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３交野市入札公告第１６号 

 

入  札  公  告 

 

 下記のとおり制限付一般競争入札（実績申告事後審査郵便型）を行うので公告する。 

 

 令和３年８月１７日 

交野市長 黒 田  実 

（公印省略） 

 

記 

 

１．入札に付する事項 

 （１）工 事 名     星田駅前線道路新設改良工事 

  （２）工事場所    枚方市高田一丁目地内 

  （３）工事概要    ・道路土工 

             ・擁壁工 

             ・石・ブロック積（張）工 

             ・カルバート工 

             ・排水構造物工 

             ・構造物撤去工 

             ・舗装工 

             ・縁石工 

             ・仮設工 

（４）工  期    本契約日の翌日から令和４年３月１８日まで 

 （５）予定価格    ￥２１９，７１４，０００円（消費税を含む） 

            ￥１９９，７４０，０００円（消費税を除く） 

  （６）最低制限価格  ￥１６３，２１０，０００円（消費税を除く） 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

   本入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

  （１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該

当しない者であること。 

  （２）令和 3年度の交野市入札参加有資格者名簿【建設工事】の【土木工事】に登録され

ている業者であること。 
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（３）（２）の登録において、営業所等が交野市内に設置されている業者（市内業者・準

市内業者）であり、かつ、土木工事の格付がＡであること。 

（４）施工実績については、平成 23年度以降に、官公庁が発注する土木工事で市内業者

は予定価格の 15％以上、準市内業者は予定価格の 25%以上（いずれも税抜額)を元

請として、請負契約を締結し誠実に履行していること。 

  （５）特定建設業（土木工事）の許可を有し、監理技術者を配置できること。 

  （６）交野市建設工事等指名停止要綱による指名停止等の期間中でないこと。 

  （７）令和２年度に本市の制限付一般競争入札において落札実積がある場合、本市工事検

査室の工事成績評定点が 65点以上であること。 

  （８）次の各号のいずれにも該当しないこと。 

     イ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその

支店の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。）

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）

であると認められる者。 

     ロ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項に

おいて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

     ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

る者。 

     ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められる者。 

     ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められる者。 

  （９）別に定める実績申告にかかる評価基準点が３点以上であること。 

（10）本件の入札日において、本市の本年度の工事業種（土木、舗装、建築等全 29

種）における、制限付一般競争入札の落札実績（令和３年度分とみなす案件の実

績を含む）がないこと。ただし、制限付一般競争入札の落札実績がある場合にお

いても、本件公告日までに工事検査が完了し、かつこれに合格している場合には

この限りではない。また、市内に本店を置く業者は、技術者が配置できる限り２

件まで同時に落札できる。 

 

３．入札参加の申出 

  （１）本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

     ア 制限付一般競争入札（実績申告事後審査型）参加申出書 
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  （２）申出書の配布及び受付 

      日  時：令和 3年 8月 17日（火）～令和 3年 8月 26日（木） 

      配布方法：本市指定様式（制限付一般競争入札（実績申告事後審査郵便型）参加

申出書）を本市財務課ホームページよりダウンロード。 

    受付場所：交野市私部 1-1-1 交野市財務課 

         ※制限付一般競争入札参加申出書等は、持参するものとし、郵送又

は電送によるものは受け付けない。 

         ※受付は土、日、祝日を除く毎日午前 9時から午後 5時 30分まで 

 

４．現場説明 

   現場説明は行わない。 

 

５．入札参加確認 

   入札参加申出書の受付をもって参加確認とする。申出を行った者は、本市財務課ホーム

ページから入札関係書類（入札説明書・入札書）をダウンロードし、熟読すること。 

 

６．設計図書（仕様書、設計書等）の公開及び質問 

  （１）公開日時  令和 3年 8月 17日（火）～入札日まで 

  （２）公開方法  本市財務課ホームページ  

  （３）設計図書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問内容を記載しメールにより

送信すること。 

     ア 質問送信日時 令和 3年 8月 27日（金）午前 11時まで 

 イ 送信先   第二京阪道路沿道まちづくり推進室 

          メール：dai2-endou@city.katano.osaka.jp 

          電 話：072-892-0121 

         ※質問を送信した者は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

  （４）６（３）の質問に対しては、次のとおり回答する。 

     ア 回答日時  令和 3年 8月 30日（月）午後 3時以降 

     イ 回答方法  市ホームページにて回答を掲載。 

             ※自らの質問が反映されているか、必ず確認すること。 

 

７．契約条項等の閲覧 

   交野市財務規則及び工事請負契約約款については、閲覧することができる。 

     閲覧場所  財務課（交野市私部 1-1-1 交野市役所 本館 2階） 
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８．入札執行の日時及び場所（郵便入札） 

本件は郵便入札にて執行する。郵便入札については、別紙「郵便入札の要領について」

を熟読すること。 

（１）入札書提出期限 令和 3年 9月 3日（金）午後 5時 30分（必着） 

  （２）開札日時    令和 3年 9月 6日（月）午前 10時 00分 

  （３）開札場所    交野市私部 1-1-1 交野市役所 本館 2階 第 3会議室 

（４）その他     開札には、参加申出者から２名及び入札事務に関係のない部署

の市職員から１名の３名を基本として、開札立会人として指名

する。指名者には別途通知する。 

 

９．入札書の提出方法等 

  （１）入札書・入札内訳書は市ホームページから本件で指定する様式をダウンロードし

て使用すること。 

（２）入札参加者は、設計図書等及び現場等を熟覧のうえ総価により入札しなければな

らない。なお、入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110分の 100に相当する金額

（税抜き金額）を記載すること。 

  （３）入札参加者は、指定の入札書及び入札内訳書に記名押印し、別紙郵便入札要領に

基づき提出すること。 

  （４）入札執行回数は 1回を限度とする。 

 

10．入札保証金  

   交野市財務規則第 77条第 1項の規定により免除とする。 

 

11．無効の入札 

   次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  （１）本入札に参加する資格を有しない者のした入札 

  （２）所定の日時及び場所に提出しない入札 

  （３）入札者本人以外の入札（郵便入札のため、原則代理人による入札は認めない） 

  （４）予定価格を超えた価格の入札 

  （５）連合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 

  （６）同一の入札について、２以上の入札をした者の入札 

  （７）同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ね又は２人以上の代理人を

した者の入札 

  （８）金額を訂正した入札 

  （９）金額の記載が不明確で判読不可能な入札 

  （10）記名押印を欠く入札 
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  （11）誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な入札 

  （12）前各号に掲げるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札 

 

12. 落札候補者の決定方法 

   落札候補者の決定方法は次のとおりとする。 

（１）予定価格の範囲内で行われた有効な入札のうち、最も安価な価格を提示したもの

を落札候補者（第 1位）とし、以下、安価な順に落札候補者の順位とする。 

（２）同価の入札が複数あった場合は、くじにて順位を決定する。 

（３）落札候補者（第 1位）となった者へは、開札日の午後 4時までに本市から連絡を

行う。 

 

13. 入札参加資格審査及び落札者の決定 

   落札候補者（第 1位）となった者は、入札日当日もしくはその翌日（土曜・日曜日、

祝日を除く）に次の書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。審査

の結果、資格があると確認された場合は落札者と決定する。もし、資格がない場合は、

次順位の者を審査し、以下も同様とする。なお、審査の結果はメールにて通知する。 

ア ２（５）に掲げる配置予定の技術者資格を証する書面の写し 

イ 前記の技術者が申請業者に現在勤務していることを証明する書類（健康保険被保

険者証等） 

ウ ２（４）の施工実績を証する書面又は契約書の写し 

エ 経営事項審査結果通知書（本入札公告日現在、最新のもの）の写し 

オ 実績申告に関する書類一式（申告書、一覧表、調書及び各種証明書類） 

 

14．契約保証金 

   契約の締結に際しては、契約金額の 100分の 10以上の契約保証金を納付しなければ

ならない。ただし、次に該当するときは契約保証金を免除する。 

  （１）契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。（保険金額は契約金額の 10分の 1以上とする） 

 

15. 議決対象契約 

   本入札案件は、交野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

例第 2 条に規定する議会の議決に付すべき契約に該当するため、決定した落札者とは一

旦仮契約を締結する。その後、当該仮契約にかかる議会の議決を得たとき、当該仮契約書

は本契約書として効力を生じるものとし、議決日をもって本契約日とする。 
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16．支払条件 

   前払金 有 

   部分払 無 

 

17．担当部署 

   事業担当      第二京阪道路沿道まちづくり推進室 

   入札（契約）担当  財務課 


