和 4年 7月 8日（金） 午前 9時から 電子入札システムにて行う。

令和 4年 7月 28 日（木）午後 4時まで ※紙入札方式が認められた場合は、

様式第１号を入札担当課に持参す

ること。

参加資格の確認 令和 4年 8月 8日（月）までに行う 電子入札システムにて行う。

※紙入札方式が認められた場合は、

電子メールにて通知する。

入札書提出受付 令和 4年 8月 22 日（月）午前 9時から 電子入札システムにて行う。

令和 4年 8月 23 日（火）午後 3時まで ※紙入札方式が認められた場合は、

左記時間内に、入札書・工事費内

訳書を封筒に入れ、入札担当課に

持参すること。



開札 令和 4年 8月 24 日（水）午前 9時から 電子入札システムにて行う。

開札場所：本巣市役所総務部総務課

確認書類の提出

（落札候補者のみ）

落札候補者となった旨の通知のあった日か

ら 3日以内
入札担当課に持参すること。

入札結果の公表 落札決定した日 入札情報サービスにて行う。

入札担当課にて閲覧。


