
建設工事

土木一式

下水工第７号　土師宮町貯留施設築造工事

福知山市　土師宮町　地内

自 ～ 至

公募型指名競争入札（ＪＶ方式） 総価契約

電子入札 価格競争

プレキャスト式雨水地下貯留施設設置工（スタンド式）　　V=1,600m3

付帯工　　N=1式

最高予定価格 千円（税抜） 千円（税抜）

項
番

概要

２３１,４５４

企業名又は委任先名

229,000,000

1

2

衣川・松崎共同企業体

河守・世紀共同企業体

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

工事番号及び工事名

工事場所

14時00分

工事期間

入札方法

入札・見積日 平成27年8月26日

案件番号

業種 詳細業種

落札方法

契約方法

平成27年9月7日

0000003372

平成28年3月25日

業種区分

失格（最低制限価格未満）

失格（最低制限価格未満）

最低制限価格２６７,３０７

５回目
入札価格（円）

（評価値）
備考

失格（最低制限価格未満）

失格（最低制限価格未満）

失格（最低制限価格未満）

失格（最低制限価格未満）

落札

228,890,000

230,420,000

229,965,000

234,564,000

230,230,000

219,787,000

１回目
入札価格（円）

（評価値）

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）

228,880,000
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4

5

6

7

三丹・丸協共同企業体

高見・アシダ共同企業体

西田・森下共同企業体

冨士・藤本共同企業体

前田・大立共同企業体

ヨネダ・渡辺共同企業体

10

失格（最低制限価格未満）

－
9

8

－



西田・森下共同企業体　　代表者　　西田工業株式会社

福知山市字天田小字犬丸１３１－１

変更契約日

平成27年9月7日 ～ 平成28年3月25日

指名競争入札におけ
る指名理由

随意契約の相手方の
選定理由

当該資格

参加させなかっ
た者、その理由

第１回変更契約

249,970,320

公募型指名競争入札

変更額 0 円 変更契約日 平成28年3月14日

円

円

契約金額
（消費税及び地方消費
税を含む）

なし

別紙のとおり

第２回変更契約

変更額

変更工期

平成27年12月22日

変更理由

円4,132,080

変更理由 公園下の土が予想以上に悪く、掘削作業に不測の時間を要したため、工期を延長する。

変更工期 平成27年9月7日 ～

円253,329,120
最高予定価格（税込）

最低制限価格（税込）

下水工第７号　土師宮町貯留施設築造工事

契約の相手
名　　称

住　　所

平成28年6月30日

工事中に枯木樹木が倒木する危険性があったため、樹木の伐採・伐根・処分を追加する。また地元調整により、仮囲い延長を変更する。
そして遊具の基礎コンクリート寸法に相違があったため精査をし、中間杭打込みで、粘土層が分厚く最終打込み付近では硬質岩盤となっ
ており、現在の打込み工法では振動により近隣住宅に影響が出る可能性があるため、工法を変更する。さらに掘削土の一部が予想以上に
悪く、埋設土として利用が困難であるため残土処分とし、不足土は他公共工事から流用する。

288,691,560



福知山市上下水道部公告第５号 
 
 
    公募型指名競争入札工事の実施について 
 
 土師宮町貯留施設築造工事に係る工事請負契約について、次のとおり共同企業

体方式による公募型指名競争入札を実施する。 
なお、 この工事は「福知山市予定価格の事後公表試行に係る入札事務取扱要

領」 に基づく予定価格の事後公表試行案件である 。 
 なお、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２７年７月１０日 
 
            福知山市上下水道事業管理者職務代理者 

上下水道部長  中川 義一 
 
１ 工事概要 
（１）工 事 名 土師宮町貯留施設築造工事 

（２）工 事 場 所 福知山市 土師宮町 地内 
（３）工 事 概 要  

ア プレキャスト式雨水地下貯留施設設置工（スタンド式）V=1,600m3 

イ 付帯工  N=1 式 

（４）工 事 区 分 土木一式工事 

（５）工   期 平成２７年９月７日から平成２８年３月２５日まで 

（６）添 付 書 類 閲覧用設計図書他 

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、平成２７年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名

簿で「土木一式」に登録された福知山市内に本社・本店を有するＡ１等級の

者を代表構成員及びＡ等級以上の者を構成員とする２者の組合せとし、次の

要件に該当するとともに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 

（ア）建設業法（昭和２４年法律第１００号）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。 

（イ）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、Ａ１等級２者による共同企業体の場合

は、最新の経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書の「土木一式

工事」に係る総合評定値が上位の者であること。 

（ウ）入札参加申請時に「土木一式工事」の国家資格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。 

イ 構成員 

入札参加申請時に「土木一式工事」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第２６条の規定により、適正に確保

できる者であること。 

イ 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。 

（３）指名について  

ア 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。 

イ 対象者の名簿一覧 

指名競争入札参加資格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されており、閲覧できる。 

ウ 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。 

（４）入札に参加しようとする共同企業体の代表構成員は、他の共同企業体の構

成員との間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ア 資本関係 

  親会社と子会社の関係にある場合若しくは親会社を同じくする子会社同

士の関係にある場合又は前述と同視し得ると認められる場合。ただし、子

会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続が存続中の会社である場合

を除く。 

イ 人的関係 

  当該企業の役員を現に兼ねている場合（更正会社又は更正手続が存続中

の会社である場合を除く。）又は当該企業の管財人を現に兼ねている場合 



３ 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）Ａ１等級２者による共同企業体の場合においては、公告日において有効で

あり、かつ、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）を

２者とも提出するものとする。 

４ 入札手続等 

手続等 期間、期日、期限等 手続きの方法等 

入札参加申請 

書等配布期間 

平成２７年７月１０日（金）から 

平成２７年７月２４日（金）まで 

京都府入札情報 

公開システムに 

よる 

設計図書等の 

閲覧期間 

平成２７年７月１０日（金）から 

平成２７年８月２１日（金）まで 

京都府入札情報 

公開システムに 

よる 

入札参加申請 

書の受付 

平成２７年７月１０日（金）から 

平成２７年７月２４日（金）午後５時まで 

京都府電子入札 

システムによる 

指名通知又は 

非指名通知日 

平成２７年８月４日（火） 京都府電子入札 

システムによる 

質問の受付 申請書等に関する質問 

：平成２７年７月２３日（木）正午まで 

設計図書に関する質問 

：平成２７年７月２１日（火）午前９時から 

 平成２７年８月１８日（火）午後５時まで 

申請書等に関す 

る質問は電話に 

より、設計図書 

に関する質問は 

電子メール又は 

ファックスで質 

問書を送付し、 

送付後電話によ 

り連絡すること 

質問の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答期限 

：平成２７年８月１９日（水）午後５時 

申請書等に関す 

る質問は電話等 

により回答、設 

計図書に関する 

質問は京都府情 

報公開システム 

の添付資料に掲

載し回答 



入札期間 

 

平成２７年８月２０日（金）午前９時から 

平成２７年８月２１日（金）午後２時まで 

京都府電子入札 

システムによる 

予定価格の通 

知・公表 

入札者への通知 

：平成２７年８月２１日（金） 

予定価格の公表 

：平成２７年８月２４日（月） 

入札者への通知 

は京都府電子入 

札システム、公 

表は京都府入札 

情報公開システ

ムによる 

予定価格に関 

する質問の受 

付 

予定価格を通知したときから 

平成２７年８月２５日（火）正午まで 

電子メール又は 

ファックスで質 

問書を送付し、 

送付後電話によ 

り連絡すること 

予定価格に関 

する質問への 

回答期限 

平成２７年８月２７日（木）正午まで 質問者に対しフ 

ァックスで回答 

 【予定価格に関する 

質問が無い場合】 

【予定価格に関する 

質問が有る場合】 

 

開札日時 平成２７年８月２６日 

（水）午後２時 

平成２７年８月２８日 

（金）午後２時 

京都府電子入札 

システムによる 

再度入札を行 

う場合の入札 

期間 

平成２７年８月２７日 

（木）午後２時まで 

平成２７年８月３１日 

（月）午後２時まで 

京都府電子入札 

システムによる 

再度入札の開 

札日時 

平成２７年８月２７日 

（木）午後３時 

平成２７年８月３１日 

（月）午後３時 

京都府電子入札 

システムによる 

注）都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

５ 非指名通知を受けた者に対する措置 

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。 

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（電磁的記録を含む。）を無効とするものとする。 

７ 問合先 

  福知山市財務部契約監理課内上下水道担当 



  電話 0773-24-7043（直通） 

ＦＡＸ 0773-23-6537（市庁舎共用） 

電子メール keiyaku■city.fukuchiyama.lg.jp 

ただし、■は@と読み替えること。 


