さいたま市告示第１１６９号
さいたま市の発注する「歩道整備工事（一般国道１２２号・Ｒ２加倉工区）」ほか３件の一般競争
入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月３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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）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

０２－４３５６－６６
一般競争入札（電子）
単体企業
歩道整備工事（一般国道１２２号・Ｒ２加倉工区）
さいたま市岩槻区加倉４丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 77m 土工一式 擁壁工 鋼矢板圧入工（近接施工用）57 枚 修景パネル設
置工 60 ㎡ 排水構造物工 側溝工 43m 舗装工 車道舗装 197 ㎡ 歩道舗装 112
㎡ 撤去工一式 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２０日（木）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２６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
令和２年８月２７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３１・３２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
令和２年８月３日（月）から
令和２年８月 ３日（月）午前９時から
令和２年８月１９日（水）午後５時まで
令和２年８月２４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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０７
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

０２－４３５６－７１
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道２０８９８号線）
さいたま市見沼区大字蓮沼地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 92m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 237 ㎡ 上層路盤 237 ㎡ 表層 239 ㎡
排水構造物工 長尺 U 型側溝 137m 横断暗渠 5m 集水桝工 5 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２０日（木）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２６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
令和２年８月２７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３１・３２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２２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
令和２年８月３日（月）から
令和２年８月 ３日（月）午前９時から
令和２年８月１９日（水）午後５時まで
令和２年８月２４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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０６
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

０２－２３８２－９
一般競争入札（電子）
単体企業
緑消防署等複合施設駐車場整備工事
さいたま市緑区大間木２丁目地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
既存施設撤去工一式 敷地造成工一式 駐車場舗装工 1423 ㎡ 植栽工一式 排
水施設工一式 駐車場施設整備工一式 電気設備工一式 プレキャスト擁壁工
45.9m 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２０日（木）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２６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
令和２年８月２７日（木）午後３時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月３日（月）から
令和２年８月 ３日（月）午前９時から
令和２年８月１９日（水）午後５時まで
令和２年８月２４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 ０４８－８４０－６２０５
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

０２－２３８２－１０
一般競争入札（電子）
単体企業
（仮称）田島第２放課後児童クラブ改修工事
さいたま市桜区田島１０丁目１２番１号
契約確定の日から令和３年１月１５日まで
田島小学校１階大会議室、資料室の一部を放課後児童クラブへ改修 延べ面積
95.04 ㎡
３０，４５９，０００円
設定する
令和２年８月２０日（木）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２６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
令和２年８月２７日（木）午後４時００分
建築工事業 Ａ級又はＢ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月３日（月）から
令和２年８月 ３日（月）午前９時から
令和２年８月１９日（水）午後５時まで
令和２年８月２４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。
・本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象
工事（受注者希望方式）である。
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営繕課
電話 ０４８－８２９－１５２７
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１１７０号
さいたま市の発注する「東岩槻第１排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２０１０）」の総合評価方式
一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月３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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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

総合評価方式に関する事項
総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と
いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。
(1)

方式

簡易型
(2)

評価値の算出方法

除算方式
３

入札参加資格の確認
(1)

入札に参加しようとする者は、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。
(2)

(1)の参加申請を行った者は、工事ごとに別に定める資格確認書類受付期間に、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、入札参加資格の確
認を受けなければならない。
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

ウ

工事に配置予定の技術者に係る雇用関係を証明できる書類（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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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

(3)

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、(2)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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
(4)

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）
入札参加資格確認の結果は、工事ごとに別に定める日にシステムにおいて通知する。入札参

加資格がない旨の確認通知にはその理由を示す。
(5)

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、入札参加資格の有無の再確認を契約課に求

めることができる。再確認の期間は工事ごとに別に定める。
４

技術資料等の提出及び審査
(1)

入札に参加しようとする者は、工事ごとに定める入札説明書に基づき技術提案書又は技術資

料（以下「技術資料等」という。）を作成し、契約課に提出すること。

５

(2)

技術資料等の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。

(3)

技術資料等の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行う。

落札者の決定
(1)

落札者は、４(3)により算出した技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した

評価値が最も高い者とする。
(2)

工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、
６に規定する低入札価格調査の結果、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
られた者については、総合評価は行わない。
(3)
６

評価値が最も高い者が２人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。

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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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し、総合
評価は行わない。
(6)

低入札価格調査において、低価格入札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に基づき更生手続開始の申
立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者としな
い。
７

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（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。
８

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。
９

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。
１０

入札の無効

(1)

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。

(2)
１１

技術資料等の提出をしない者が行った入札は無効とする。
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)

技術資料等及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とす

る。
(8)

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。
(9)

落札者は、技術資料等及び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。
(10)

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

建設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、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（平成１９年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、
さいたま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、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（平成２４年さいたま市制定）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
資格確認書類受付期間

資格確認結果通知期日
資格の有無の再確認期間

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

０２－４３８７－３０
一般競争入札（電子・簡易型総合評価方式）
単体企業
東岩槻第１排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２０１０）
さいたま市岩槻区上里１丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
延長 182.46m 管きょ工 開削 （□600×600）47.15m （□800×800）41.00m
（□900×900）31.06m （□1000×1000）63.25m マンホール工 点検孔 （φ
600）2 箇所 （φ750）1 箇所 （φ900）3 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年８月１９日（水）午前９時から
令和２年８月２１日（金）午後５時まで
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２５日（火）まで
各日、午前９時から午後４時まで
令和２年８月２７日（木）
令和２年８月２７日（木）から
令和２年８月２８日（金）まで
各日、午前９時から午後４時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後１時３０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月３日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（東岩槻
第１排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２０１０））.pdf」ファイルを参照するこ
と。
令和２年８月 ３日（月）午前９時から
令和２年８月１８日（火）午後５時まで
令和２年８月２１日（金）
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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１１９４号
さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）その４」ほか４件の一般競争入札
について、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）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

０２－４４６５－２３
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）その４
さいたま市緑区大字寺山地内外
契約確定の日から令和３年１月２０日まで
概算数量発注方式による発注 延長 225.2m 幅員 6.9～7.1m 舗装工 路面切削
（切削深さ t＝5cm）763 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）807 ㎡ 基
層（改質Ⅱ型粗粒度 As-20、t＝7cm）807 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝
5cm）1570 ㎡ 舗装打替え工（車道部・仮復旧）一式 区画線工一式 交通管理
工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後３時１０分
舗装工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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

０２－４３６８－１６
一般競争入札（電子）
単体企業
釣上地内排水路整備工事（北河Ｒ２）
さいたま市岩槻区大字釣上地内
契約確定の日から令和３年１月１５日まで
延長 83.2m Ｕ型水路工 （Ｕ600×600）80.7m （Ｕ900×900）2.5m 付帯工
一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１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３１・３２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２２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

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

０２－１７４６－３
一般競争入札（電子）
単体企業
さいたま市多目的広場整備工事（大宮区天沼町）
さいたま市大宮区天沼町１丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２２日まで
撤去工一式 公園土工一式 浸透側溝Ａ20m 浸透側溝Ｂ5m 浸透桝 4 基 集水
桝 1 基 フェンス工Ａ24m フェンス工Ｂ59m 車止め工 2 基 サイン施設工 1 基
ダスト舗装工 574 ㎡ 道路復旧工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後４時１０分
造園工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号
さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課
電話 ０４８－８２９－１７２９
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

０２－４３６８－１５
一般競争入札（電子）
単体企業
準用河川黒谷川改修工事（北河Ｒ２）
さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
掘削工 275 ㎥ 盛土工 1520 ㎥ 法面整形工 600 ㎡ 管渠工 145m 樹木伐採工一
式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後４時２０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

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

０２－４３８７－３３
一般競争入札（電子）
単体企業
東岩槻第２排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２０１３）
さいたま市岩槻区東岩槻５丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
延長 192.94m 管きょ工 開削 （□600×600 ㎜）102.39m （□700×700mm）
58.44m （□700×1200 ㎜）4.22m （□800×800 ㎜）27.89m 付帯工一式
１２３，１０１，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後１時４０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１１９５号
さいたま市の発注する「浦和東部第一特定土地区画整理事業

雨水管渠布設工事（Ｒ２－１）」ほ

か１件の特別簡易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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

総合評価方式に関する事項
総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と
いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。
(1)

方式

特別簡易型
(2)

評価値の算出方法

除算方式
３

技術資料の提出及び審査
(1)

自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成
し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。
(2)

(1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。
(3)

自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。

(4)

技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。
(5)

工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、
５に規定する低入札価格調査の結果、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
られた者については、総合評価は行わない。
４

入札参加資格の確認
(1)

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契約課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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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

(2)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
５

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、４(1)及び(2)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、新た
な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、
その者を新たに落札候補者とする。

(2)

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。

(3)

開札後、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点
を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。
６

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（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。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格取扱要綱に基づく低入札
価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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、第一順位者決定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３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、第一順位者決定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、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参
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し総合評価を行わない。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。
７

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（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。
８

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。
９

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。
１０

入札の無効

(1)

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。
(2)
１１

自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。
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)

技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。

(8)

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。
(9)

落札者は、技術資料及び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。
(10)

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建
設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい
たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、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（平成２４年さいたま市制定）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
その他

工事担当課

契約担当課

０２－３２７１－６
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
浦和東部第一特定土地区画整理事業 雨水管渠布設工事（Ｒ２－１）
さいたま市緑区大字中野田地内
契約確定の日から令和２年１２月１１日まで
延長 264.4m 管渠工 開削工法 塩ビ管 （管径 250mm）35.7m （管径 300mm
）40.9m （管径 400mm）75.0m （管径 450mm）75.0m （管径 500mm）37.8m
人孔工 組立１号人孔 7 箇所 仮設工一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後１時３０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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) 本公告日において、平成２２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
令和２年８月７日（金）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書／浦和東
部第一特定土地区画整理事業 雨水管渠布設工事（Ｒ２－１）.pdf」ファイルを
参照すること。
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
無
証金
証金
・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ
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。
さいたま市緑区大字大門２５６４番地６
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

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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－３２６５－５
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
指扇土地区画整理事業 区７－１号線道路築造外工事
さいたま市西区大字指扇地内
契約確定の日から令和３年２月１９日まで
延長 450m 管渠布設工 ヒューム管 （φ500）50.2m （φ600）72.3m 組立
１号マンホール 2 組 組立 2 号マンホール 2 組 道路改良工 長尺Ｕ字側溝（
300×300）498m 集水桝（500×500）10 基 横断暗渠（300×240）8m 付帯工
発生土処分（ＵＣＲ）2000 ㎥
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後１時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書／指扇土
地区画整理事業 区７－１号線道路築造外工事.pdf」ファイルを参照すること。
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
－
さいたま市北区日進町２丁目１８６４番地１０
さいたま市都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所
電話 ０４８－８７１－７８４８
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１１９６号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ１２０号線）」ほか３件の一般競
争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平
成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

別表
本入札は、次のとおり、一抜け方式により実施する。なお、工事ごとに参加資格に定める「所在地
区分」が異なるため、確認のうえ入札に参加すること。
対象工事

概要

ア スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ１２０号線）
イ スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１１８９４号線外）
ウ スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１１１２２号線外）
エ スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２０１０号線外）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ及びエ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及びエ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

０２－４３６５－５９
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ１２０号線）
さいたま市岩槻区大字大谷地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 263.3m 幅員 6.0m～6.6m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 字溝（300
型）501m 横断暗渠（300×300）12m 集水桝（□500）10 基 舗装工 下層路
盤（RC-40、t＝19cm）160 ㎡ 上層路盤(RM-40、t＝15cm）160 ㎡ 路面切削（平
均切削厚 t＝5cm）【夜間】1360 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝7cm、再
生粗粒度 As-20、t＝7cm）【夜間】1340 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5cm）
【夜間】1365 ㎡ 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１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３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３６５－６０
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１１８９４号線外）
さいたま市見沼区深作３丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 557.7m 幅員 6.0m・4.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ型側溝
（300×300）602m （300×300）横断用 6m 横断側溝Ｚアングル付（300×300
）24m 長尺Ｕ型側溝用集水桝（深 700）25 箇所 角型集水桝（深 550）2 箇所
舗装工 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）2074 ㎡ 上層路盤（
C-30）194 ㎡ 下層路盤（RC-40）194 ㎡ 不陸整正（C-30、平均 t＝3cm）2070
㎡
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後１時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３６５－３７
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１１１２２号線外）
さいたま市見沼区東大宮６丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 295.8m 幅員 6.0～8.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝 （
深 300）428m （深 300、横断仕様）83m 長尺 U 形側溝用集水桝（深 700）7 箇
所 切廻し側溝（600 逃げ）1 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40）155 ㎡ 上層路
盤（C-30、RM-40）155 ㎡ 不陸整正（C-30、RM-40）1774 ㎡ 表層 （透水性
As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）986 ㎡ （再生密粒度 As、t＝5cm）788 ㎡
付帯工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時００分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３６５－４４
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２０１０号線外）
さいたま市見沼区深作３丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 290.8m 幅員 4.0～6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（深
300）565m 長尺 U 形側溝用集水桝（深 700）12 箇所 舗装工 下層路盤 （RC40、t＝15cm）29 ㎡ （RC-40、t＝26cm）142 ㎡ 上層路盤（C-30、t＝10cm）29
㎡ （C-30、t＝14cm）142 ㎡ 不陸整正（C-30、平均 t＝3cm）1300 ㎡ 表層（
透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）1296 ㎡ 付帯工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時１０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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、イ又はウ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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１１９７号
さいたま市の発注する「道路改良工事（市道Ｄ６７８号線外１路線）」ほか１件の一般競争入札に
ついて、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

令和２年８月７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及び舗装工事

２

対象件数
北部建設事務所１件
南部建設事務所１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

０２－４４５６－２７
一般競争入札（電子）
単体企業
道路改良工事（市道Ｄ６７８号線外１路線）
さいたま市南区鹿手袋２丁目地内外
契約確定の日から令和２年１２月１１日まで
概算数量発注方式による発注 道路土工一式 舗装工 路盤工 190 ㎡ 表層工
190 ㎡ 排水構造物工 Ｌ型側溝 5m Ｌ型集水桝 1 箇所 縁石工 地先境界ブロ
ック 81m 道路付属物施設工一式 道路構造物撤去工一式
６，４９０，０００円
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１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３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７日（木）
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

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

０２－４３６５－６１
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道４０７７３号線）
さいたま市西区大字指扇地内
契約確定の日から令和２年１２月２８日まで
延長 200m 幅員 3.8～5.0m 撤去工 舗装版破砕 944 ㎡ 舗装工 不陸整正（
RM-40、平均 t＝4cm）944 ㎡ 表層（再生密粒度 As、t＝5cm）944 ㎡ 付帯工一
式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後４時００分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
証金
証金
－
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

さいたま市告示第１１９８号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２７１３号線外）」ほか２件の一般
競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

令和２年８月７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及び舗装工事

２

対象件数
北部建設事務所３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（Ｒ２市道１２７１３号線外）
イ 暮らしの道路整備工事（市道２０５３９号線）
ウ 暮らしの道路整備工事（市道３３３１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

０２－４３６５－６２
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２７１３号線外）
さいたま市北区宮原町２丁目地内
契約確定の日から令和２年１２月２８日まで
延長 93.6m 幅員 4.0m～6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝工（
300 型）104m 切回し側溝 2 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40、t＝15cm）34 ㎡
上層路盤（C-30、t＝10cm）34 ㎡ 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝
5cm）341 ㎡ 付帯工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後３時３０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３５６－７４
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道２０５３９号線）
さいたま市見沼区大字南中丸地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 64m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 177 ㎡ 上層路盤 177 ㎡ 表層 188 ㎡
排水構造物工 長尺 U 型側溝 125m 横断暗渠 5m 集水桝工 4 基 付帯工一式
８，２９４，０００円
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後３時４０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０６
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

０２－４３５６－７５
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道３３３１号線）
さいたま市岩槻区大字柏崎地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 66m 幅員 4.00m 舗装工 下層路盤 241 ㎡ 上層路盤 241 ㎡ 表層 241 ㎡
排水構造物 長尺 U 型側溝 64m 横断暗渠 2m 集水桝 1 箇所 付帯工一式
６，６６６，０００円
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後３時５０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０６
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１１９９号
さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）その３」ほか２件の一般競争入札
について、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

令和２年８月７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及び舗装工事

２

対象件数
南部建設事務所３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 道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）その３
イ 道路修繕工事（Ｒ２市道Ｐ５５８号線）
ウ 田島大牧線太田窪工区舗装工事（Ｒ２－２）
・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

０２－４４６５－１７
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）その３
さいたま市緑区大字寺山地内
契約確定の日から令和３年１月１４日まで
概算数量発注方式による発注 延長 180.0m 幅員 7.1～7.2m 舗装工 路面切削
（切削深さ t＝5cm）1270 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5cm）1270 ㎡
区画線工一式 交通管理工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時３０分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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 ０４８－８４０－６２２３
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

０２－４４６５－２０
一般競争入札（電子）
単体企業
道路修繕工事（Ｒ２市道Ｐ５５８号線）
さいたま市緑区美園５丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 75.0m 幅員 6.0m 道路土工一式 下層路盤（RC-40、t＝15cm）386 ㎡ 上
層路盤（RM-40、t＝15cm）398 ㎡ 基層 （再生粗粒度 As-20、t＝5cm）410 ㎡
（再生粗粒度 As-20、t＝5cm）（歩道）28 ㎡ 表層 （再生密粒度 As-20、t＝
5cm）450 ㎡ （再生密粒度 As-20、t＝5cm）（歩道）28 ㎡ 構造物工一式 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
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時４０分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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 ０４８－８４０－６２２３
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

０２－４４５９－１２
一般競争入札（電子）
単体企業
田島大牧線太田窪工区舗装工事（Ｒ２－２）
さいたま市南区太田窪２丁目地内
契約確定の日から令和２年１２月１１日まで
道路土工一式 舗装工 617 ㎡
事後公表
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時５０分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７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１２００号
さいたま市の発注する「下水道事業実施設計業務（北建－Ｒ２－１１０）」の一般競争入札につい
て、次のとおり公告する。
令和２年８月７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３１・３２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、同一業務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

その構成員が同一業務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、業務ごとに別に定める予定価格の１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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。
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、業務ごとに別に定める。
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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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

０２－４３８７－３１
一般競争入札（電子）
単体企業
下水道事業実施設計業務（北建－Ｒ２－１１０）
さいたま市見沼区大和田町１丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
実施設計延長 440m 開削工法 （内径φ1200 ㎜未満）290m （内径φ1200 ㎜以
上）90m 中大口径推進工法 60m
１８，８３２，０００円
設定する
令和２年８月２５日（火）午前９時から
令和２年８月２７日（木）午後５時まで
令和２年８月２８日（金）午前９時から
令和２年８月３１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
令和２年９月１日（火）午後２時２０分
建設コンサルタント／下水管渠
本公告日において、平成３１・３２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「下水道部門」の登録
があること。
本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう
ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）
」の登録を受けている者が２人以上いること。
業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す
る書類の写し
電子配布
令和２年８月７日（金）から
令和２年８月 ７日（金）午前９時から
令和２年８月２４日（月）午後５時まで
令和２年８月２７日（木）
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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１２４２号
さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ２１２号線）」ほか４件の一般競
争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月１７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。
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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

０２－４３６５－６３
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ２１２号線）
さいたま市岩槻区大字掛地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 235.7m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝工（300
型）439m 角型集水ます工（深 550）2 箇所 横断暗渠（300×240）8m 舗装工
表層工（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）1160 ㎡ 上層路盤工（C30、t＝14cm）137 ㎡ 下層路盤工（RC-40、t＝26cm）137 ㎡ 不陸整正工（補足
材 C-30、平均 t＝3cm）1160 ㎡
事後公表
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後１時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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
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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

０２－４４５６－３１
一般競争入札（電子）
単体企業
高畑陸橋歩道橋部補修工事
さいたま市緑区大字高畑地内外
契約確定の日から令和３年２月１９日まで
橋梁補修工 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 橋梁付属物補修工 既設高
欄撤去復旧工一式 高欄基部シーリング工一式 現場塗装工 橋梁塗装工 （F13）一式 （Rc-Ⅲ）一式 付帯工一式 仮設工 足場工一式 交通管理工一式
１２，２１０，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時１０分
土木工事業 Ｂ級又はＣ級
本公告日において、平成３１・３２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。
資格者名簿に土木工事業Ｃ級で登載された者は、次の(1)及び(2)の要件を満た
し、資格者名簿に土木工事業Ｂ級で登載された者は、次の(2)の要件を満たして
いること。
(1) 本公告日において、平成２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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道路安全対策課
電話 ０４８－８４０－６２０５
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

０２－４４８７－１３
一般競争入札（電子）
単体企業
浦和第２処理分区下水道工事（南建－Ｒ２－１００８）
さいたま市緑区大字中野田地内
契約確定の日から令和２年１２月１１日まで
延長 260.7m 管きょ工 開削（φ200、塩ビ管）260.7m マンホール工 組立１
号マンホール 5 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時２０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
無
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 ０４８－８４０－６２６３
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

０２－４４８７－１６
一般競争入札（電子）
単体企業
南部第７処理分区下水道工事（南建－Ｒ２－１００７）
さいたま市緑区太田窪３丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２２日まで
延長 開削（管径 200 ㎜、硬質塩ビ管）114.0m マンホール工 組立１号マンホ
ール 1 箇所 組立０号マンホール 1 箇所 組立楕円マンホール 2 箇所 小型マン
ホール 1 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時３０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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

０２－４３６５－６６
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道４３１９号線）
さいたま市岩槻区大字浮谷地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 118m 幅員 4.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（300×300
）260m 横断暗渠（300×500）15m 集水桝（□500×深 850）2 箇所 舗装工
下層路盤（RC-40）87 ㎡ 上層路盤（C-30、RM-40）87 ㎡ 不陸整正（C-30、平
均 t＝3cm）412 ㎡ 基層（再生粗粒度 As、t＝14cm）5 ㎡ 表層 （再生密粒度
As、t＝5cm）12 ㎡ （透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）412 ㎡ 付帯
工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３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３１・３２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１２４３号
さいたま市の発注する「芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－４００１）」ほか２件の一般
競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月１７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平
成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

別表
対象工事

概要

ア 芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－４００１）
イ 南部処理区下水道工事（北再－Ｒ２－３００２）
ウ 芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－３００６）
・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

０２－４３８４－１５
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第５処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－４００１）
さいたま市北区吉野町１丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 365.9m 管きょ更生工（既設管径 300～1000 ㎜）365.9m 耐震継手工（既
設管径 300～1000 ㎜）12 箇所 マンホール蓋交換工 1 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）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３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８４－１３
一般競争入札（電子）
単体企業
南部処理区下水道工事（北再－Ｒ２－３００２）
さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 79.8m 管きょ更生工（既設管径 2000 ㎜）79.8m 耐震継手工（既設管径
2000 ㎜）3 箇所 人孔改修工 1 箇所
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後１時５０分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８４－１４
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－３００６）
さいたま市大宮区高鼻町４丁目地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 113.4m 管きょ更生工（既設管径 1500 ㎜）113.4m 耐震継手工（既設管径
1500 ㎜）3 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後２時００分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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１２４４号
さいたま市の発注する「芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－３００７）」ほか４件の一般
競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月１７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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平
成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

別表
対象工事

概要

ア 芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－３００７）
イ 鴨川第２排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２００４）
ウ スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２０４６号線）
エ 鴨川第２４処理分区下水道工事（北建－Ｒ２－１０３６）
オ 暮らしの道路整備工事（市道３２２９１号線）
・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

０２－４３８４－１９
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ２－３００７）
さいたま市北区土呂町２丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 100.35m 函渠布設工 （800×1300）5.91m （900×1500）4.07m 舗装本
復旧工 503.22 ㎡ 付帯工一式
１５，１３６，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時４０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８７－３７
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第２排水区下水道工事（北建－Ｒ２－２００４）
さいたま市北区日進町１丁目地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 94.3m 土工一式 排水構造物工 自由勾配側溝工 （300 型）34m （400
型）17.4m （500 型）24.9m 横断暗渠（300×300）2.7m 集水桝 （□500）3
箇所 （□600）3 箇所 （□700）1 箇所 リブ付硬質塩ビ管 11.9m 舗装工一
式 付帯工一式
１３，５５２，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時５０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３６５－６７
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２０４６号線）
さいたま市見沼区深作３丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 89.6m 幅員 6.00m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ形側溝（300×
300）178m 長尺Ｕ形側溝用集水桝（深 700）7 基 舗装工 下層路盤（RC-40、t
＝26cm）54 ㎡ 上層路盤（C-30、t＝14cm）54 ㎡ 不陸整正（C-30、平均 t＝
3cm）434 ㎡ 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）434 ㎡ 付帯工
一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後３時００分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３８７－３８
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第２４処理分区下水道工事（北建－Ｒ２－１０３６）
さいたま市大宮区桜木町１丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 128m 管きょ工 開削（φ200 ㎜、硬質塩ビ管）128m 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 2 箇所 小型マンホール 2 箇所 付
帯工一式
１１，４０７，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後３時１０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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
ウ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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３５６－８８
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道３２２９１号線）
さいたま市西区大字宝来地内
契約確定の日から令和３年２月５日まで
延長 54m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 152 ㎡ 上層路盤 152 ㎡ 不陸整正 51
㎡ 表層 203 ㎡ 排水構造物工 側溝工 100m 横断暗渠工 4m 集水桝工 4 基
付帯工一式
１０，６１５，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後３時２０分
土木工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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
ウ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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０６
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１２４５号
さいたま市の発注する「下水道事業改築実施設計業務（北再－Ｒ２－５０３）」の一般競争入札に
ついて、次のとおり公告する。
令和２年８月１７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３１・３２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、同一業務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

その構成員が同一業務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、業務ごとに別に定める予定価格の１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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。
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、業務ごとに別に定める。
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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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

０２－４３８４－１２
一般競争入札（電子）
単体企業
下水道事業改築実施設計業務（北再－Ｒ２－５０３）
さいたま市大宮区三橋１丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
改築実施設計 1529m 布設替え工法（開削・内径 1200 ㎜未満）267m 管更生工
法（内径 800 ㎜未満）1262m 水準測量（４級）1.5 ㎞
１７，２８１，０００円
設定する
令和２年８月２７日（木）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月２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
令和２年９月３日（木）午後２時００分
建設コンサルタント／下水管渠
本公告日において、平成３１・３２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、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録
があること。
本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう
ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）
」の登録を受けている者が１人以上いること。
業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す
る書類の写し
電子配布
令和２年８月１７日（月）から
令和２年８月１７日（月）午前９時から
令和２年８月２６日（水）午後５時まで
令和２年８月３１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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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１２７１号
さいたま市の発注する「電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線・宮町工区）」ほか８
件の一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要
綱、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（平成２４年さいたま市制定）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

０２－４３５６－８５
一般競争入札（電子）
単体企業
電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線・宮町工区）
さいたま市大宮区宮町４丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
電線共同溝整備工事 延長 84m 特殊部桝 4 箇所 分岐桝 2 箇所 管路工 （電
力φ130）75m （電力φ100）150m （電力保安通信φ100）76m （通信 FAφ
150）77m （通信ボディ管φ150）73m 舗装工一式 撤去工一式 付帯工一式
仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後２時１０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０７
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

０２－４４５６－３５
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外
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
概算数量発注方式による発注 延長 190m 構造物撤去工一式 構造物設置工
ガードパイプ 土中建込 106m 連続基礎式 84m 舗装工 フィルター層 （再生
砂、t＝10cm）25 ㎡ 上層路盤（RC-40、t＝10cm）25 ㎡ 表層（透水性 As、t＝
4cm）25 ㎡ 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後３時４０分
とび・土工工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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）
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
その他

工事担当課

契約担当課

０２－４１５９－３
一般競争入札（電子）
３者による特定共同企業体
市営浮谷住宅建設（建築）工事
さいたま市岩槻区大字浮谷２０４２番地１
議会の議決を得たる日から令和４年３月９日まで
・Ｂ棟 延べ面積 4500.40 ㎡ ＲＣ造 地上５階建て ・ごみ収集所 延べ面積
21.73 ㎡ ＲＣ造 平屋建て ・駐輪場１～４ 延べ面積 106.56 ㎡ ・外構（
緑化、雨水貯留槽、浄化槽を含む。）
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後１時３０分
代表構成員
建築工事業 Ｓ級
その他の構成員
建築工事業 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３１・３２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
さいたま市内に、本店を有していること。
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。
代表構成員及びその他の構成員
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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
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 ０４８－８２９－１５２７
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）
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

２に掲げるもの以外

０２－３１６２－１２
一般競争入札（電子）
２者による特定共同企業体
ナックファイブスタジアム大宮照明灯改修工事
さいたま市大宮区高鼻町４丁目地内
議会の議決を得たる日から令和４年３月１８日まで
電灯設備工事一式（照明灯 4 塔、Ｓ造、高さ 43.2m の照明器具及び制御盤類の更
新）
５１７，０００，０００円
設定する（失格基準有）
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後１時４０分
代表構成員
電気工事業 Ａ級かつ資格審査数値（経営規模等評価結果
通知書・総合評定値通知書の総合評定値に発注者別評価点
を加算したもの）９００点以上
その他の構成員
電気工事業 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３１・３２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
さいたま市内に、本店を有していること。
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。
代表構成員及びその他の構成員
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。
－

設計図書等

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

電子配布
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０日（木）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
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 ０４８－８２９－１８３９
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

０２－５３６３－６
一般競争入札（電子）
２者による特定共同企業体
浦和高等学校校庭改修工事
さいたま市浦和区元町１丁目地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
グラウンド整備工 人工芝設置 （サッカー）一式 （野球・ソフトボール）一
式 砂入り人工芝設置一式 クレイ舗装一式 整地一式 排水工一式 体育施設
整備工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）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３１・３２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
さいたま市内に、本店を有していること。
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。
代表構成員及びその他の構成員
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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０日（木）
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 ０４８－８４０－６２０５
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

０２－４３５６－８４
一般競争入札（電子）
単体企業
歩道整備工事（一般県道蒲生岩槻線・釣上新田工区）
さいたま市岩槻区大字釣上新田地内外
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 214.9m 土工一式 排水構造物工一式 縁石工 313m 道路付属施設工一式
防護柵工一式 区画線工 586m 舗装工 783 ㎡ 地盤改良工一式 構造物撤去工
一式 水路工 73m 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後２時１０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０７
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

０２－４３８４－１６
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川第１０－３処理分区外下水道工事（北再－Ｒ２－４０８）
さいたま市大宮区仲町２丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月５日まで
延長 373.9m 管きょ更生工（既設管径 300 ㎜～600 ㎜）373.9m 耐震継手工（既
設管径 250 ㎜～600 ㎜）70 箇所 人孔目地ずれ防止工 55 箇所
８７，２３０，０００円
設定する
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）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３１・３２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２２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８４－１７
一般競争入札（電子）
単体企業
南部処理区外下水道工事（北再－Ｒ２－４０１）
さいたま市大宮区天沼町１丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月５日まで
延長 175.8m 管きょ更生工（既設管径 300～800 ㎜）175.8m 耐震継手工（既設
管径 200 ㎜～800 ㎜）67 箇所 マンホール蓋交換工 33 基 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後２時３０分
土木工事業 Ｓ級又はＡ級
本公告日において、平成３１・３２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２２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８７－３９
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－Ｒ２－１０１４）
さいたま市見沼区島町地内
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
延長 774.2ｍ 管きょ工 開削（φ200 ㎜、硬質塩ビ管）774.2m マンホール工
組立１号マンホール 27 箇所 取付管工 取付管 19 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後２時４０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１２７２号
さいたま市の発注する「大宮岩槻線芝川工区仮橋整備工事（Ｒ２）」の総合評価方式一般競争入札
について、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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

総合評価方式に関する事項
総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と
いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。
(1)

方式

簡易型
(2)

評価値の算出方法

除算方式
３

入札参加資格の確認
(1)

入札に参加しようとする者は、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。
(2)

(1)の参加申請を行った者は、工事ごとに別に定める資格確認書類受付期間に、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、入札参加資格の確
認を受けなければならない。
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

ウ

工事に配置予定の技術者に係る雇用関係を証明できる書類（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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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

(3)

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、(2)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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
(4)

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）
入札参加資格確認の結果は、工事ごとに別に定める日にシステムにおいて通知する。入札参

加資格がない旨の確認通知にはその理由を示す。
(5)

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、入札参加資格の有無の再確認を契約課に求

めることができる。再確認の期間は工事ごとに別に定める。
４

技術資料等の提出及び審査
(1)

入札に参加しようとする者は、工事ごとに定める入札説明書に基づき技術提案書又は技術資

料（以下「技術資料等」という。）を作成し、契約課に提出すること。

５

(2)

技術資料等の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。

(3)

技術資料等の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行う。

落札者の決定
(1)

落札者は、４(3)により算出した技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した

評価値が最も高い者とする。
(2)

工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、
６に規定する低入札価格調査の結果、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
られた者については、総合評価は行わない。
(3)
６

評価値が最も高い者が２人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。

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（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、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し、総合
評価は行わない。
(6)

低入札価格調査において、低価格入札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に基づき更生手続開始の申
立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者としな
い。
７

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（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。
８

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。
９

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。
１０

入札の無効

(1)

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。

(2)
１１

技術資料等の提出をしない者が行った入札は無効とする。
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)

技術資料等及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とす

る。
(8)

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。
(9)

落札者は、技術資料等及び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。
(10)

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

建設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、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（平成１９年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、
さいたま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、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（平成２４年さいたま市制定）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
資格確認書類受付期間

資格確認結果通知期日
資格の有無の再確認期間

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

０２－４３５９－１７
一般競争入札（電子・簡易型総合評価方式）
単体企業
大宮岩槻線芝川工区仮橋整備工事（Ｒ２）
さいたま市大宮区堀の内町２丁目地内
契約確定の日から令和３年３月３１日まで
仮橋工（仮橋 A） 延長 20m 幅員 14m 上部工架設 36.5t 杭橋脚設置 7t 杭
橋脚打込 26 本 仮橋工（仮橋 B） 延長 18m 幅員 16m 上部工架設 57.6t 杭
橋脚設置 9t 杭橋脚打込 18 本 地盤改良工（中層混合処理工）2380 ㎥ 附帯工
一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月２日（水）午前９時から
令和２年９月４日（金）午後５時まで
令和２年９月７日（月）から
令和２年９月８日（火）まで
各日、午前９時から午後４時まで
令和２年９月１０日（木）
令和２年９月１０日（木）から
令和２年９月１１日（金）まで
各日、午前９時から午後４時まで
令和２年９月２３日（水）午前９時から
令和２年９月２４日（木）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
令和２年９月２５日（金）午後１時４０分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（大宮岩
槻線芝川工区仮橋整備工事（Ｒ２））.pdf」ファイルを参照すること。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 １日（火）午後５時まで
令和２年９月４日（金）
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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課
電話 ０４８－６４６－３２１２
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１２７３号
さいたま市の発注する「歩道整備工事（主要地方道さいたま幸手線外１路線）」ほか７件の特別簡
易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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

総合評価方式に関する事項
総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と
いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。
(1)

方式

特別簡易型
(2)

評価値の算出方法

除算方式
３

技術資料の提出及び審査
(1)

自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成
し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。
(2)

(1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。
(3)

自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。

(4)

技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。
(5)

工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、
５に規定する低入札価格調査の結果、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
られた者については、総合評価は行わない。
４

入札参加資格の確認
(1)

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契約課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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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

(2)

落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
５

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、４(1)及び(2)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、新た
な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、
その者を新たに落札候補者とする。

(2)

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。

(3)

開札後、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点
を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。
６

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（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。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）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１１０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、低入札価格取扱要綱に基づく低入札
価格調査を行う。
(2)

失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）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（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、第一順位者決定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３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)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（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（低入札価格取扱要綱様式第２号）

ウ

直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号）

エ

共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号）

オ

下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号）

カ

配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号）

キ

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号）

ク

手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第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（低入札価格取扱要綱様式第９号）

コ

手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号）

サ

資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号）

シ

手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号）

ス

機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号）

セ

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号）

ソ

誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号）

タ

社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第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)

落札者の決定は、第一順位者決定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、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参
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し総合評価を行わない。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。
７

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布
(1)

設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（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。
８

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。
９

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。
１０

入札の無効

(1)

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。
(2)
１１

自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。
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)

技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。

(8)

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。
(9)

落札者は、技術資料及び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。
(10)

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建
設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい
たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、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（平成２４年さいたま市制定）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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３５６－８７
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
歩道整備工事（主要地方道さいたま幸手線外１路線）
さいたま市岩槻区大字鹿室地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 234.6m 土工一式 舗装工 車道舗装 587 ㎡ 歩道舗装 392 ㎡ 排水構造
物工 側溝工 153m 縁石工一式 撤去工一式 付帯工一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０日（木）午後１時３０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（歩道整
備工事（主要地方道さいたま幸手線外１路線））.pdf」ファイルを参照するこ
と。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課
電話 ０４８－６４６－３２０７
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３６５－７３
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１２４８５号線）
さいたま市見沼区春野３丁目地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 443m 幅員 7.0m 舗装工 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝12cm、再生
粗粒度 As-20、t＝7cm）3070 ㎡ 路面切削（平均切削厚 t＝5cm）21 ㎡ 表層（
再生密粒度 As-20、t＝5cm）3090 ㎡ 付帯工 区画線工 750m 溶融噴射式カラ
ー塗装工（矢羽根）92 箇所 樹脂系すべり止め舗装工 106 ㎡ 道路付属物設置
工 19 枚
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０日（木）午後１時４０分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ
ルロード整備工事（Ｒ２市道１２４８５号線））.pdf」ファイルを参照するこ
と。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７日（月）
入 札 保 免除
契約保 要
前金払
有
部分払
有
証金
証金
－
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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）
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
その他

工事担当課

契約担当課

０２－４３６５－７５
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道イワ１０１号線）
さいたま市岩槻区大字小溝地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 187.4m 幅員 8.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 字溝（300 型）
366m 横断暗渠（300×240）3m 角型集水桝（□500、深さ 550）2 箇所 舗装工
路面切削工（平均切削深 t＝5cm）17 ㎡ 切削オーバーレイ工（平均切削深 t＝
12cm、再生粗粒度 As-20、t＝7cm）1250 ㎡ 表層工（再生密粒度 As-20、t＝5cm
）1270 ㎡ 上層路盤（RM-40）112 ㎡ 下層路盤（RC-40）112 ㎡ 付帯工一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０日（木）午後１時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ
ルロード整備工事（Ｒ２市道イワ１０１号線））.pdf」ファイルを参照するこ
と。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７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日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３６５－７４
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２主要地方道さいたま幸手線）その２
さいたま市見沼区大字御蔵地内外
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 360m 幅員 5.80m～7.10m 舗装工【夜間】路面切削（切削深さ t＝5cm）12
㎡ 切削オーバーレイ工（切削深さ t＝12cm、再生粗粒度 As、t＝7cm）2270 ㎡
表層工（改質Ⅱ型密粒度 As、t＝5cm）2280 ㎡ 付帯工【夜間】一式 建設副産
物処分工【夜間】一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０日（木）午後２時００分
舗装工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ
ルロード整備工事（Ｒ２主要地方道さいたま幸手線）その２）.pdf」ファイルを
参照すること。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３６５－６４
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２主要地方道さいたま幸手線）
さいたま市岩槻区大字鹿室地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 346.0m 幅員 5.8m～6.4m 舗装工【夜間】 路面切削工（平均切削厚 5cm
）2200 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5cm）2200 ㎡ 付帯工【夜間】
一式 建設副産物工【夜間】一式 仮設工【夜間】一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０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３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ
ルロード整備工事（Ｒ２主要地方道さいたま幸手線））.pdf」ファイルを参照す
ること。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３６５－６５
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道１０９０２号線）
さいたま市北区今羽町地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 369.3m 幅員 5.3m 舗装工 路面切削（平均切削厚 t＝5cm）2080 ㎡ 表層
（再生密粒度 As-20、t＝5cm）2080 ㎡ 付帯工一式 建設副産物工一式 仮設工
一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月３日（木）午前９時から
令和２年９月７日（月）午後５時まで
令和２年９月８日（火）午前９時から
令和２年９月９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
令和２年９月１０日（木）午後２時２０分
舗装工事業 Ｃ級
本公告日において、平成３１・３２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) 本公告日において、平成２２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ
ルロード整備工事（Ｒ２市道１０９０２号線））.pdf」ファイルを参照するこ
と。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ２日（水）午後５時まで
令和２年９月７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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４４８７－１７
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
大谷口排水区下水道工事（南建－Ｒ２－２００４）
さいたま市南区大字大谷口地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 243.0m 管きょ工 開削 （φ900、鉄筋コンクリート管）106.0m （φ
800、鉄筋コンクリート管）137.0m マンホール工 組立２号マンホール 4 箇所
組立３号マンホール 2 箇所 特殊矩形マンホール（1800×1500）1 箇所 付帯工
一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後２時００分
土木工事業 Ｓ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（大谷口
排水区下水道工事（南建－Ｒ２－２００４））.pdf」ファイルを参照すること。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
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）
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
その他
工事担当課

契約担当課

０２－４３８４－１８
一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）
単体企業
中島雨水幹線護床工事（北再－Ｒ２－３００１）
さいたま市北区本郷町地内
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
延長 337.2m 護床ブロック張工 1284.4 ㎡ かごマット工 72.0 ㎡ 護岸ブロッ
ク張工 248.2 ㎡ 縦帯工 47.7m 小口止工 1 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する（失格基準有）
令和２年９月 ８日（火）午前９時から
令和２年９月１０日（木）午後５時まで
令和２年９月１１日（金）午前９時から
令和２年９月１４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
令和２年９月１５日（火）午後２時５０分
土木工事業 Ａ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（中島雨
水幹線護床工事（北再－Ｒ２－３００１））.pdf」ファイルを参照すること。
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年９月 ７日（月）午後５時まで
令和２年９月１０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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件
である。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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１２７４号
さいたま市の発注する「鴨川第２０処理分区外下水道工事（北再－Ｒ２－４０６）」ほか３件の一
般競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平
成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

別表
対象工事

概要

ア 鴨川第２０処理分区外下水道工事（北再－Ｒ２－４０６）
イ 岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ２－１０２４）
ウ 鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ２－１００５）
エ スマイルロード整備工事（Ｒ２市道２０４２号線外）
・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ及びエ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及びエ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

０２－４３８４－２０
一般競争入札（電子）
単体企業
鴨川第２０処理分区外下水道工事（北再－Ｒ２－４０６）
さいたま市北区東大成町２丁目地内外
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
耐震継手工 （既設管径 250 ㎜）46 箇所 （既設管径 300 ㎜）37 箇所 （既設
管径 350 ㎜）4 箇所 マンホール蓋交換工 30 基 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後２時２０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課
電話 ０４８－６４６－３２５５
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

０２－４３８７－３４
一般競争入札（電子）
単体企業
岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ２－１０２４）
さいたま市岩槻区城南３丁目地内外
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 270.7m 管きょ工 開削（φ200 ㎜、硬質塩ビ管）270.7m マンホール工
組立１号マンホール 10 箇所 取付管工 取付管 6 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後２時３０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３８７－４０
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－Ｒ２－１００５）
さいたま市西区大字指扇地内
契約確定の日から令和３年２月１９日まで
延長 421.7m 管きょ工 開削（φ200 ㎜、硬質塩ビ管）421.7m 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 6 箇所 取付管工 取付管 4 箇
所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８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３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

０２－４３６５－７６
一般競争入札（電子）
単体企業
スマイルロード整備工事（Ｒ２市道２０４２号線外）
さいたま市岩槻区大字馬込地内
契約確定の日から令和３年２月２６日まで
延長 257.6m 幅員 1.8m～6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（
300 型）185m 角型集水ます（深 550）4 箇所 横断暗渠（300×240）12m 舗装
工 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝5cm、再生密粒度 As-20、t＝5cm）518 ㎡
表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）423 ㎡ 上層路盤 486 ㎡ 下層
路盤 486 ㎡ 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後２時５０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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、イ又はウ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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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１２７５号
さいたま市の発注する「南部第１０処理分区下水道工事（南再－Ｒ２－４０７）」ほか２件の一般
競争入札について、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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

工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設
業法（昭和２４年法律第１００号）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

本公告日から落札者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

本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建
設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

サ

アからコ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１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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

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（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」（以下
「経審結果」という。）の写し

カ

社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の
全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関
する誓約書（経審結果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
況の書類を併せて添付すること。）

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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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

一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。
）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして
取扱う。

ウ

一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし
ない。

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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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（平
成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。

別表
対象工事

概要

ア 南部第１０処理分区下水道工事（南再－Ｒ２－４０７）
イ 芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－Ｒ２－２００７）
ウ 暮らしの道路整備工事（市道Ｎ５４６号線外２路線）
・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

０２－４４８４－１９
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－Ｒ２－４０７）
さいたま市南区文蔵１丁目地内外
契約確定の日から令和３年３月１２日まで
耐震化工 耐震継手設置工（既設管径 2000 ㎜）20 箇所 特殊人孔補強工 1 箇所
付帯工一式
４５，４０８，０００円
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後３時１０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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

０２－４４８７－１８
一般競争入札（電子）
単体企業
芝川左岸第４排水区下水道工事（南建－Ｒ２－２００７）
さいたま市緑区大字大門地内
契約確定の日から令和３年１月２９日まで
延長 65.3m 管きょ工 開削（管径 1100 ㎜、鉄筋コンクリート管）65.3m マン
ホール工 組立箱型マンホール（内径 1800×1800）1 箇所 付帯工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後３時２０分
土木工事業 Ｂ級
本公告日において、平成３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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

０２－４４５６－３４
一般競争入札（電子）
単体企業
暮らしの道路整備工事（市道Ｎ５４６号線外２路線）
さいたま市緑区大字大崎地内
契約確定の日から令和３年１月２２日まで
延長 170m 幅員 4.0m 道路改良 土工一式 排水構造物工 側溝工 長尺 U 型
側溝 250m 暗渠工 2m 管渠工（VU-200）45m プレキャストマンホール設置工 3
箇所 取付管 2 箇所 集水桝工 4 箇所 構造物撤去工一式 舗装工 484 ㎡ 付帯
工一式 仮設工一式
事後公表
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８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３１・３２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
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３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、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案
件である。
・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。
・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

さいたま市告示第１２７６号
さいたま市の発注する「下水道事業実施設計業務（北建－Ｒ２－１０７）」の一般競争入札につい
て、次のとおり公告する。
令和２年８月２４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３１・３２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、同一業務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

その構成員が同一業務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、業務ごとに別に定める予定価格の１１０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（さいたま市
建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」
という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）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１１０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。
ア

共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３
年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号）

イ

共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定
書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。）

ウ
３

委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号）

落札者の決定
(1)

落札者の決定は、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、落札者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
に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法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。
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、業務ごとに別に定める。
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

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、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

０２－４３８７－３５
一般競争入札（電子）
単体企業
下水道事業実施設計業務（北建－Ｒ２－１０７）
さいたま市西区大字指扇地内
契約確定の日から令和３年３月１９日まで
実施設計延長（雨水）290.0m 開削工法 （内径 1200 ㎜未満）110.0m （内径
1200 ㎜以上）180.0m 現地測量（1／500）1.0ha
１１，３３０，０００円
設定する
令和２年９月１日（火）午前９時から
令和２年９月３日（木）午後５時まで
令和２年９月４日（金）午前９時から
令和２年９月７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
令和２年９月８日（火）午後３時００分
建設コンサルタント／下水管渠
本公告日において、平成３１・３２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、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録
があること。
－
－

電子配布
令和２年８月２４日（月）から
令和２年８月２４日（月）午前９時から
令和２年８月３１日（月）午後５時まで
令和２年９月３日（木）
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。
さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１
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

