さいたま市告示第１３９２号
さいたま市の発注する「道路修繕工事（主要地方道さいたま川口線）」ほか４件の一般競争入札に
ついて、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。

(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌
日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入
札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（
その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。

(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－３９
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（主要地方道さいたま川口線）
さいたま市南区大字円正寺地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
延長 257.3m 幅員 6.5～17.0m 路面切削（ｔ＝5cm）28 ㎡ 切削オーバーレイ(
ｔ＝10cm)3560 ㎡ 中間層（改質Ⅱ型粗粒度 As－20、ｔ＝5cm）1500 ㎡ （再生
粗粒度 As－20、ｔ＝5cm）2060 ㎡ 表層(改質Ⅱ型密粒度 As－20、ｔ＝5cm)3590
㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後２時１０分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月 ２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８７－２４
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第１３処理分区下水道工事（南建－２９－１００８）
さいたま市緑区大字大間木地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 502.90m 管きょ工 開削工法（管径 200mm、塩ビ管）490.60m 推進工法（
管径 200mm、塩ビ管、鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング））12.30m マン
ホール工 現場打２号マンホール 2 箇所 組立１号マンホール 8 箇所 取付管工
1 箇所 付帯工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後２時４０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月 ２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－８４０－６２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３３８２－６
一般競争入札（電子）
単体企業
氷川緑道西通線道路整備工事（Ｈ２９－１）
さいたま市大宮区仲町３丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月１５日まで
延長 219.5m 道路土工一式 車道舗装工 1200 ㎡ 歩道舗装工（一般部）780 ㎡
歩道舗装工(乗入部）35 ㎡ 排水構造物工一式 縁石工一式 区画線工一式 道
路付属物施設工一式 撤去工一式 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後２時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は浦和区に、本店を有
していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月 ２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
－
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所
電話 ０４８－６４６－３２９０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３２８３－９
一般競争入札（電子）
単体企業
東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事（区１２－１号線外）
さいたま市緑区大字中尾地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 161.36m 道路土工 掘削工 1150 ㎥ 地盤改良工 置換工 600 ㎥ 排水構
造物工 街渠縦断管 211m 舗装工 表層（車道）1217 ㎡ 表層（歩道）434 ㎡
縁石工 歩車道境界工 247m 地先境界工 235m 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後３時００分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は見沼区に、本店を有し
ていること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月 ２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市緑区東浦和８丁目１９番１号
さいたま市都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
電話 ０４８－８７３－００５３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４７６２－１３
一般競争入札（電子）
単体企業
耐震性防火水そう１００㎥型設置工事（プラザ１号公園）
さいたま市西区プラザ地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
耐震性防火水そう 1 基 地盤改良工 55 本
３２，８６４，４００円
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後３時１０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、南区又は緑区に、本店を有し
ていること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月 ２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１３９３号
さいたま市の発注する「下水道事業地質調査業務（北建－２９－３０３）」ほか１件の一般競争入
札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設
省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に
おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。

ウ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

エ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

オ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

カ

管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。
）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ
る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。

キ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

ク

アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

２

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録
規程に基づき登録されていることを証する書類の写し

ウ

業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し

エ

業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業
務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務
概要の記載されているもの）の写し

オ
(4)

アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類
落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価

格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を新たに落札候補者とする。
４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払の有無については業務ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。
(8)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱及び
さいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
業務名
業務場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業務

所在地区分

登録部門
業務実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

業務担当課

契約担当課

２９－４３８７－４２
一般競争入札（電子）
単体企業
下水道事業地質調査業務（北建－２９－３０３）
さいたま市岩槻区諏訪４丁目地内
契約確定の日から平成３０年１月３１日まで
地質調査 5 箇所 調査延長 160m 試験延長 40m 標準貫入試験 160 回 土質試験
一式 土壌調査 3 箇所 調査延長 40m 土壌環境調査試験 14 検体
１４，３２０，８００円
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後２時２０分
地質調査
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を
満たすこと。
－
本公告日において、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第
７１８号）に基づく地質調査業者の登録を受けていること。
業務実績等に規定する、地質調査業者登録を証明する書類の写し

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月０２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契 約 保 免除
前金払
有
証金
証金
設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該
資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提
出すること。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
業務名
業務場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業務

所在地区分

登録部門
業務実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

業務担当課

契約担当課

２９－４４８４－１６
一般競争入札（電子）
単体企業
下水道事業地質調査業務（南再－２９－３０１）
さいたま市浦和区高砂３丁目地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
地質調査 12 箇所 調査延長 345m 物理試験一式 力学試験一式
１６，７８３，２００円
設定する
平成２９年１０月１２日（木）午前９時から
平成２９年１０月１６日（月）午後５時まで
平成２９年１０月１７日（火）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月１９日（木）午後２時３０分
地質調査
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を
満たすこと。
－
本公告日において、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第
７１８号）に基づく地質調査業者の登録を受けていること。
業務実績等に規定する、地質調査業者登録を証明する書類の写し

電子配布
平成２９年１０月２日（月）から
平成２９年１０月０２日（月）午前９時から
平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで
平成２９年１０月１６日（月）
入 札 保 免除
契 約 保 免除
前金払
有
証金
証金
設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該
資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提
出すること。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－８４０－６２５５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４２９号
さいたま市の発注する「（仮称）大門・下野田１号公園（南工区）植栽工事」ほか３件の一般競争
入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。

(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌
日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入
札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（
その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。

(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３１６２－１４
一般競争入札（電子）
単体企業
（仮称）大門上・下野田１号公園（南工区）植栽工事
さいたま市緑区大字大門地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
整備面積 3335 ㎡ 公園土工一式 高木植栽工 20 本 中木植栽工 16 本 低木植
栽工 2027 本 張芝 2277 ㎡
１４，７３１，２００円
設定する
平成２９年１０月１９日（木）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月２６日（木）午後１時３０分
造園工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
平成２９年１０月２３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市都市局都市計画部都市公園課
電話 ０４８－８２９－１４２２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－５２０７－８６
一般競争入札（電子）
単体企業
指扇小学校敷地東側外柵等改修工事
さいたま市西区大字指扇４２２６番地
契約確定の日から平成３０年３月１４日まで
外柵（Ｈ＝1.8m） 目隠しフェンス 125m メッシュフェンス 39.4m 防球ネット
（Ｈ＝10m、うちＨ＝4m まで防砂ネット）191m
４４，９０６，４００円
設定する
平成２９年１０月１９日（木）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月２６日（木）午後１時４０分
とび・土工工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注のとび・土工工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
平成２９年１０月２３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市建設局建築部営繕課
電話 ０４８－８２９－１５２８
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８４－１７
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第３８処理分区下水道工事（南再－２９－３００５）
さいたま市中央区下落合２丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 163.00m 管きょ更生工 158.95m 既設管径 （250mm）85.05m （300mm）
43.45m （400mm）30.45m 人孔接続部耐震化工 8 箇所 既設管径 （250mm）4
箇所 （300mm）2 箇所 （400mm）2 箇所
事後公表
設定する
平成２９年１０月１９日（木）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月２６日（木）午後１時５０分
土木工事業 Ｓ級、Ａ級、Ｂ級又はＣ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と
して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合
は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。
(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を
受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している
こと。
(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工
事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を
下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日
を基準とする。
施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明
する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し
電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
平成２９年１０月２３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－８４０－６２５５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－８７
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道１２４４号線）
さいたま市岩槻区大字徳力地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 114.2m 幅員 5.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝工（300
型）232.2m 舗装工 下層路盤工（RC－40、t＝15cm）69.0 ㎡ 上層路盤工（RM
－40、t＝10cm）69.0 ㎡ 不陸整正工（補足材 RM－40、t＝3cm）366.0 ㎡ 表層
工（再生密粒度 As（スラグ入り）、t＝5cm）436.0 ㎡
１３，２５１，６００円
設定する
平成２９年１０月１９日（木）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月２６日（木）午後２時００分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月１８日（水）午後５時まで
平成２９年１０月２３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４３０号
さいたま市の発注する「（仮称）見沼区片柳地区消防署建設（電気設備）工事」ほか１件の一般競
争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

本公告日から落札決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績
不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。

コ

アからケまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場
合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。

キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

入札参加停止措置に関する誓約書

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。

(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。
(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の
翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見
積内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格
入札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日
（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４７６２－１４
一般競争入札（電子）
単体企業
（仮称）見沼区片柳地区消防署建設（電気設備）工事
さいたま市見沼区大字片柳１１０５番地外
契約確定の日から平成３１年１月２５日まで
電灯設備工事一式 動力設備工事一式 雷保護設備工事一式 受変電設備工事一
式 発電設備工事一式 構内情報通信網設備工事一式 構内交換設備工事一式
映像・音響設備工事一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事一式 テレビ共
同受信設備工事一式 監視カメラ設備工事一式 自動火災報知設備工事一式 昇
降機設備工事一式
２４３，５４０，０００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後１時３０分
電気工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
「（仮称）見沼区片柳地区消防署建設（建築）工事」の仮契約が議会で否決され
たときは、本件入札に関する開札を中止する。
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市建設局建築部設備課
電話 ０４８－８２９－１８４０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４７６２－１５
一般競争入札（電子）
単体企業
（仮称）見沼区片柳地区消防署建設（機械設備）工事
さいたま市見沼区大字片柳１１０５番地外
契約確定の日から平成３１年１月２５日まで
空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 衛生器具設備工事一式 給水設備工
事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 消火設備工事一式 厨房設備工
事一式 ガス設備工事一式 雨水利用設備工事一式 さく井設備工事一式
２４５，４８４，０００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後１時４０分
管工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成
検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい
ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月６日（金）から
平成２９年１０月 ６日（金）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
「（仮称）見沼区片柳地区消防署建設（建築）工事」の仮契約が議会で否決され
たときは、本件入札に関する開札を中止する。
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市建設局建築部設備課
電話 ０４８－８２９－１８４０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４６２号
さいたま市の発注する「落合ポンプ場直流電源盤更新工事（南管－２９－Ｐ１２）」ほか１０件の
一般競争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月１６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。

(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌
日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入
札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（
その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。

(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４７７－３１
一般競争入札（電子）
単体企業
落合ポンプ場直流電源盤更新工事（南管－２９－Ｐ１２）
さいたま市中央区下落合７丁目１１番１３
契約確定の日から平成３０年３月１５日まで
直流電源盤 1 組
２１，０９２，４００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後１時５０分
電気工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道管理課
電話 ０４８－８４０－６２５０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－５２０７－８７
一般競争入札（電子）
単体企業
馬宮東小学校プール改修工事
さいたま市西区大字西遊馬１８９番地１
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
プール底板全面（アルミ ３mm 張り）改修 還流ダクト新設 プール底面排水
桝改修 スタート台撤去 プール内面塗装工事 プールサイド改修 プールサイ
ド廻りフェンス塗装
３８，２４２，８００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時００分
建築工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市建設局建築部営繕課
電話 ０４８－８２９－１５２８
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－８８
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道１０９４８号線）
さいたま市見沼区東大宮３丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 143.8m 幅員 4.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ型側溝（300 型
）275.2m 横断暗渠（300×240）7m 切廻し側溝（600 にげ）1 箇所 集水桝（
□500）8 箇所 舗装工 下層路盤（RC－40、ｔ＝15cm）120 ㎡ 上層路盤（C－
30、ｔ＝10cm）395 ㎡ 不陸整正（補足材なし）274 ㎡ 舗装工（透水性 As（樹
脂・消石灰入）、ｔ＝5cm）395 ㎡ 擁壁工 コンクリートブロック積工一式
２４，７６４，４００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時１０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５６－２８
一般競争入札（電子）
単体企業
ゾーン３０対策工事（緑区東浦和地区）
さいたま市緑区東浦和３丁目地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
区画線工 （実線 15cm）11640m （実線 45cm）12m 緑（実線）1260 ㎡ （破
線 30cm）290m （矢印・記号・文字）1730m 区画線消去（削取り式）2285m
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装 116 ㎡ 道路付属物工 車線分離標（
ラバーポール）設置 14 本
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時２０分
塗装工事業
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０６
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５６－２９
一般競争入札（電子）
単体企業
ゾーン３０対策工事（浦和区上木崎地区）
さいたま市浦和区上木崎５丁目地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
区画線工 白（実線 15cm）2230m （実線 45cm）16m （破線 30cm）71m （矢
印・記号・文字 15cm 換算）1880m 緑（溶融式）280 ㎡ 区画線消去（15cm 換算
）1017m 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装（RPN-301）115 ㎡ 道路付
属物設置工 車線分離標 34 本
１１，８０４，４００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時３０分
塗装工事業
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０６
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３５６－８５
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道３２１４９号線）
さいたま市西区大字中釘地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
道路土工 路体盛土 （土砂）530 ㎥ （砕石）70 ㎥ 法面整形（盛土部）670
㎡ 排水構造物工 コルゲートパイプ（φ1200）17m 仮設工 仮囲い設置 308m
大型土のう 53 袋
２０，７５７，６００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時４０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－４５
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道Ｊ３１８号線外）
さいたま市緑区道祖土１丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 112.9m 幅員 4.2～4.3m 舗装工 下層路盤（RC－40、ｔ＝15cm）69 ㎡
上層路盤（M－30、ｔ＝10cm）69 ㎡ 不陸整正（M－30、ｔ＝3cm）280 ㎡ 表層
（再生密粒度 As－20、t＝5cm）350 ㎡ 排水構造物工 作業土工一式 長尺 U 型
側溝（深 300～深 600）207m 道路横断側溝（深 300）5m 切廻し側溝（逃げ 600
用）1 基 ボックス暗渠（300×240）3m 集水桝 5 基 長尺 U 字溝接合桝 1 基
構造物撤去工一式 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後２時５０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８４－１８
一般競争入札（電子）
単体企業
南部第１０処理分区下水道工事（南再－２９－３０６）
さいたま市浦和区岸町７丁目地内外
契約確定の日から平成３０年７月３１日まで
延長 738.10m 管きょ更生工 716.20m 既設管径 （250mm）326.10m （300mm）
105.10m （350mm）206.15m （400mm）78.85m 人孔接続部耐震化工 48 箇所
既設管径 （250mm）24 箇所 （300mm）8 箇所 （350mm）10 箇所 （400mm）6
箇所
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後１時３０分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と
して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合
は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。
(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を
受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している
こと。
(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工
事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を
下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日
を基準とする。
施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明
する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し
電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－８４０－６２５５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８４－１９
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第４２処理分区下水道工事（南再－２９－３０５）
さいたま市中央区大戸４丁目地内外
契約確定の日から平成３０年５月３１日まで
延長 493.40m 管きょ更生工 480.20m 既設管径 （250mm）181.50m （300mm）
122.00m （350mm）132.00m （400mm）44.70m 人孔接続部耐震化工 28 箇所
既設管径 （250mm）12 箇所 （300mm）8 箇所 （350mm）6 箇所 （400mm）2
箇所
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後１時４０分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と
して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合
は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。
(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を
受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している
こと。
(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工
事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を
下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日
を基準とする。
施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明
する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し
電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－８４０－６２５５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５９－１５
一般競争入札（電子）
単体企業
道路改良工事（鶴巻ＩＣその１０）
さいたま市緑区大字大門地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
土工一式 地盤改良工 深層混合処理工 （６工区、杭長、Ｌ＝14.0～16.0m）
126 本 （７工区、杭長、Ｌ＝9.8～14.4m）229 本 表層改良工 1013 ㎥ 仮設工
一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時００分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
電話 ０４８－８４０－６２１２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５６－２７
一般競争入札（電子）
単体企業
中尾陸橋耐震補強及び補修工事その２
さいたま市緑区大字中尾地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
橋梁補修工 ひび割れ補修 197.4m 断面修復 0.006 ㎥ 耐震補強工 RC 巻立て
2 橋脚 支承補強工 変位制限装置 22 組 落橋防止装置工 RC 縁端拡幅 2 箇所
防護柵工一式 排水施設工一式 縁石撤去工一式 交通管理工一式
７８，２３５，２００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時２０分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 平成１９年度以降、橋梁の耐震補強工事を元請として完成させた実績があ
ること（共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上
のものに限る。）。
(2) 本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知
した「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６
５点を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通
知日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０６
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

さいたま市告示第１４６３号
さいたま市の発注する「芝川第１０－１処理分区下水道工事（南再－２９－４０３）」ほか２件の
一般競争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月１６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
(5)

本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。

ア

一抜け方式の対象工事については別表により定める。

イ

一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合
の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と
なることはできない。

ウ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(４)における落札

候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者であ
る場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
エ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候
補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落
札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。

４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さ
いたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領の定めるとこ
ろによる。

別表
対象工事

概要

ア 芝川第１０－１処理分区下水道工事（南再－２９－４０３）
イ 排水路改修工事（ＦＤ－２２）
ウ スマイルロード整備工事（市道Ｋ３７３号線）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。
・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４４８４－２０
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第１０－１処理分区下水道工事（南再－２９－４０３）
さいたま市中央区新都心地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
人孔接続部耐震化工 34 箇所 既設管径 （400mm）6 箇所 （450mm）6 箇所 （
600mm）12 箇所 （700mm）6 箇所 （800mm）4 箇所
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時３０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－８４０－６２５５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４４６８－２１
一般競争入札（電子）
単体企業
排水路改修工事（ＦＤ－２２）
さいたま市緑区大字新宿地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 271.6m 河川土工一式 水路工 鉄筋コンクリート柵渠 249m 集水桝 3 基
仮設工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時４０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事
アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する
場合がある。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所河川整備課
電話 ０４８－８４０－６２３１
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－４４
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道Ｋ３７３号線）
さいたま市南区大字大谷口地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 325.7m 幅員 4.7～5.1m 道路土工一式 表層 車道（再生密粒度 As－
20、ｔ＝5cm）1652 ㎡ 歩道（透水性 As－13、ｔ＝4cm）264 ㎡ 薄層カラー舗
装 30 ㎡ LU 形側溝（300×400）22m L 形側溝（665×270×600）20m L 形側溝
（665×270×600）既設 U 形上部 90m 歩車道境界ブロック 16m 撤去工一式 区
画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時５０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事
ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中
止する場合がある。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４６４号
さいたま市の発注する「鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－２９－１０１０）」ほか２件の一
般競争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月１６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
(5)

本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。

ア

一抜け方式の対象工事については別表により定める。

イ

一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合
の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と
なることはできない。

ウ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(４)における落札

候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者であ
る場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
エ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候
補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落
札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。

４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さ
いたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領の定めるとこ
ろによる。

別表
対象工事

概要

ア 鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－２９－１０１０）
イ 芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－２９－１０２２）
ウ 芝川第９－２処理分区下水道工事（北建－２９－１０３１）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。
・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－４７
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－２９－１０１０）
さいたま市西区大字指扇地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 279.4m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 279.4m マンホール工 組立
１号マンホール 1 箇所 組立楕円マンホール 6 箇所 小型マンホール 2 箇所 取
付管工 3 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時００分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－４８
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－２９－１０２２）
さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 154.5m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 154.5m マンホール工 組立
１号マンホール 3 箇所 小型マンホール 1 箇所 取付管工 11 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時１０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事
アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する
場合がある。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－４９
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第９－２処理分区下水道工事（北建－２９－１０３１）
さいたま市見沼区大字中川地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 125.5m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 125.5m マンホール工 組立
１号マンホール 4 箇所 小型マンホール 1 箇所 取付管工 14 箇所 付帯工一式
１５，３４６，８００円
設定する
平成２９年１０月２４日（火）午前９時から
平成２９年１０月２６日（木）午後５時まで
平成２９年１０月２７日（金）午前９時から
平成２９年１０月３０日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１０月３１日（火）午後３時２０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月２３日（月）午後５時まで
平成２９年１０月２６日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事
ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中
止する場合がある。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４６５号
さいたま市の発注する「Ｈ２９電線共同溝詳細設計業務（産業道路原山工区外）」の一般競争入札
について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月１６日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設
省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に
おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。

ウ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

エ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

オ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

カ

管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。
）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ
る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。

キ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

ク

アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

２

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録
規程に基づき登録されていることを証する書類の写し

ウ

業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し

エ

業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業
務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務
概要の記載されているもの）の写し

オ
(4)

アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類
落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価

格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を新たに落札候補者とする。
４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払の有無については業務ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。
(8)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱及び
さいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
業務名
業務場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業務

所在地区分

登録部門
業務実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

業務担当課

契約担当課

２９－４４５９－１４
一般競争入札（電子）
単体企業
Ｈ２９電線共同溝詳細設計業務（産業道路原山工区外）
さいたま市緑区原山１丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月２７日まで
設計延長（産業道路）770m （田島大牧線）1560m 電線共同溝詳細設計 1 箇所
道路詳細修正設計 0.807km 工事発注図書作成 0.65km 関係機関打合せ協議 1 業
務 打合せ（設計業務）1 業務
１６，２００，０００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後１時５０分
建設コンサルタント／道路
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。
さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を
満たすこと。
本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「道路部門」の登録が
あること。
平成１９年度以降、電線共同溝設計業務を元請として完成させた実績があること
（共同企業体としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。
－

電子配布
平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月１６日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契 約 保 免除
前金払
有
証金
証金
設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該
資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提
出すること。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
電話 ０４８－８４０－６２１２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４８７号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（市道１４９８号線外）」ほか９件の一般競争入
札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。

(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌
日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入
札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（
その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。

(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－８９
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道１４９８号線外）
さいたま市岩槻区諏訪４丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 371.2m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ型側溝（300 型
）735m 横断暗渠（300×240）5.1m 集水桝（□500）2 箇所 舗装工 下層路
盤（RC－40、ｔ＝26cm）224 ㎡ 上層路盤（C－30、t＝14cm）224 ㎡ 不陸整正
（C－30、補足材平均ｔ＝3cm）1587 ㎡ 舗装工（透水性 As（樹脂・消石灰入
）、t＝5cm）1811 ㎡
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は南区に、本店を有し
ていること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５６－３１
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道Ｌ６４２号線外２路線）
さいたま市緑区大字大間木地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 189.4m 排水構造物工 作業土工一式 プレキャスト U 型側溝 345m プレ
キャスト集水桝 10 箇所 構造物撤去工一式 伐採・抜根工一式 道路土工一式
舗装工 （透水性 As）431 ㎡ （再生密粒度 As）9 ㎡ （密粒度ギャップ As）
261 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式
２９，７３２，４００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時４０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０６
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３４７３－３
一般競争入札（電子）
単体企業
三橋総合公園遊戯施設外改修工事
さいたま市西区三橋５丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
公園施設等撤去工一式 木製遊具撤去 9 基 構造物撤去工一式 敷地造成工一式
基盤・土壌改良（芝床）2336 ㎡ 植栽工一式 地被類植栽工 2336 ㎡ 雨水排水
設備工一式 園路広場整備工一式 ダスト舗装 541 ㎡ 遊戯施設整備工一式 遊
具組立設置工 5 基 建設副産物等処分工一式
２７，７７７，６００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時２０分
造園工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の造園工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市都市局北部都市・公園管理事務所管理課
電話 ０４８－６４６－３１７９
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－９０
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道２２４３５号線）
さいたま市見沼区染谷１丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 351.2m 幅員 8.8m～10.5m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ型側溝（
300×300）594.6m Ｌ型長尺Ｕ型側溝（300×500）30.4m 角型集水桝（500×
500）8 箇所 構造物撤去工一式 舗装工 下層路盤（RC－40、t＝19cm）209 ㎡
上層路盤（RM－40、t＝15cm）209 ㎡ 不陸整正（補足材、RM－40、t＝3cm）
2550 ㎡ 表層工（再生密粒度 As、t＝5cm）2760 ㎡
４３，５１３，２００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は桜区に、本店を有
していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３２８３－１０
一般競争入札（電子）
単体企業
東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事（区６－９８号線外）
さいたま市緑区大字中尾地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 343.15m 道路土工 掘削工 300 ㎥ 排水構造物工 側溝工 153m 舗装工
透水性アスファルト舗装工 304 ㎡ アスファルト舗装工 514 ㎡ 構造物撤去工一
式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時４０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市緑区東浦和８丁目１９番１号
さいたま市都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
電話 ０４８－８７３－００５３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８７－２９
一般競争入札（電子）
単体企業
荒川第５－２処理分区下水道工事（南建－２９－１００１）
さいたま市桜区大字宿地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 227.3m 開削工法（管径 200、塩ビ管）227.3m マンホール工 組立１号マ
ンホール 5 箇所 組立楕円マンホール 1 箇所 取付管 取付管布設工 5 箇所 付
帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時５０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 本公告日において、平成１９年度以降、国、地方公共団体等が発注した、
請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ
た実績があること。
(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点
を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知
日を基準とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－８４０－６２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３２７１－１２
一般競争入札（電子）
単体企業
大門下野田特定土地区画整理事業 地盤改良工事（Ｈ２９）
さいたま市緑区大字大門地内
契約確定の日から平成３０年３月２３日まで
道路土工 基面整正工（掘削）2600 ㎥ 基面整正工（路体盛土）1800 ㎥ サン
ドマット敷設工 1500 ㎥ 地盤改良工 深層混合処理工（低変位型）φ1600×2
軸 404 本 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後１時３０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月 ８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
証金
証金
－
さいたま市緑区大字大門１６７８番地１
さいたま市都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所
電話 ０４８－８７８－５１４０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３３８５－６
一般競争入札（電子）
単体企業
大宮駅西口第四地区電線共同溝整備工事（区２３－１号線第Ⅰ期）
さいたま市大宮区桜木町１丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月９日まで
電線共同溝 舗装版撤去工 182.2 ㎡ 開削工 413.7 ㎥ 管路工 3459.6m 特殊部
設置工 5 基 サイドボックス設置工 2 基 ダクトボックス設置工 3 基 地上機器
桝 1 基 舗装工 327.8 ㎡ 仮設工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後１時４０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は南区に、本店を有
していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月 ８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
－
さいたま市大宮区錦町６８２番地２
さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所
電話 ０４８－７７８－８４６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４７７－３２
一般競争入札（電子）
単体企業
大谷場幹線切回し工事（南管－２９－Ｓ１５）
さいたま市南区南浦和３丁目地内
契約確定の日から平成３０年６月２９日まで
管きょ工 ボックスカルバート 開削工法（4200×2300）24.5m マンホール工
点検口 2 箇所 付帯工一式 仮設工一式
８８，８６２，４００円
設定する
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、北区又は岩槻区に、本店を有し
ていること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月 ８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道管理課
電話 ０４８－８４０－６２５０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３５６－８６
一般競争入札（電子）
単体企業
道路整備工事（市道４０４０８号線）
さいたま市大宮区三橋４丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 90m 幅員 8～9m 舗装工 表層 555 ㎡ 上層路盤 555 ㎡ 下層路盤 555 ㎡
街築工 Ｕ型フリューム 33m 長尺Ｕ字溝 124m 横断暗渠 10m 集水桝 7 箇所
ガードレール 117m 擁壁工 プレキャストＬ型擁壁 118m 区画線工一式
５２，０３４，４００円
設定する
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時４０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は緑区に、本店を有
していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月 ８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、「さいたま市週休２日確保モデル工事」の試行対象案件である。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０５
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４８８号
さいたま市の発注する「芝川都市下水路見沼伏越場改修工事（北管－２９－２００１）」ほか１件
の一般競争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

本公告日から落札決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績
不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。

コ

アからケまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場
合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。

キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

入札参加停止措置に関する誓約書

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。

(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。
(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の
翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見
積内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格
入札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日
（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
調査基準価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法

２９－４３７７－４０
一般競争入札（電子）
２者による特定共同企業体
芝川都市下水路見沼伏越場改修工事（北管－２９－２００１）
さいたま市見沼区東大宮３丁目地内外
契約確定の日から平成３２年３月１３日まで
延長 36.3m 函体工（□4600×2450） （刃口推進）21.7m （接続）14.6m 立
坑工 鋼矢板立坑 （9600×9041）1 箇所 （4855×6800）1 箇所 付帯工一式
７２７，９０９，２００円
設定する（失格基準有）
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後１時５０分
代表構成員
土木工事業 Ｓ級
その他の構成員
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
特定共同企業体の各構成員は、本公告日において、平成２９・３０年度のさいた
ま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業
種及び等級で登載された者であること。
代表構成員
－
その他の構成員
さいたま市内に、本店を有していること。
特定共同企業体の各構成員は、本公告日において、資格者名簿に登載された申請
事業所の所在地が上記に示す要件を満たすこと。
代表構成員
次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。
(1) 平成１９年度以降、Ｒ＆Ｃ工法による推進工事を元請として完成させた実
績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２
０％以上のものに限る。）。
(2) 本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知
した「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が
６５点を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書
の通知日を基準とする。
その他の構成員
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金

有

部分払

有

注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、１ページ目です。）

契約整理番号
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３７７－４０
さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平
成１３年さいたま市条例第４８号）の定めるところにより、議会の議決に付さな
ければならない契約につき、建設工事請負仮契約書を取り交わし、議会の議決後
に本契約を締結する。なお、仮契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担する
ものとする。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道管理課
電話 ０４８－６４６－３２５０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、２ページ目です。）

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８７－２７
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川左岸第４排水区下水道工事（南建－２９－２０２）
さいたま市桜区中島３丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 180.90m 函渠工 ボックスカルバート （□2800×1500）6.03m （□
3000×1500）174.87m 管理人孔 4 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月 ９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時２０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１１月 ８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－８４０－６２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

さいたま市告示第１４８９号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（一般県道蒲生岩槻線）」ほか２件の一般競争入
札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
(5)

本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。

ア

一抜け方式の対象工事については別表により定める。

イ

一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合
の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と
なることはできない。

ウ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(４)における落札

候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者であ
る場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
エ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候
補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落
札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。

４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さ
いたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領の定めるとこ
ろによる。

別表
対象工事

概要

ア スマイルロード整備工事（一般県道蒲生岩槻線）
イ 道路修繕工事（一般国道１２２号）
ウ スマイルロード整備工事（市道Ｆ１８５号線）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。
・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－９２
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（一般県道蒲生岩槻線）
さいたま市岩槻区本町２丁目地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
延長 367.7m 幅員 8.01～10.82m 舗装工一式 切削オーバーレイ工（切削 t＝
12cm、再生粗粒度 As－20、t＝7cm）2960.0 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As－
20、t＝5cm）2960.0 ㎡ 付帯工一式 建設副産物工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時５０分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－４８
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（一般国道１２２号）
さいたま市緑区大字南部領辻地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 236.0m 幅員 7.2m～14.5m 舗装工 路面切削（ｔ＝4cm）2180 ㎡ （ｔ＝
3cm、クラック防止シート混入 As 殻）2180 ㎡ （ｔ＝5cm、擦付部）31 ㎡ 切削
オーバーレイ（t＝5cm）2183 ㎡ 基層（改質Ⅱ型粗粒度 As－20、t＝7cm）2160
㎡ 導水パイプ設置部（ポーラス As－13、ｔ＝7cm）23 ㎡ 表層（ポーラス As
－13、ｔ＝5cm）2210 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時００分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事ア
の落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する場
合がある。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－４７
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道Ｆ１８５号線）
さいたま市南区根岸４丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 428.0m 幅員 6.0m～7.7m 道路土工一式 舗装工 路面切削（ｔ＝5cm）
798 ㎡ 切削オーバーレイ（ｔ＝12cm）1660 ㎡ 基層（再生粗粒度 As－20、ｔ
＝7cm）1660 ㎡ 下層路盤（RC－40、ｔ＝24cm）494 ㎡ 上層路盤（RM－40、ｔ
＝23cm）494 ㎡ 基層（再生粗粒度 As－20、t＝7cm）494 ㎡ 表層（再生密粒度
As－20、t＝5cm）【夜】3042 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後３時１０分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事ア
又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止
する場合がある。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１４９０号
さいたま市の発注する「道路修繕工事（市道Ｎ２６９号線）」ほか１件の一般競争入札について、
次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ
ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ
し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）
なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参
加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。
(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の

適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場
合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下

回った場合は、この者がした入札を失格とする。
(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札
者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その
日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。
(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。

(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

平成２９年１０月２３日
財政局契約管理部契約課

一般競争入札（参加拡大）の試行実施について

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、
施工実績を緩和する一般競争入札を実施します。

目

的
市内業者の育成を目的とし、受注意欲の高い建設
業者が入札に参加可能な一般競争入札を実施するこ
とにより、公平性・透明性・競争性の更なる向上を
図るため。

内

※

容
１

対象工事
予定価格 1 千万円未満の舗装工事及び土木工事

２

対象件数
南部建設事務所２件

以下の公告により実施いたします

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４６５－４９
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（市道Ｎ２６９号線）
さいたま市緑区大字大崎地内
契約確定の日から平成３０年３月９日まで
延長 218.4m 幅員 4.9～9.5m 道路土工一式 舗装工 下層路盤（RC－40、ｔ＝
19cm）265 ㎡ 上層路盤（RM－40、ｔ＝15cm）265 ㎡ 不陸整正（RM－40、ｔ＝
4cm）921 ㎡ 表層（再生密粒度 As－20、t＝5cm）1190 ㎡ 区画線工一式 付帯
工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午前１１時２０分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－８４０－６２２４
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４８７－２８
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第１４処理分区下水道工事（南建－２９－１０１９）
さいたま市南区大字大谷口地内外
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
延長 99.7m 管きょ延長 開削工法（管径 200mm、塩ビ管）99.7m マンホール工
組立１号マンホール 4 箇所 組立楕円マンホール 1 箇所 取付管工 3 箇所 付帯
工一式
９，２０１，６００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午前１１時３０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区
）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－８４０－６２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

さいたま市告示第１４９１号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（市道３０４２０号線）」ほか１件の一般競争入
札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ
ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ
し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）
なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参
加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。
(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の

適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場
合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げ

る書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員
の割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
(5)

本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。

ア

一抜け方式の対象工事については別表により定める。

イ

一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合
の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と
なることはできない。

ウ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(４)における落札
候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者であ
る場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。

エ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候
補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落
札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。

４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。
(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その
日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。
(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さ
いたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領の定めるとこ
ろによる。

平成２９年１０月２３日
財政局契約管理部契約課

一般競争入札（参加拡大）の試行実施について

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、
施工実績を緩和する一般競争入札を実施します。

目

的
市内業者の育成を目的とし、受注意欲の高い建設
業者が入札に参加可能な一般競争入札を実施するこ
とにより、公平性・透明性・競争性の更なる向上を
図るため。

内

※

容
１

対象工事
予定価格 1 千万円未満の土木工事

２

対象件数
北部建設事務所２件

以下の公告により実施いたします

別表
対象工事
概要

ア スマイルロード整備工事（市道３０４２０号線）
イ 柏崎排水路補修工事（北河２９）
対象工事アの落札候補者が行った対象工事イの入札は無効とする。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－９１
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道３０４２０号線）
さいたま市北区宮原町４丁目地内
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
延長 76m 幅 員 6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ字溝（300）163m
舗装工 下層路盤（RC－40、t＝26cm）49 ㎡ 上層路盤（C－30、t＝14cm）49 ㎡
不陸整正（C－30、t＝3cm 程度）349 ㎡ 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り
）、t＝5cm）398 ㎡
９，４２８，４００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午前１１時００分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６８－２４
一般競争入札（電子）
単体企業
柏崎排水路補修工事（北河２９）
さいたま市岩槻区大字浮谷地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 100.5m 土工一式 柵板土留工 100.5m 構造物撤去工一式 仮設工一式
８，３７０，０００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午前１１時１０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本工事の公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課
電話 ０４８－６４６－３２３０
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

さいたま市告示第１４９２号
さいたま市の発注する「さいたま市準用河川上院川橋梁等詳細設計業務（北河２９）」の一般競争
入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月２３日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設
省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に
おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。

ウ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

エ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

オ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

カ

管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。
）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ
る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。

キ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

ク

アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

２

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録
規程に基づき登録されていることを証する書類の写し

ウ

業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し

エ

業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業
務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務
概要の記載されているもの）の写し

オ
(4)

アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類
落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価

格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を新たに落札候補者とする。
４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払の有無については業務ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。
(8)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱及び
さいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
業務名
業務場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業務

所在地区分

登録部門
業務実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

業務担当課

契約担当課

２９－４３６８－２２
一般競争入札（電子）
単体企業
さいたま市準用河川上院川橋梁等詳細設計業務（北河２９）
さいたま市岩槻区大字小溝地内外
契約確定の日から平成３０年３月２３日まで
詳細設計 ２号橋梁 20.5m 上部工 1 橋 下部工（A1、A2）2 基 橋台基礎工 2
基 小溝用水路 56m 測量一式
４０，３２７，２００円
設定する
平成２９年１１月１日（水）午前９時から
平成２９年１１月６日（月）午後５時まで
平成２９年１１月７日（火）午前９時から
平成２９年１１月８日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月９日（木）午後２時１０分
「建設コンサルタント／コンクリート橋上部工」、「建設コンサルタント／橋梁
下部工・基礎構造」及び「建設コンサルタント／河川」
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。
さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を
満たすこと。
本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「鋼構造及びコンクリ
ート部門」及び「河川、砂防及び海岸・海洋部門」の登録があること。
－
－

電子配布
平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２３日（月）午前９時から
平成２９年１０月３１日（火）午後５時まで
平成２９年１１月６日（月）
入 札 保 免除
契 約 保 免除
前金払
有
証金
証金
設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該
資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提
出すること。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課
電話 ０４８－６４６－３２３１
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

さいたま市告示第１５２５号
さいたま市の発注する「車両防護柵設置工事（一般県道さいたま鳩ヶ谷線）」ほか４件の一般競争
入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月３０日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
４

調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
(1)

調査基準価格を定めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入

札を行った者の入札価格が調査基準価格の１０８分の１００の価格を下回る価格であった場合は、
落札を保留し、当該入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、さいたま市建
設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準を定めている場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書

の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下
回った場合は、この者がした入札を失格とする。

(3)

低価格入札者（(2)に規定する失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失

格とならなかった低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場
合は、その翌日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類
を契約課に提出しなければならない。
ア

低入札価格調査に係る書類の提出について（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱様式第
１号）

イ

当該価格で入札した理由（同要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（同要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（同要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（同要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（同要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（同要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（同要綱様式第８号）

ケ

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（同要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（同要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（同要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（同要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（同要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（同要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（同要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（同要綱様式第１６号）

(4)

失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌
日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入
札者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（
その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。

(5)

落札の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい
て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした
入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
入札を無効とする。
５

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。

(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい
て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
６

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
７

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
８

入札の無効
さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

９

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱、さいた
ま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参
加資格業者実態調査実施要領の定めるところによる。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５６－３２
一般競争入札（電子）
単体企業
車両防護柵設置工事（一般県道さいたま鳩ヶ谷線）
さいたま市緑区大字南部領辻地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
概算数量発注方式による発注 構造物撤去工一式 防護柵工 ガードパイプ 土
中式 131m 連続基礎式 92m 舗装工 表層（透水性 As、ｔ＝4cm）27 ㎡ 上層路
盤（RC－40、ｔ＝10cm）27 ㎡
１３，８３４，８００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時００分
とび・土工工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注のとび・土工工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「
工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下
回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準
とする。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０６
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３６５－９３
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（市道３０１１６号線外）
さいたま市大宮区大成町３丁目地内
契約確定の日から平成３０年２月２８日まで
概算数量発注方式による発注 延長 289.0m 幅員 3.90～4.80m 舗装工 切削オ
ーバーレイ工（切削深さ t＝12cm、再生粗粒度 As（20）、t＝7cm）1280.0 ㎡
表層工（改質Ⅱ型密粒度 As（20）、t＝5cm）1280.0 ㎡ 付帯工一式 建設副産
物処分工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時１０分
舗装工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課
電話 ０４８－６４６－３２２３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－３１６２－１７
一般競争入札（電子）
単体企業
（仮称）ほこすぎ橋東側公園整備工事
さいたま市大宮区吉敷町４丁目地内
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
整備面積 305 ㎡ アスファルト舗装撤去 300 ㎡ 施設等撤去一式 公園土工一式
中低木植栽 76 本 地被類植栽 330 鉢 雨水排水設備工一式 ソーラー照明灯 1
基 ダスト舗装 184 ㎡ ILB 舗装 48 ㎡ すべり台 1 基 2 連低鉄棒 1 基 背付ベ
ンチ 2 基 管理施設整備工一式
１１，３２９，２００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後３時４０分
造園工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市内に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す
る。
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市都市局都市計画部都市公園課
電話 ０４８－８２９－１４２２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５０
一般競争入札（電子）
単体企業
岩槻第４処理分区下水道工事（北建－２９－１０１４）
さいたま市岩槻区大字徳力地内
契約確定の日から平成３０年８月３１日まで
延長 748.2m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 748.2m マンホール工 組立
１号マンホール 22 箇所 組立楕円マンホール 2 箇所 取付管工 88 箇所 付帯工
一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月２０日（月）午前９時から
平成２９年１１月２２日（水）午後５時まで
平成２９年１１月２４日（金）午前９時から
平成２９年１１月２７日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月２８日（火）午後１時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は緑区に、本店を有
していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月１７日（金）午後５時まで
平成２９年１１月２２日（水）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４４５９－１６
一般競争入札（電子）
単体企業
電線共同溝工事（田島大牧線２工区その４）
さいたま市南区別所１丁目地内外
契約確定の日から平成３０年３月１６日まで
延長 179.8m 【道路】Ｌ＝142.4m Ｗ＝25.0m 道路土工一式 排水構造物工（
街渠縦断管、BOX 暗渠、U・L 型側溝）68m 構造物撤去工一式 縁石工（歩車道
境界ブロック、地先境界ブロック）77m 舗装工 1813 ㎡ 【電線共同溝】Ｌ＝
97.7m 開削土工一式 管路工（電力）866m （通信）661m 特殊部（Ｉ型）1
組 サイドボックス 1 組 分岐桝 2 組 仮設工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月２０日（月）午前９時から
平成２９年１１月２２日（水）午後５時まで
平成２９年１１月２４日（金）午前９時から
平成２９年１１月２７日（月）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月２８日（火）午後１時４０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は大宮区に、本店を有し
ていること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月１７日（金）午後５時まで
平成２９年１１月２２日（水）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
電話 ０４８－８４０－６２１２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

有

部分払

有

さいたま市告示第１５２６号
さいたま市の発注する「芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－２９－１０２１）」ほか４件の
一般競争入札について、次のとおり公告する。
平成２９年１０月３０日
さいたま市長
１

清

水

勇

人

入札参加資格
(1)
ア

入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格
者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定
める参加資格の要件を満たす者であること。

イ

参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可
能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ
うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争
参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。

ウ

本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３
年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団
排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい
ないこと。

エ

開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て
をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた
者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生
法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争
入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。

オ

工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有
する者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技
術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。

カ

参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として
参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。

キ

本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１
６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの
であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの
限りでない。

ク

本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の
間に資本関係又は人的関係がないこと。

ケ

アからクまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす
べて満たす者であること。

(2)

入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
ア

自主的に結成された特定共同企業体であること。

イ

その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。

ウ

その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。

エ

事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。

オ

代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。

カ

２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。

キ

３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。

ク

構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理
技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。

２

入札参加資格の確認
(1)

開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１０８分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている
場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１０８分の１００の価格（以下「最低
制限比較価格」という。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を
行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する。
(2)

(1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。
(3)

落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以
下「契約課」という。）に提出しなければならない。
ア

一般競争入札参加資格等確認資料

イ

工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴
書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、
監理技術者講習修了証の写しも添付すること。

ウ

工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、
参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技
術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。）

エ

工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
概要の記載されているもの）の写し。なお、共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社
の施工実績が分かる資料の写しも添付すること。

オ

本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写
し。

カ

社会保険等の加入に関する誓約書（社会保険等に全て加入している場合）又は社会保険等の
適用除外に関する誓約書（社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている場

合）。なお、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載の社会保険等の加入状
況について、本公告日時点で変更が生じている場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険の加入確認の提出書類」の該当する状況の書類を併せて提出すること。
キ

資本関係又は人的関係確認書

ク

アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類

(4)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の
割印を押すものとする。

３

ア

共同企業体入札参加資格審査申請書

イ

共同企業体協定書（共同企業体協定書第８条に基づく協定書を含む。）

ウ

委任状（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札の決定
(1)

落札候補者に対する落札の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日

以内（休日を除く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を
経て行う。落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入
札を無効とし、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のう
ち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制
限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価
格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。
(2)

(1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。
(3)

市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。

(4)

開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約
からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法（
平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法
律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、入札書
比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって
入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限
比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ
た者）を新たに落札候補者とする。
(5)

本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。

ア

一抜け方式の対象工事については別表により定める。

イ

一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合
の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と
なることはできない。

ウ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(４)における落札

候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者であ
る場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。
エ

(1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候
補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落
札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。

４

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。
(2)

設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共
同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。
(3)

設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。
(4)

設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。
(5)

やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において
書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。
５

入札保証金及び契約保証金
(1)

入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。
(2)

契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。
６

契約金の支払方法
(1)

前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。

(2)

前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円
未満の端数は切り捨てるものとする。
債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。
(3)

部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。
(4)

契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制
とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。
(5)

中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１
０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。
７

入札の無効

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
８

その他
(1)

本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。

(2)

本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。

(3)

入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。

(4)

開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。
(5)

入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出
すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号
）を提出すること。
(6)

再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行
わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札
を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(7)

本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同
企業体である場合を除く。
(8)

落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。
(9)

本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱、さ
いたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領の定めるとこ
ろによる。

別表
対象工事

概要

ア 芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－２９－１０２１）
イ 芝川第６処理分区下水道工事（北建－２９－１０３２）
ウ 鴨川第４排水区下水道工事（北建－２９－２０４）
エ 日進櫛引排水区下水道工事（北建－２９－２００６）
オ 芝川第９－２処理分区下水道工事（北建－２９－１０３０）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ、エ及びオの入札は無効とす
る。
・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウ、エ及びオの入札は無効とする。
・対象工事ウの落札候補者が行った対象工事エ及びオの入札は無効とする。
・対象工事エの落札候補者が行った対象工事オの入札は無効とする。

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５３
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－２９－１０２１）
さいたま市見沼区大字片柳地内外
契約確定の日から平成３０年６月２９日まで
延長 231.5m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 85.6m 小口径推進φ200mm
低耐荷力圧入二工程 145.9m マンホール工 組立１号マンホール 1 箇所 現場
打ち１号マンホール 3 箇所 立坑工 鋼製ケーシング（φ1500）3 箇所 沈設ブ
ロック（φ900）3 箇所 取付管工 9 箇所 付帯工一式
４９，７４４，８００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後２時５０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他
工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５５
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第６処理分区下水道工事（北建－２９－１０３２）
さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内
契約確定の日から平成３０年６月２９日まで
延長 662.5m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 662.5m マンホール工 組立
１号マンホール 6 箇所 組立楕円マンホール 11 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後３時００分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

部分払

有

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要
予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５６
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第４排水区下水道工事（北建－２９－２０４）
さいたま市大宮区三橋１丁目地内
契約確定の日から平成３０年６月２９日まで
延長 104.3m 管きょ工 開削（□600×600） ボックスカルバート 104.3m 付
帯工一式
３５，７４８，０００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後３時１０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事イ
の落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する場
合がある。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５１
一般競争入札（電子）
単体企業
日進櫛引排水区下水道工事（北建－２９－２００６）
さいたま市北区日進町２丁目地内
契約確定の日から平成３０年５月３１日まで
延長 102.5m 管きょ工 圧入二工程推進φ350mm（低耐）102.5m 立坑工 鋼製
ケーシング立坑（φ1500mm）1 箇所 マンホール工 現場打ち１号マンホール 2
箇所 付帯工一式
３５，５１０，４００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後３時２０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事イ
の落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する場
合がある。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６２
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号
入札方法
参加形態
工事名
工事場所
履行期間
概要

予定価格（税込）
最低制限価格
参加申請受付期間
入札書提出期間
開札の場所及び日時
参加資格

名簿登載業種等

所在地区分

施工実績等

設計図書等

２に掲げるもの以
外に提出を要する
書類
閲覧等の方法及び
開始期日
質問受付期間

質問回答期日
保証金及び支払方法
その他

工事担当課

契約担当課

２９－４３８７－５２
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第９－２処理分区下水道工事（北建－２９－１０３０）
さいたま市見沼区大字南中丸地内
契約確定の日から平成３０年４月３０日まで
延長 127.4m 管きょ工 開削φ200mm 硬質塩ビ管 64.8m 小口径推進φ250mm
鋼製さや管ボーリング推進 7.2m 小口径推進φ200mm 低耐荷力圧入二工程推進
55.4m マンホール工 現場打ち１号マンホール 3 箇所 組立１号マンホール 2
箇所 小型マンホール 1 箇所 立坑工 鋼製ケーシング（φ1500mm）3 箇所 取
付管工 12 箇所 付帯工一式
３１，１６８，８００円
設定する
平成２９年１１月０９日（木）午前９時から
平成２９年１１月１３日（月）午後５時まで
平成２９年１１月１４日（火）午前９時から
平成２９年１１月１５日（水）午後５時まで
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
平成２９年１１月１６日（木）午後３時３０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成２９・３０年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ
ること。
さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻
区）に、本店を有していること。
本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要
件を満たすこと。
本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完
成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす
る。
－

電子配布
平成２９年１０月３０日（月）から
平成２９年１０月３０日（月）午前９時から
平成２９年１１月０８日（水）午後５時まで
平成２９年１１月１３日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当
する。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事
イの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する
場合がある。
さいたま市大宮区大門町３丁目１番地
さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課
電話 ０４８－６４６－３２６３
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市財政局契約管理部契約課
電話 ０４８－８２９－１１８０

