
佐賀市公告第１３２号 

 

条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び佐賀市財務規則（平成１７年佐賀市規則第６２号）第８４条の規

定により次のように公告する。 

 

平成３０年６月２６日 

 

佐賀市長  秀  島  敏  行 

 

 

１  入札に付する事項 

(1) 委託業務名 市道川副中央幹線測量設計業務委託 

(2) 委託場所  佐賀市新郷本町地内外 

(3) 履行期間  契約締結の日から平成３１年３月１５日まで 

２  委託業務の概要 

(1) 基準点測量 

(2) 路線測量 

(3) 道路詳細設計 

(4) 平面交差点詳細設計 

３  入札に参加する者に必要な資格 

(1) 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす特定建設関

連業務共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

ア 共同企業体の代表者を含む構成員の数は、２者であること。 

イ (ｱ)に定める要件を満たす１者及び(ｲ)に定める要件を満たす１者で、自主的

に結成された共同施行方式の共同企業体であること。 

(ｱ) 共同企業体の構成員のうち代表者に関する要件 

ａ 佐賀市における平成２９・３０年度入札参加資格審査の結果、次に掲げ

る全ての業務について資格があると認められた者であること。 

(a) 土木関係建設コンサルタントにおける道路、土質及び基礎、河川、砂

防及び海岸・海洋並びに鋼構造及びコンクリート 

(b) 測量一般 

ｂ 本店、支店又は営業所について、次に掲げる要件のいずれかに該当する

こと。 

(a) 佐賀市内に本店を有していること。 

(b) 佐賀市内に佐賀市の入札参加資格に関する委任を受けた支店又は営業



所を有していること。 

ｃ 国又は地方公共団体が発注した平面交差点詳細設計業務（交差する道路

が２車線以上かつ両側歩道で新設又は改良の場合に限る。）を元請（共同

企業体の構成員として行った業務については、代表者として行った場合の

ものに限る。）として完了した実績があること。 

ｄ 管理技術者として、次に掲げる資格を有する常勤の職員を配置できるこ

と。この場合において、複数名の管理技術者を配置することを妨げない。 

(a) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく道路の科目の技術士の

資格又はシビルコンサルティングマネージャ資格制度（以下「ＲＣＣＭ」

という。）における道路の部門の資格 

(b) 技術士法に基づく土質及び基礎の科目の技術士の資格又はＲＣＣＭに

おける土質及び基礎の部門の資格 

e 照査技術者として、次に掲げる資格を有する常勤の職員を配置できるこ

と。この場合において、複数名の照査技術者を配置することを妨げない。 

(a) 技術士法に基づく道路の科目の技術士の資格又はＲＣＣＭにおける道

路の部門の資格 

(b) 技術士法に基づく土質及び基礎の科目の技術士の資格又はＲＣＣＭに

おける土質及び基礎の部門の資格 

(ｲ) 共同企業体の代表者を除く構成員に関する要件 

ａ 佐賀市における平成２９・３０年度入札参加資格審査の結果、次に掲げ

る全ての業務について資格があると認められた者であること。 

(a) 土木関係建設コンサルタントにおける道路、土質及び基礎、河川、砂

防及び海岸・海洋並びに鋼構造及びコンクリート 

(b) 測量一般 

ｂ 佐賀市内に本店を有していること。 

ｃ 技術者として、次に掲げる資格等を有する常勤の職員を配置できること。

この場合において、複数名の技術者を配置することを妨げない。 

(a) 技術士法に基づく道路の科目の技術士の資格、ＲＣＣＭにおける道路

の部門の資格又は建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示

第７１７号）第３条第１号ロの規定に基づく道路の登録部門の認定 

(b) 技術士法に基づく土質及び基礎の科目の技術士の資格、ＲＣＣＭにお

ける土質及び基礎の部門の資格又は建設コンサルタント登録規程第３条

第１号ロの規定に基づく土質及び基礎の登録部門の認定 

ウ 共同企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大であること。 

エ 出資比率の最小限度基準は、３０パーセント以上であること。 

オ 構成員は、本委託業務の入札に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。 



(2) 共同企業体の構成員が次に掲げる者であるときは、その共同企業体は入札に参

加することができない。 

ア この公告の日から開札の日までの間のいずれかの日において、次に掲げる指

名停止措置又は指名回避措置（以下「指名停止等の措置」という。）を受けて

いる者 

(ｱ) 佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。(ｲ)において同じ。）による指名停止

等の措置 

(ｲ) 佐賀県内の他の地方公共団体による指名停止等の措置（佐賀市による指名

停止等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当

該指名停止等の措置の開始日以後の措置を除く。） 

(3) 入札参加資格を有する者が、(1)に掲げる要件については入札参加申請締切日

までに、(2)に掲げる要件については開札の時までに、当該要件を満たさなくな

ったときは、その者は、入札に参加できない。 

４ 入札参加申請書等の提出方法 

入札参加を希望する共同企業体の代表者は、電子入札システムにより入札参加申

請を行うこと。 

(1) 入札参加申請を行える期間 

平成３０年６月２７日（水）午前９時から平成３０年７月１１日（水）午後４

時まで（佐賀市の休日に関する条例（平成１７年佐賀市条例第２号）第１条に規

定する市の休日を除く。）とする。 

(2) 入札参加申請の必要書類 

ア 条件付一般競争入札参加申請書 

イ 特定建設関連業務共同企業体協定書（甲） 

ウ 共同企業体編成表 

エ ３(1)イ(ｱ)ｂに掲げる要件において、佐賀市内に本店を有しない者は、営業

所等調書及び資本的関係・人的関係調査票 

オ ３(1)イ(ｱ)ｃに規定する実績に係る一般財団法人日本建設情報総合センター

の業務実績情報システム（テクリス）による業務実績情報システムデータの写

し、当該実績に係る委託業務の委託契約書の写し又は当該実績を証明する書類

等の写し（入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。） 

カ 配置予定技術者調書及び資格を証する書類等の写し 

(3) 必要書類の提出方法等 

ア (2)ア、エ、オ及びカに掲げる書類 

電子入札システムにより提出すること。 

イ (2)イ及びウに掲げる書類 

(ｱ) 提出方法 一般書留又は簡易書留で提出すること。直接持参しての提出は



認めない。 

(ｲ) 提出期限 平成３０年７月１１日（水）必着 

(ｳ) 提出先 佐賀市栄町１番１号 

佐賀市総務部契約監理課 

(4) 電子入札システムへの共同企業体名の登録 

入札参加を希望する共同企業体の代表者は、電子入札システムにより入札参加

申請を行う際に、ＪＶ参加の欄にチェックを入れ、共同企業体名を登録すること。 

なお、共同企業体名の登録がない場合は、入札参加資格なしとする。 

５  入札参加資格の確認等 

入札参加資格の有無を、平成３０年７月１２日（木）までに共同企業体の代表者

に電子入札システムにより通知する。この場合において、入札参加資格がないと認

めた者については、その理由を付して通知するものとする。 

６  設計図書等の交付場所 

入札情報公開システム上 

７  設計図書等に対する質問及び回答 

(1) 質問期限 平成３０年７月１０日（火） 

(2) 質問先 佐賀市建設部道路整備課 

ファクシミリ番号 ０９５２－４０－７３９７ 

(3) 回答方法 平成３０年７月１２日（木）午前９時から佐賀市役所（建設部道路

整備課）において公表する。 

８ 入札の方法 

共同企業体の代表者が、電子入札システムにより行うこと。 

９ 入札を行える期間 

平成３０年７月１３日（金）午前９時から平成３０年７月１８日（水）午後４時

まで（佐賀市の休日に関する条例第１条に規定する市の休日を除く。）とする。 

１０ 積算内訳書の提出 

入札参加者は、入札と同時に当該入札に係る積算内訳書を電子入札システムによ

り提出しなければならない。 

１１  開札を行う日時及び場所 

(1) 日時  平成３０年７月２０日（金）午前９時３０分 

(2) 場所  佐賀市栄町１番１号 

佐賀市役所（総務部契約監理課） 

１２ 入札保証金 

免除 

１３ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の金額とする。ただし、契約金額が３００万円未



満の場合は、免除する。 

１４  予定価格及び最低制限価格 

(1) 予定価格は、落札者の決定後に公表する。 

(2) この公告に係る入札については、競争入札に係る最低制限価格制度事務処理要

領（平成２９年７月１８日施行）を適用し、最低制限価格を設定する。 

(3) 最低制限価格に満たない価格により入札を行った者は、落札者に決定しない。 

１５ 同日落札制限 

(1) この公告に係る案件は、同日落札制限を設定する。 

(2) 本案件と同日に開札を行う３(1)イ(ｱ)a(a)及び(b)に掲げる業務のいずれかの

業務を要件とする一般競争入札において、本案件より先に開札する案件を落札し

た者で、本案件において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に

該当するものは、本案件の落札者に決定しない。 

ア 本案件より先に開札する案件を落札した者が共同企業体の場合 

(ｱ) 当該共同企業体の構成員を含む共同企業体 

(ｲ) 当該共同企業体の構成員 

イ 本案件より先に開札する案件を落札した者が単体企業（共同企業体でないも

のをいう。以下同じ。）の場合 

(ｱ) 当該単体企業を含む共同企業体 

(ｲ) 当該単体企業 

１６ 入札の無効 

次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者 

(2) 入札について不正行為を行った者 

(3) 本委託業務名とは異なる委託業務名を記入してある積算内訳書を送付した者 

(4) 積算内訳書の積算価格と入札書の入札金額との差が１万円以上ある者 

(5) 入札金額について、誤脱及び判読不可能な記載をした者 

(6) １人で２以上の入札をした者 

(7) 本案件と同日に開札を行う３(1)イ(ｱ)a(a)及び(b)に掲げる業務のいずれかの

業務を要件とする一般競争入札において、本案件より先に開札する案件を落札し

た者で、本案件において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に

該当するもの。 

ア 本案件より先に開札する案件を落札した者が共同企業体の場合 

(ｱ) 当該共同企業体の構成員を含む共同企業体 

(ｲ) 当該共同企業体の構成員 

イ 本案件より先に開札する案件を落札した者が単体企業の場合 

(ｱ) 当該単体企業を含む共同企業体 



(ｲ) 当該単体企業 

１７ 落札者の決定の取消し 

落札者の決定の日から契約締結の日の前日までの期間に、落札者（共同企業体の

場合は、その構成員のいずれかの者）が次に掲げる場合又は(1)若しくは(2)に掲げ

る措置要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けた場合は、落札者の決定を取

り消すものとする。この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 

(1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領（平成２８年４月１日施行）

に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件に該当

する場合 

(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係に

係る措置要件に該当する場合 

(3) 配置予定技術者調書に記載した配置予定技術者（以下「配置予定技術者」とい

う。）を当該委託業務に配置できなくなった場合（配置予定技術者の病休、死亡、

退職等によりやむを得ないと市長が認める場合を除く。） 

１８  その他 

(1) この公告に定めるもののほか、入札参加申請、入札及び落札者の決定方法等の

事務手続並びに入札参加資格の欠格要件、入札の中止の条件等については、佐賀

市電子入札執行要領（平成２８年４月１日施行）、申込同時入札型条件付一般競

争入札実施要領（平成２８年４月１日施行）、競争入札に係る最低制限価格制度

事務処理要領及び佐賀市建設工事等に関する入札心得（平成２９年１０月１日施

行）の規定による。 

(2) 契約締結後において、本委託業務に配置予定技術者を配置できなくなった場合

は、配置予定技術者と同等以上の技術者であると市長が認める者を当該委託業務

に配置すること。 

(3) 本委託業務に係る下請契約については、佐賀市内に本店を有している者を優先

活用するよう努めること。 

(4) 問合せ先 

ア  公告の内容に関すること。 

佐賀市栄町１番１号 

佐賀市総務部契約監理課 

電話  ０９５２－４０－７１５２ 

イ  委託業務の概要に関すること。 

佐賀市栄町１番１号 

佐賀市建設部道路整備課 

電話  ０９５２－４０－７１７６ 


