指名

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号
業
種
工事番号及び工事名
工事場所
工事期間
入札方法
入札・見積日

概要

0000003763
管
市公第21号 （仮称）市民交流プラザふくちやま建設工事に伴う機械設備工事
福知山市 駅前町 地内
本契約の締結日
自 平成25年
1月 4日 〜 至 平成26年 3月31日
公募型指名競争入札（ＪＶ方式）
平成24年12月13日 16時0分 電子入札
（仮称）市民交流プラザふくちやま建設工事に伴う機械設備工事 一式
鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）地上４階・地下１階・塔屋１階他
敷地面積 4879.63平方メートル
建築面積 2001.44平方メートル
延床面積 6663.93平方メートル
衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、
屋内ガス設備、空気調和機器設備一式他
堀内
櫻井

項番

企業名又は委任先名

3 三晃・加藤共同企業体
4 須賀・畿北冷熱共同企業体
5 精研・日吉電機共同企業体

1回目
入札価格(円)
(評価値)
349,226,000

総価契約
価格競争

最高予定価格：３９９，６００千円（税抜き）
最低制限価格：３５０，３５２千円（税抜き）

不二熱・福知山設備特定建設工事共同
7 企業体

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)

備考
失格（最低制限価格未

345,600,000

失格（最低制限価格未

344,660,000

失格（最低制限価格未

351,000,000

落札

344,970,000

失格（最低制限価格未
失格（内訳明細書不備

ダイダン・高見組特定建設工事共同企
6 業体

10

契約方法
落札方法

雅康

2 三機・両丹共同企業体

9

建設工事

敏

1 イズミテック・大槻共同企業体

8

業務区分
詳細業種

345,000,000

失格（最低制限価格未

市公 第 21 号

（仮称）市民交流プラザふくちやま建設工事に伴う機械設備 工事

契 約 の 相 手 名
住
契約金額（消費税
及び地方消費税
を含む）

（公 募 型 指 名 競
争入札の場合）

称
所

須賀・畿北冷熱共同企業体
京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99 四条SETﾋﾞ
ﾙ4階

368,550,000 円

当該資格（入
札参加条件）

参加させなか
った者、その理
由

最高予定価格
(税込み）
最低制限価格
（税込み）

419,580,000 円
367,869,600 円

別紙公告文書のとおり

な

し

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由
(随意契約の場合）

相手方の選定理由
変更額

0 円

変更工期

第１回変更契約
変更理由

変更額

変更契約日 平成26年 3月 7日
～

建築確認申請及び消防同意により変更する。
・グリーストラップ耐火型に変更
・スプリンクラーヘッド数量変更
・その他一式

円

変更工期

変更契約日
～

第２回変更契約
変更理由

変更額

第３回変更契約 変更工期

円

変更契約日
～

変更理由
変更額

第４回変更契約 変更工期
変更理由

円 変更契約
～

福知山市公告第７２号
公募型指名競争入札工事の実施について
平成２４年１０月９日付福知山市公告第５４号において募集した工事請負契約の実施に
かかる公募型指名競争入札参加申請について、受付期間を延長するので次のとおり公告す
る。
なお、この工事は、京都府電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）によ
る電子入札案件である。
平成２４年１１月５日
福知山市長
１

松山

正治

工事概要
（１）工 事 名
（仮称）市民交流プラザふくちやま建設工事に伴う機械設備工事
（２）工事場所
福知山市駅前町地内
（３）工事内容
延床面積 6,489.67 ㎡、建築面積 1,724.05 ㎡、高さ 20.9ｍ、構造 Ｓ造（一部Ｓ
ＲＣ造）
、階数 地上 4 階・地下 1 階・塔屋 1 階に伴う衛生器具設備、給水設備、排
水設備、給湯設備、消火設備、屋内ガス設備、空気調和機器設備工事一式他
（４）工
期
平成２５年１月から平成２６年３月まで
（５）工事区分
管工事
（６）概算工事費
（７）添付書類

約４億２千万円
設計概要、配置図、平面図、立面図、断面図、系統図

２

入札参加資格
この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす共同企業体で入札参加申請に基づ
き、本市が資格認定したものとする。
（１）共同企業体の結成方法に係る要件
共同企業体は、次の要件に該当する１者の代表構成員（Ａ）と１者の構成員（Ｂ）
の２者の組合わせとし、本市指定の協定書により協定を締結していること。ただし、
この入札において、各構成員は、同時に他の入札参加者の共同企業体構成員となって
いないこと。
ア 代表構成員（Ａ）
（ア）平成２４年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者の内、
「管」の経営
規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（平成２４年福知山市公告第５４
号の公告の日（以下「公告日」という。）において有効であり、かつ、最新の
ものに限る。）の総合評定値（Ｐ）が７００点以上であること。
（イ）公告日の前日から起算して１５年前の日までの間に、請負金額２，５００

万円以上の新築工事に係る管工事（公告日の前日までに完成したものに限
る。）を単体で、又は共同企業体の構成員（出資比率１５パーセント以上）と
して元請契約し、施工した実績を有すること。なお、詳細については、別記
のとおりとする。
（ウ）共同企業体を代表する構成員は、建設業法第１５条の規定による特定建設
業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。
（エ）入札参加申請時に一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の国家資格
を有する技術者で、かつ、公告日の前日において５年以上の実務経験を有し、
公告日の前日から起算して１５年前の日までの間に「施工実績」に掲げる管
工事を主任技術者又は監理技術者として従事（着手から完成まで）した実績
を有する専任の監理技術者（監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を
有する者）を当該工事に配置できること。なお、詳細については、別記のと
おりとする。
（オ）共同企業体の代表者は、構成員のうち、より大きな施工能力を有し、かつ、
出資比率は他の構成員以上であること。また、最新の経営事項審査結果通知
書の管工事に係る総合評定値が上位の者であること。
イ 構成員（Ｂ）
（ア）平成２４年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のＡ
等級に登録され、福知山市内に本社・本店を有する者であること。
（イ）入札参加申請時に二級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の国家資格
を有する専任の主任技術者等を当該工事に配置できること。
（２）共同企業体の構成員他の要件
ア 入札参加申請時に、当該工事に配置を予定する現場代理人・専任の主任技
術者・専任の監理技術者を建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条
の規定により、適正に確保できる者であること。
イ 出資比率：共同企業体の出資比率は、いずれの構成員も当該共同企業体の
出資総額の３０パーセント以上であること。
ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立
てがなされている者又は民事再生法（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。
エ 当該工事の入札参加申請時に、福知山市指名競争入札参加資格者指名停止
取扱要綱（平成１５年福知山市告示第１３７号）の指名停止基準に基づく指
名停止措置を受けていない者であること。
なお、本工事の指名については、審査後、要件を満たす共同企業体に通知する。
（注）ア 対象者の名簿一覧
指名競争入札参加者名簿一覧については、本市ホームページの入札・
契約情報ポータルサイトに掲載しており、閲覧できる。
イ 資格認定の有効期間等
この有効期間は、認定の日から当該工事の履行後３か月を経過する日

（落札者以外の者については、本工事に係る契約が締結される日）まで
とする。
３

４

提出書類（所定の様式による。）
（１）公募型指名競争入札（共同企業体方式）参加申請書
（２）共同企業体協定書
（３）技術資料
（４）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）
ただし、公告日において有効であり、かつ、最新のものを２者とも提出するもの
とする。
入札参加申請の受付等
（１）入札参加申請受付期限
期限
平成２４年１１月１９日（月）午後５時まで
（２）申請等の提出方法
電子入札システムにより申請し、福知山市公共工事等電子入札運用基準（平成２
１年制定）第６条に基づき、入札参加申請書、共同企業体協定書及び技術資料を提出
すること。

５

入札参加者への通知
（１）指名通知及び非指名通知については、平成２４年１１月下旬に通知予定。
（２）非指名通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により非指
名理由についての説明を求めることができるものとする。

６ 入札からの排除
（１）
「福知山市暴力団等排除措置要綱」に定める入札参加資格停止業者の入札参加資格
は、認めない。
（２）入札参加業者が契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当
該入札参加資格を取り消し、当該入札参加資格停止業者が提出した入札書（電磁記録
を含む。）を無効とするものとする。
７

契約事項
仮契約を締結し、市議会の議決を得た時に本契約としての効力を生ずるものとする。

なお、仮契約以降に共同企業体の構成員の要件を欠くことになった場合は、本契約が
できない場合があるので、留意のこと。
８

その他
資格要件を満たした有資格者が１者の場合は、この公告による工事発注を行わない。

９

問合先
福知山市財務部契約監理課契約係

ＴＥＬ

0773－24－7043（直通）

別記
第２項第１号ア（イ）において規定する「新築」とは、新しく築造する建築物をいう。
第２項第１号ア（エ）において規定する「入札参加申請時に一級管工事施工管理技士
又はこれと同等以上の国家資格を有する技術者で、かつ、公告日の前日において５年以
上の実務経験を有し」とは、入札参加申請時に一級管工事施工管理技士又はこれと同等
以上の国家資格を取得してから、公告日の前日において５年以上の実務経験を有するこ
とをいう。
第２項第１号ア（エ）において規定する「施工実績」とは、同項第１号ア（イ）にお
いて規定する「施工した実績」をいう。

