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総合評価一般競争入札【 簡易型 】のお知らせ 

参考 

 

１ 件名     仮称小杉小学校新築工事 

２ 履行場所   川崎市中原区小杉町２丁目２９５番地１ 

３ 履行期限   平成３０年１２月２８日限り 

４ 工事概要 

（１）構造・規模   基礎構造  杭基礎（既成杭）  

上部構造  鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造地上５階建て 

（２）建築面積      校舎・体育館棟     ４，６３２．１７㎡ 

           体育倉庫棟ほか２棟     １０４．８３㎡ 

（３）延べ面積     校舎・体育館棟    １１，１７７．３２㎡ 

           体育倉庫棟ほか２棟     １１４．９３㎡ 

（４）主要室 

   校舎・体育館   普通教室、特別教室、多目的ホール、職員室、管理諸室、給食室、 

            わくわくプラザ、屋上プール、体育館、倉庫、トイレなど 

 

５ 総合評価採用理由 

本工事は、施工の確実性を確保するために、入札参加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等

と入札価格を一体として評価することが妥当と認められること、また、技術的な工夫の余地が小さい

工事であることから、総合評価一般競争入札（簡易型）を採用します。 

 

６ 一般競争入札参加資格 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」

及び「構成員３」という。）又は４者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」、「構成員３」及び「構成

員４」）により結成されている共同企業体でなければなりません。 

ただし、共同企業体の各構成員の出資割合は、３者による共同企業体の場合には全ての構成員を１

５％以上、４者による共同企業体の場合には全ての構成員を１０％以上とし、いずれの場合も代表者

は、他の構成員の割合を上回らなければいけません。 

（１）全ての構成員に必要な条件 

ア 一般財団法人川崎市まちづくり公社契約規則（以下「公社契約規則」という。）第４条の規定に

該当しないこと。 

イ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

ウ 建設業退職金共済制度に加入していること。 

エ 川崎市内に本社を有すること。 

オ 平成２７・２８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」で登録さ 

 れている者 

カ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
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業者であること。 

キ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

ク 本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ 

 ていないこと。 

（２）共同企業体の代表者に必要な条件 

ア 建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

イ 監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

ウ 平成２７・２８年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定通知書に

おける「建築一式」の総合評定値が８９０点以上であること。 

エ 鉄骨造又は鉄筋コンクリートで延床面積５，０００㎡以上の新築又は改築工事の施工実績（元

請に限る）を平成１３年４月１日以降に有すること。 

  ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 

（３）共同企業体の構成員２及び３に必要な条件 

ア 建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

イ 主任技術者（業種「建築」）を専任で配置できること。 

ウ 平成２７・２８年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定通知書に

おける「建築一式」の総合評定値が８９０点以上であること。 

（４）共同企業体の構成員４に必要な条件（４者による共同企業体の場合のみ） 

  ア 建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

  イ 主任技術者（業種「建築」）を専任で配置できること。 

  ウ 平成２７・２８年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定通知書に

おける「建築一式」の総合評定値が７８０点以上であること。 

 

※ 配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあることを要します。 

 

７ 入札の日程 

平成２８年１１月１７日（木） 入札公告 

平成２８年１１月２５日（金） 入札参加申込締切 

平成２８年１１月２９日（火） 設計図書類の購入 

平成２８年１２月２７日（火） 入札書・技術資料等提出日 

平成２９年 １月１０日（火） 開札予定日 

平成２９年 １月１３日（金） 落札者決定、結果公表 （※予定） 

※ 低入札価格調査を行う場合もしくは積算疑義申立てがあった場合、落札者の決定及び結果公表は

標記日程より遅くなることがあります。 

 

８ 共同企業体の構成手続き 

川崎市まちづくり公社ホームページのうち新設小学校入札情報ページ（以下「入札情報ページ」と

いう。）から「共同請負入札参加資格審査申請書」、「共同企業体協定書」及び「委任状(共同企業体用)」
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をダウンロードにより取得し、９に定める入札参加申込書等と一緒に持参してください。 

 

９ 入札参加申込書等の提出方法及び提出期間 

（１）提出方法 

  一般財団法人川崎市まちづくり公社共同企業体取扱要綱第８条第１号様式に規定する一般競争入

札参加資格確認申請書等の書類を、持参により提出してください。なお、一般競争入札参加資格確

認申請書等は、入札情報ページからダウンロードした書式を使用してください。取得できない場合

等は、次の「提出場所」で配布します。 

ア 提出期間 

    平成２８年１１月１８日～平成２８年１１月２５日 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、午前８時３０分から正午、午後１時から午後５時まで）  

  イ 提出場所 

   一般財団法人川崎市まちづくり公社 総務部 経理課 入札担当 

   川崎市川崎区宮本町３番地４ 電公ビル３階 

   電話０４４－２１１－２５０７ 

（２）入札参加申込を行う時に必要な書類 

  ア 一般競争入札参加資格確認申請書 

イ 本工事に係る建設業の許可を受けていることを確認できる書類 

ウ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

エ 「共同請負人入札参加資格審査申請書」、「共同企業体協定書」及び「委任状(共同企業体用)」 

 

１０ 設計図書類の購入 

（１）本件の入札公告（概要一覧）の「公告日」から「申込締切日時」までの間に、「設計図書類配布場

所」にて指定された業者に設計図書類の購入申込をファックスで行い、店頭受取り又は宅配で代金

等と引き換えに引渡を受けてください。 

設計図書類の購入に関する書類は、入札情報ページからダウンロードした「見積用設計図書類複

写依頼書」を使用してください。 

（２）「設計図書類配布場所」に指定された業者の連絡先等は、「入札公告」を参照してください。 

 

１１ 入札参加資格の喪失 

「お知らせ」の６に掲げる各号いずれかの資格を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。 

 

１２ 一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、平成２７・２８川崎市工事請負有資格業者

名簿の該当する業種に登録されていることを確認し、平成２８年１１月２８日にその結果を担当者

に電話で連絡します。 

また、一般競争入札参加確認通知書を平成２８年１１月２８日に、入札公告（概要一覧）の「申

込提出場所」にて手渡しをします。 
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 なお、最終的な入札参加資格については、開札後、入札参加申込時にさかのぼって提出書類等

の確認を行い、資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格がなく申込みを行った入札者の

入札は無効とします。 

 

１３ 仕様書等の積算に関する質問・回答 

（１）質問 

 次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問ができます。 

（入札参加資格等に関する質問は、総務部経理課（電話 ０４４－２１１－２５０７）にお問合せ

ください。） 

ア 受付日時    平成２８年１２月５日（月） 午前９時から正午 

イ 質問方法 上記の受付日時に質問書（ただし、代表者の記名押印のこと。）を次の場所に持参

してください。 

 また、持参により質問書を提出する際に、質問書（紙媒体）と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）

にＷｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してください（電話、ファックス等による質問は受

け付けません。）。 

    一般財団法人川崎市まちづくり公社 総務部 経理課 入札担当 

    川崎市川崎区宮本町３番地４ 電公ビル３階 

    電話０４４－２１１－２５０７ 

（２）回答 

ア 回答日時    平成２８年１２月１３日（火）     午後４時頃 

イ 回答方法 

 入札参加資格があると認めた者から質問があった場合、すべての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、代表者あてメールにて送付し、同時に次の場所に掲示します。 

川崎市川崎区宮本町３番地４ 電公ビル３階  

川崎市まちづくり公社事務所内（正面入口受付カウンター） また、質問がなかった場合には、

メールによる回答も掲示もしません。 

なお、回答後の再質問は、受け付けません。 

 

１４ 入札手続等 

次により入札を執行します。 

（１）入札書・積算内訳書の記載等 

ア 入札書 平成２８年１１月２８日に、入札公告（概要一覧）の「申込提出場所」にて手渡し

をした書式に必要事項を記載してください。 

イ 積算内訳書 入札の際、書面に必要事項（入札額に相応する積算額等）を記載し、表紙及び

２ページ以降をホッチキス留めしてください。「積算内訳書」は、複写業者から購入した表紙を

含めた設計図書類のうち工事内訳書の科目内訳となります。 

（２）入札書・積算内訳書及び総合評価落札方式評価項目算定資料の提出 

ア 入札場所入室時に、次のいずれかを提出してください。 
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 (ｱ) 代表者本人が入札を行う場合 名刺等、本人が確認できるもの  

(ｲ) 代理人が入札を行う場合 「委任状」（平成２８年１１月２８日に、入札公告（概要一覧）の

「申込提出場所」にて手渡しをした書式）に必要事項を記載したもの（委任状が無い場合、入

札に参加する事はできません。）  

イ 入札は、「入札書」及び「積算内訳書」を、同じ封筒（長３程度のもので、工事名を記載のこ

と。）に封入し、入札してください。 

ウ 入札は、原則３回までとします。 

  エ 「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算定資料」という。）の書式については「一般 

   競争入札参加資格確認通知書」交付と同時に配布します。また、提出された「算定資料」は返 

      却しません。 

 この際、構成員の配置予定技術者にかかる以下の書類も併せて提出してください。 

・構成員の「配置予定技術者届」 

・構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格証明書等の写し、または建設業法第７ 

 条第２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす「主任技術者経歴証明書」 

・構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健康保険被保険者証等） 

提出日時   平成２８年１２月２７日（火）  午後１時から午後５時まで 

提出場所 

川崎市川崎区宮本町３番地４ 

一般財団法人川崎市まちづくり公社 総務部 経理課 入札担当（３階ビル正面入口受付カウ

ンター） 

 

１５ 総合評価落札方式の評価方法 

（１）評価項目の評価区分及び配点について 

「総合評価落札方式技術評価項目配点表（以下「配点表」という。）」のとおりとします。 

（２）技術評価点の算出について 

ア 本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出された「算定資料」において評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として１００点を与えます。 

イ 提出された「算定資料」について、「配点表」に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。 

加算点＝（入札参加者の得点合計／評価項目の配点合計）×設定加算点 

※小数点第５位以下切捨て 

技術評価点 ＝ 標準点 ＋ 加算点 

（３）共同企業体の評価について 

共同企業体での申請における各評価項目の評価は、共同企業体の代表者を対象に行うものとします。 

（４）審査方法について 

審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、審査の過程において、提案内容に対するヒアリ

ングを行う場合があります。実施する場合のみ該当者に連絡します。 

 



 

6 

 

１６ 開札予定日時及び場所 

（１）開札予定日時 平成２９年１月１０日（火）午前１０時 

（２）開札場所   一般財団法人川崎市まちづくり公社 総務部 経理課 

 

１７ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次の算式によって求められた総合評価点の最も高

い者を落札予定者とします。また、最も高い者が複数ある場合には、くじにより落札予定者を決定

します。 

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000  ※小数点第５位以下切捨て 

（２）当該落札予定者について「お知らせ」の６に示した資格を満たしているかどうかの最終的な資格

審査を実施し、その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合には、併せてその者の入札価

格による当該契約の適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者として決定します。 

これら審査等の結果、当該落札候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札価格によって

は、当該契約の適正な履行が確保されない恐れがあると認められるときは、当該入札を無効とし、

順次、総合評価点の高い入札者について、必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定しま

す。 

この工事は価格失格基準適用工事です。落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合にお

いて、積算内訳書に記載された積算額が「一般財団法人川崎市まちづくり公社新設小学校建設工事

に関する低入札価格調査取扱要綱」第４条に掲げる価格失格基準のいずれかを下回った場合は、当

該落札予定者を失格とします。 

なお、調査基準価格の設定額及び価格失格基準については、案件ごとに個別設定をしていますの

で、公社ホームページに掲げている「公社新設小学校建設工事に関する低入札価格調査取扱要綱」

及び「公社新設小学校建設工事に関する低入札価格調査運用指針」を御覧ください。 

（３）入札の無効 

ア 一般財団法人川崎市まちづくり公社競争入札参加者心得（以下「入札参加者心得」という。）で

無効と定める入札はこれを無効とします。 

イ 「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又は不備がある者の入札はこれを無効とします。 

ウ 「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」に該当するものがあった者の入札はこれを無効

とします。（技術評価点は計算せず、落札者としません。） 

エ 設計図書類等の購入が確認できない者の入札はこれを無効とします。 

（４）本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立て先は、次のとおりです。 

川崎市川崎区宮本町３番地４ 

一般財団法人川崎市まちづくり公社建設部建築課（０４４－２１１－３２６９） 

※積算疑義の申し立ては、保留通知を送信した日（「保留通知日」という。以下同じ。）の翌日か 

 ら、これを申し立てることができる。申し立ては、保留通知日の翌日から起算して３日目の正 

 午までに積算疑義申立書を建設部建築課長に提出することにより行う。申し立てを行うにあた 

 り、保留通知日の翌日から起算して２日目の１７時までの間に金入り設計書閲覧請求書を提出 

 することにより金入り設計書を閲覧することができる。 
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（５）評価結果等の公表 

落札者を決定したときは、落札者その他の入札参加者の評価結果について、公社ホームページに

て公表します。公表された自らの評価結果について疑義がある場合は、公表された日から起算して

２日以内に所定の様式により照会することができます。 

 

１８ 加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応 

（１）本工事の請負人が技術評価点において加算点を得た評価項目の一部又は全部について、工事の完

成検査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を満たしておらず、その責が請負人にあると

認められる場合には、工事成績評定点の減点対象とします。 

（２） 入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載等明らかに悪質な行為があったと認められる場

合には、一般財団法人川崎市まちづくり公社契約規則の規定に基づき競争入札参加者の制限等の適

切な措置を講じます｡  

 

１９ 契約手続等 

次により契約を締結します。ただし、当該落札決定の効果は、平成２９年３月に開催される当公社

理事会における承認を要します。 

（１）契約書の作成  必要とします 

（２）契約保証金  契約金額の１０％とします。ただし、公社契約規則第２１条第２項に定める有価

証券（振替債を除く）の提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契

約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除します。 

なお、低入札価格調査を行った契約については、契約保証金１０％を３０％に加増します。 

（３）前払金  適用工事です。また、この工事は中間前払金の適用工事です。詳しくは、「一般財団法

人川崎市まちづくり公社の行う建設工事の前払金に関する要綱」を御覧ください。 

（４）理事会の承認を要する契約 本工事は、契約の締結に当たり、当公社理事会の予算の承認を要し

ますので、理事会（平成２９年３月頃）で承認を得たときに契約を締結します。また、落札者とは、

その旨を記載した仮契約書を締結します。 

 

２０ 特定工事請負契約 

本案件の落札者と締結する契約は、一般財団法人川崎市まちづくり公社契約規則第３条第２項に

規定する特定工事請負契約に該当します。 

特定工事請負契約においては、一般財団法人川崎市まちづくり公社特定工事請負契約及び特定業

務委託契約の取扱いに関する要綱に掲げる事項を定めます。 

特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は受注者の責任となり、場合に

よっては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十分に御注意ください 

 

２１ その他 
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（１）事情により入札を延期、又は取りやめる場合があります。 

（２）公告に定めるもののほか、公社契約規則、公社新設小学校に係る総合評価一般競争入札取扱要綱

及び入札参加者心得等の定めるところによります。これらは、公社ホームページで閲覧できます。 

（３）公告に関する問い合わせは、一般財団法人川崎市まちづくり公社 総務部 経理課になります。 

（４）本件の公告後契約締結までの間に、契約手続における競争性、透明性及び公平性の担保に支障が

生じ、その中止をしなければ適切な契約手続とならないと認められ、本件が中止された場合は、本

件に参加するために設計図書類を購入した者に対して、その購入代金を公社が負担します。ただし、

中止の原因が公社の責めによるものに限ります。 

（５）この工事は、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等の実施が義務付けられた工事です。 

（６）指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との下請契約は認められませんので御注意ください。 
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別　　表

分類 評価項目 様式 評価基準 配点

1 施工計画 各工程の工期及び工事の手順が適切である提案が３項目。 5.0

簡易型の場合に２評価項目以上 各工程の工期及び工事の手順が適切である提案が２項目。 2.5

指定する 各工程の工期及び工事の手順が適切である提案が１項目。 0.5

適切である提案が１項目もない場合。 0.0

無記載等、又は各工程の工期及び工事の手順が適切でない。 無効

（２）施工上配慮すべき安全対策 施工上配慮すべき安全対策について、現地条件を踏まえて適切である提案が３項目。 5.0

施工上配慮すべき安全対策について、現地条件を踏まえて適切である提案が２項目。 2.5

施工上配慮すべき安全対策について、現地条件を踏まえて適切である提案が１項目。 0.5

適切である提案が１項目もない場合。 0.0

無記載等、又は現地条件を踏まえてなく適切でない。 無効

2 企業の施工実績 （１）同種工事の施工実績 提出のあった工事実績が、川崎市及び当公社発注の同種工事の元請としての施工実績である。 3.0

　　（期間については別途定める） 提出のあった工事実績が、川崎市及び当公社発注以外の同種工事の元請としての施工実績である。 1.5

実績なし 0.0

（２）過去３年間の川崎市工事成績評定点の 同業種における平均点が８０点以上 3.0

　　　平均点 同業種における平均点が７５点以上８０点未満 2.5

同業種における平均点が７０点以上７５点未満 2.0

同業種における平均点が６５点以上７０点未満 1.0

同業種における実績なし 0.0

同業種における平均点が６５点未満 △1.0

（３）過去５回における川崎市優良業者表彰の 有り 0.5

　　  受賞の有無 無し 0.0

3 配置予定技術者の能力 （１）同種工事の施工経験 同種工事で主任（監理）技術者として経験あり 3.0

　　（期間については別途定める） 同種工事で現場代理人として経験あり 1.5

経験なし 0.0

（２）過去の川崎市発注の従事工事成績評定点
過去の従事経験として提出された同業種工事が川崎市発注の工事であり、その成績が８０点
以上 3.0

同上、その成績が７５点以上８０点未満 2.5

同上、その成績が７０点以上７５点未満 2.0

同上、その成績が６５点以上７０点未満 1.0

同上の実績なし 0.0

4 企業の信頼性・社会性 （１）ＩＳＯ9001又は14001の取得状況 有り 0.5

無し 0.0

（２）障害者の雇用状況

同上無し 0.0

（３）建設業労働災害防止協会の加入状況 建設業労働災害防止協会に加入している 0.5

同上無し 0.0

（４）男女共同参画 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定している。 0.5

同上無し 0.0

5 企業の地域貢献度 （１）災害時における川崎市との協力体制
川崎市と応急防災措置等に関する協定等を締結している又は締結している団体に
加入している 0.5

同上無し 0.0

（２）本社の所在地 工事施工場所と同一行政区内に本社あり 0.5

同上無し 0.0

（３）共同企業体における市内中小事業者の構成 共同企業体構成員に市内中小事業者が含まれる 0.0

同上無し 0.0

（４）建設機械保有状況
経営規模等評価結果通知書に示される建設機械を自社所有又は長期リースにより

保有している
0.5

同上無し 0.0

6 次世代育成 　　　若手配置予定技術者の配置 入札参加申込日時点で３５歳未満であること 0.5

同上無し 0.0

配点合計 26.5

設定加算点 30.0

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき雇用状況の報告を義務付けられ

ている事業者で法定雇用率を達成している又は義務付けられている事業者以外で
障害者を常用雇用している

７－１号
※５

７－２号
※６

７－１号
※５

５号
※１

６－１号
※１・２・３

７－１号
※５

0.5７－１号
※５

総合評価落札方式技術評価項目配点表

（１）工期設定の適切性

４－１号
（１）

４－１号
（２）

７－１号
※５

６－１号
※３
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　　※１　記載した工事経験を証明する書類（工法・規模等の確認ができるもの）を添付してください。

　　※２　実際の施工にあたって、資料に記入した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、退職等の特殊な場合に限ります。

　　※３　配置予定技術者の「同種工事の施工実績」と次世代育成の「若手配置予定技術者の配置」における評価は、重複加点可能とする。

　　※４　工事成績評定点が証明できる書類を添付してください。

　　※５　入札参加申し込み締切日現在、該当する主観評価項目の登録条件をみたしていること、また、同項目について、入札参加申込締切日時点で登録されていることが必要です。

　　※６　経営規模等評価結果通知書　総合評定値通知書に基づき「建設機械の保有状況」申請する。


