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公告第 155 号 

  

入札公告 

 

上田市が発注する建設工事について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政

令」という。）第１６７条の６の規定により、次のとおり公告します。 

本件は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の一般競争

入札です。 

 

 

平成３０年１０月５日 

 

上田市長 土 屋 陽 一 

 

１ 概要 

上田市では、新本庁舎建設工事の受注者選定に際し、受注者が実施設計技術協力及び施工を

一括して行う「実施設計技術協力・施工一括発注方式」を採用することとした。 

新本庁舎建設工事の施工順序においては、既存本庁舎低層棟及び西庁舎を解体し、隣接する

高層棟や南庁舎が運用されるなか、新本庁舎の建設工事を行うローリング計画を策定する。工

事中の施工計画、仮設計画等により全体の工期短縮が可能なことや、来庁者、職員等への安全

性の確保に大きく影響することから、上田市、実施設計者と協働し、施工者の立場から高度な

技術提案および技術協力を行い、確実な工事施工に結び付けていくことを目的に、実施設計技

術協力・施工を行う受注者を総合評価方式の一般競争入札にて選定する。 

 

２ 入札対象工事 

（１） 工事名 

上田市新本庁舎建設工事 

（２） 工事場所 

長野県上田市大手１－１１－１６ 

（３） 業務の履行期間 

上田市議会の議決の日から２０２１年３月３１日まで 

なお、技術提案により工期が短縮された場合は提案された期日までとする。 

（４） 工事対象 

ア  上田市新本庁舎建設工事（建築工事、電気設備工事、給排水衛生・空調設備工事、太陽光

発電設備工事） 

イ  本庁舎低層棟・西庁舎・駐輪場・外構（第１期外構工事範囲）の解体工事 
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ウ 第１期外構工事（新本庁舎廻り） 

（５） 工事概要 

ア  新本庁舎建設工事 

構造：鉄骨造・鉄筋コンクリート造 

延床面積：13,050.57 ㎡ （容積対象面積：12,850.73 ㎡） 

階数：地上６階、地下１階 

主要用途：庁舎 

イ  本庁舎低層棟・西庁舎・駐輪場・外構（第１期外構工事範囲）の解体工事 

本庁舎低層棟 

a. 施設の延べ面積 1,501.88 ㎡ 

b. 主要構造    鉄筋コンクリート造 

西庁舎 

a. 施設の延べ面積 1,049.76 ㎡ 

b. 主要構造    鉄筋コンクリート造 

駐輪場 

a. 施設の延べ面積 56.5 ㎡（水平投影面積 85.49 ㎡） 

b. 主要構造    鉄骨造 

外構（第１期外構工事範囲） 

 a. 新本庁舎廻り（基本設計図書による） 

ウ 第１期外構工事 

a. 新本庁舎廻り（基本設計図書による） 

※なお、本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事です。 

また、第２期外構工事、南庁舎内装改修工事及び本庁舎高層棟解体工事は別途発注とな

ります。 

（６） 業務内容 

ア  上田市新本庁舎建設にかかる実施設計技術協力業務 

イ  上田市本庁舎低層棟、西庁舎、駐輪場、外構（第 1期外構工事範囲）の解体工事にかかる

実施設計業務 

ウ 上田市本庁舎低層棟、西庁舎、駐輪場、外構（第 1期外構工事範囲）の解体工事にかかる

実施設計積算業務 

エ 新本庁舎建設工事実施設計積算業務 

オ  施工業務（上田市本庁舎低層棟・西庁舎・駐輪場・外構（第 1 期外構工事範囲）の解体工

事、新本庁舎建設工事、第 1 期外構工事） 

   ※業務の詳細は特記仕様書によります。 
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（７）予定価格 

   ６，１６２，８３０，０００円（税抜） 

※金額には（６）の業務内容を全て含みます。 

（８）最低制限価格 

   設定しない 

（９）低入札価格調査 

   別紙の「上田市新本庁舎建設工事に係る低入札価格調査制度実施要領」のとおり行います。 

（１０） 本工事は、「企業の信頼性・社会性、地域貢献度、技術力」について記述した技術等提

案資料を受け付け、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評

価落札方式の工事です。 

 

３ 競争入札参加資格 

本工事の競争入札参加資格を有する者は、平成２９・３０年度上田市建設工事入札参加資格者

名簿（以下「名簿」という。）に登載された者で、次に掲げる要件をすべて満たし、上田市長に

より本工事に係る入札参加資格の確認を受けた者とします。なお、本工事は、単体企業（以下

「単体」という。）又は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による施工と

します。 

（１） 単体、共同企業体代表者、共同企業体第２位以降の構成員すべてに共通の要件 

ア  建築一式工事に係る現に有効な経営事項審査結果通知書を提出できる者であること。 

イ  建築工事業に係る特定建設業の許可を受けている者であること。 

ウ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

エ  この公告の日から入札書提出の日までの間に「上田市建設工事等入札参加資格者に係る指

名停止要綱」（平成２２年告示第８０号。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停

止を受けている者でないこと。 

オ  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者（更生手続

開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。 

カ  上田市暴力団排除条例（平成２４年条例第６号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同

条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

キ  次に掲げる者は、同一の一般競争入札に参加できない。 

① 会社法(平成１７年法律第８６号)第２条第３号及び第４号に規定する親会社と子会社の

関係にある者又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者。 

② 一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の代表権のある役員又は他方の会社の管財

人を現に兼ねている者。 
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③ 上田市特定建設工事共同企業体取扱要領の規定に違反する者。 

④ ２以上の共同企業体の構成員となっている者。 

（２） 単体または共同企業体代表者の要件 

ア  直近の経営事項審査結果通知書の「建築一式」の総合評定値（Ｐ）が１，６００点以上で

あること。 

イ 平成２１年４月以降、平成３０年３月末日までに完成・引渡しが完了した免震構造の延床

面積 5,000 ㎡以上の庁舎または事務所ビルの元請けとしての施工実績があること。 

ウ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証（平成１６年２月２９日以前に交付を受け

た者は監理技術者資格者証、平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた者であ

って、平成１６年３月１日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は監理技術者資格

者証及び指定講習受講終了証。）を保有する当該工事に関する一級建築施工管理技士又は

一級建築士の資格を有する者で、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加

申し込みを行った日以前に３か月以上の期間、継続した雇用関係があること。）がある者

１名を対象工事に専任で配置できる者であること。なお、配置予定技術者の変更について

は、病休・死亡・退職等の上田市が認める理由のほかは、原則として工事完了まで認めな

い。 

（３） 共同企業体第２位以降の構成員の要件 

ア  上田市内に本店を有し、上田市における入札参加資格「建築一式」の等級が「Ａ」である

こと。 

イ  建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく主任技術者として当該建設業者と直接的

かつ恒常的な雇用関係（入札参加申し込みを行った日以前に３か月以上の期間、継続した

雇用関係があること。）がある者１名を対象工事に専任で配置できる者であること。なお、

配置予定技術者の変更については、病休・死亡・退職等の上田市が認める理由のほかは、

原則として工事完了まで認めない。 

（４） 共同企業体の要件 

ア  共同企業体での入札参加希望者は自主的に共同企業体を結成すること。名称は共同企業体

が特定できる名称を付すること。 

イ  共同企業体は、代表者となる第１位構成員と第２位構成員の２者、または第３位構成員も

含めた３者で結成すること。構成員の出資比率は、２者で結成する場合は１００分の２０

以上、３者で結成する場合は１００分の１５以上とする。また、代表者の出資比率は１０

０分の５０以上とし構成員中最大とする。 

（５）単体及び共同企業体が配置すべき技術者 

ア 単体企業の配置すべき技術者は表－１のとおりとする。 

イ ２者共同企業体の配置すべき技術者は表－２のとおりとする。 

ウ ３者共同企業体の配置すべき技術者は表－３のとおりとする。 

 



 

 5 / 16 

 

 

表-１　競争入札参加資格と配置すべき技術者（単体企業）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の経営事項審査結果通知書の「建築一式」の総合評定値（P）が1,600点以上の者

施工実績（企業要件）

技術協力業務 管理技術者（技術協力） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（解体設計）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能

解体設計業務 管理技術者（解体設計） 一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能
解体積算業務 管理技術者（解体積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（新本庁舎積算）と

兼任することが可能
新本庁舎積算業務 管理技術者（新本庁舎積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体積算）と兼任

することが可能
解体施工業務 現場代理人（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、監理

技術者（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

監理技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、現場
代理人（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

主任技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任）
新本庁舎施工業務 現場代理人（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（新本庁舎）、監理

技術者（解体）と兼任することが可能

監理技術者（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、現場代理人（新本庁舎）、監理
技術者（解体）と兼任することが可能

主任技術者（建築） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任）

主任技術者（電気） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（機械）と兼任することが可能
主任技術者（機械） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（電気）と兼任することが可能

：総合評価（担当者実績）対象者

平成21年4月以降平成30年3月末日までに完成・引渡しが完了した免震構造の延床面積5,000
㎡以上の庁舎または事務所ビルの元請けとしての施工実績があること。
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表-２　競争入札参加資格と配置すべき技術者（２者共同企業体）
共同企業体代表者（出資比率50％以上）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の経営事項審査結果通知書の「建築一式」の総合評定値（P）が1,600点以上の者

施工実績（企業要件）

技術協力業務 管理技術者（技術協力） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（解体設計）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能

解体設計業務 管理技術者（解体設計） 一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能
解体積算業務 管理技術者（解体積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（新本庁舎積算）と

兼任することが可能
新本庁舎積算業務 管理技術者（新本庁舎積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体積算）と兼任

することが可能
解体施工業務 現場代理人（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、監理

技術者（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

監理技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、現場
代理人（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

新本庁舎施工業務 現場代理人（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（新本庁舎）、監理

技術者（解体）と兼任することが可能

監理技術者（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、現場代理人（新本庁舎）、監理
技術者（解体）と兼任することが可能

主任技術者（電気） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（機械）と兼任することが可能
主任技術者（機械） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（電気）と兼任することが可能

共同企業体構成員（出資比率20％以上）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
本店所在地 上田市内に本店を有する者
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の上田市における入札参加資格「建築一式」の等級が「Ａ」である者
解体施工業務 主任技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）

新本庁舎施工業務 主任技術者（建築） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）

：総合評価（担当者実績）対象者

平成21年4月以降平成30年3月末日までに完成・引渡しが完了した免震構造の延床面積5,000
㎡以上の庁舎または事務所ビルの元請けとしての施工実績があること。
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表-３　競争入札参加資格と配置すべき技術者（３者共同企業体）
共同企業体代表者（出資比率50％以上）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の経営事項審査結果通知書の「建築一式」の総合評定値（P）が1,600点以上の者

施工実績（企業要件）

技術協力業務 管理技術者（技術協力） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（解体設計）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能

解体設計業務 管理技術者（解体設計） 一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（解体）、監理技術

者（新本庁舎）と兼任することが可能
解体積算業務 管理技術者（解体積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（新本庁舎積算）と

兼任することが可能
新本庁舎積算業務 管理技術者（新本庁舎積算） 建築コスト管理士または建築積算士の資格を有すること
における配置すべき技術者 ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体積算）と兼任

することが可能
解体施工業務 現場代理人（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、監理

技術者（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

監理技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、管理技術者（解体設計）、現場
代理人（解体）、監理技術者（新本庁舎）と兼任することが
可能

新本庁舎施工業務 現場代理人（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任） ※管理技術者（技術協力）、監理技術者（新本庁舎）、監理

技術者（解体）と兼任することが可能

監理技術者（新本庁舎） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること

（専任） 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
※管理技術者（技術協力）、現場代理人（新本庁舎）、監理
技術者（解体）と兼任することが可能

主任技術者（電気） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（機械）と兼任することが可能
主任技術者（機械） 建築設備士または設備設計一級建築士

※主任技術者（電気）と兼任することが可能

共同企業体構成員1（出資比率15％以上）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
本店所在地 上田市内に本店を有する者
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の上田市における入札参加資格「建築一式」の等級が「Ａ」である者
解体施工業務 主任技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）

新本庁舎施工業務 主任技術者（建築） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）

共同企業体構成員2（出資比率15％以上）

工種 建築一式（設備・解体含む）一括発注方式
本店所在地 上田市内に本店を有する者
名簿登録 平成29・30年度上田市建設工事入札参加資格者名簿に登録された者
建設業許可 特定建設業の許可を受けている者
等級格付け 直近の上田市における入札参加資格「建築一式」の等級が「Ａ」である者
解体施工業務 主任技術者（解体） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）
新本庁舎施工業務 主任技術者（建築） 一級建築施工管理技士または一級建築士の資格を有すること
における配置すべき技術者 （専任）

：総合評価（担当者実績）対象者

平成21年4月以降平成30年3月末日までに完成・引渡しが完了した免震構造の延床面積5,000
㎡以上の庁舎または事務所ビルの元請けとしての施工実績があること。
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４ 入札参加申請 

本工事に入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加資格確認申請書等を提出し、本工事

に係る入札参加資格の確認を受けることとします。 

（１） 単体の提出書類（指定様式は上田市財政部契約検査課にて販売する電子媒体に保存された

様式集による） 

ア  様式第 1-1 入札参加資格確認申請書（単体用）１部 

イ  様式第 3-1 配置技術者届（単体用）１部 

ウ 様式第 9-1～第 9-5 号 担当技術者・企業の施工実績（添付資料共） 各１部 

エ 直近の有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し１部 

（２） 共同企業体の提出書類（指定様式は上田市財政部契約検査課にて販売する電子媒体に保存

された様式集による） 

ア  様式第 1-2 号または第 1-3 号 特定建設工事共同企業体入札参加資格確認申請書（2 者 JV

用／3 者 JV 用）１部 

イ  様式第 2-1 号または第 2-2 号 特定建設工事共同企業体協定書（2 者 JV 用／3 者 JV 用）

１部 

ウ  様式第 4 号 委任状（JV 用）１部 

エ 様式第 3-2 号および第 3-3 号 配置技術者届（JV 代表構成員用／JV 構成員用）各１部※ 

オ 様式第 9-1～第 9-5 号 担当技術者・企業の施工実績（添付資料共） 各１部 

カ  直近の有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し１部※ 

※ 共同企業体の場合は、構成員すべてについて提出すること。 

（３） 入札参加資格確認申請書等の提出 

平成３０年１０月９日（火）から平成３０年１０月２２日（月）まで（この期間内の土曜

日、日曜日、祝祭日を除く。最終日は午後５時まで）に、上田市財政部契約検査課へ持参に

より提出してください。持参する日時はあらかじめ上田市財政部契約検査課に連絡した上で、

持参してください。 

（４） 確認結果通知 

平成３０年１０月２６日（金）までに電子メールにより行います。 

（５） 非認定の場合の説明請求 

平成３０年１０月３１日（水）まで（最終日は午後５時まで）に、上田市財政部契約検査

課へ持参により提出してください。 

（６） 説明請求に対する回答 

請求を受けた日から４日以内に書面により行います。 

 

５ 総合評価方式に関する事項 

別紙「上田市新本庁舎建設工事 総合評価（一般競争入札）実施要領」、「上田市新本庁舎建

設工事入札に関する技術提案・VE 提案資料説明書」のとおりとします。 
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６ 設計図書等の配布 

設計図書等を保存した電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ）を３，０００円（税込）にて販売します。 

（１） 販売期間 

公告日の翌日（平成３０年１０月９日）から平成３０年１０月２２日（月）まで（この期間内

の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 午前９時から午後５時まで 

（２） 販売場所 

長野県上田市大手２－４－４ 

上田市役所分室３階上田市財政部契約検査課 

電話０２６８－２３－５２５７（直通） 

 

７ 入札参加資格に関する質問・回答 

（１） 質問の受付 

公告日の翌日から平成３０年１０月１２日（金）まで（最終日は午後４時まで）に、上田市

財政部契約検査課へ電子メール（「１９問い合わせ」に記載のメールアドレス宛）により送信

してください。送信時に質問の到達確認を行ってください。質問書は様式集の「様式第 5 号

質問回答書（入札参加資格確認申請）」を使用してください。 

（２） 質問への回答 

平成３０年１０月１７日（水）に一括で行い、上田市ホームページへ掲載し閲覧に供します。 

 

８ 入札方法及び設計図書、技術提案、ＶＥ提案などに関する質問・回答 

（１） 質問の受付 

公告日の翌日から平成３０年１０月２４日（水）まで（最終日は午後４時まで）に、上田市

財政部契約検査課へ電子メール（「１９問い合わせ」に記載のメールアドレス宛）により送信

してください。送信時に質問の到達確認を行ってください。質問書は様式集の「様式第 6 号

質問回答書（交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等）」を使用してください。 

（２） 質問への回答 

平成３０年１０月３１日（水）に一括で行い、上田市ホームページへ掲載し閲覧に供します。 

 

９ 技術提案書・ＶＥ提案書資料の提出 

（１） 提出期限 

平成３０年１１月２６日（月） 午後５時まで 

（２） 提出場所 

長野県上田市大手２－４－４ 

上田市役所分室３階上田市財政部契約検査課 

（３） 提出方法 

上記提出場所へ直接持参すること。 
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※ 提出書類・部数等詳細は「上田市新本庁舎建設工事 総合評価（一般競争入札）実施要領」、

「上田市新本庁舎建設工事入札に関する技術提案・ＶＥ提案資料説明書」を参照してください。 

 

１０ ＶＥ提案金額の提出 

（１） 提出期限 

平成３０年１２月４日（火） 午後５時まで 

（２） 提出場所 

長野県上田市大手２－４－４ 

上田市役所分室３階上田市財政部契約検査課 

（３） 提出方法 

上記提出場所へ直接持参すること。 

※提出書類・部数等詳細は「上田市新本庁舎建設工事 総合評価（一般競争入札）実施要領」、

「上田市新本庁舎建設工事入札に関する技術提案・VE 提案資料説明書」を参照してください。 

 

１１ ヒアリングの実施 

（１） 日時 

平成３０年１２月６日（木）（ヒアリング時間は入札参加者に別途ご連絡します。必要に応じ

て再ヒアリングを別日程にて実施することがあります。） 

（２） ヒアリング実施場所 

長野県上田市天神１－８－１ 

上田駅前ビル パレオ２階会議室 

（３） 持参資料 

平成３０年１２月３日（月）に、技術提案内容、ＶＥ提案内容に対する質問書を電子メールに

て送信しますので、質問に対する回答を記載し、ヒアリング当日に出力８部及びＣＤ－ＲＯＭ

にエクセルデータを保存したものを１枚持参すること。 

 

１２ ＶＥ提案の採否通知 

（１） 日時 

平成３０年１２月１２日（水） 午後５時まで 

（２） 通知方法 

電子メールにより行います。 

（電子メールは「上田市新本庁舎建設工事における技術提案・ＶＥ提案提出届」に記載された

担当者宛に送付します。） 

 

１３ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する
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額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額。）をもって落札価格とするので、入札者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、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。 

（１） 入札書の提出方法 

ア  入札参加者は入札書をもって入札することとし、入札書は持参してください。郵送又はＦ

ＡＸによる入札は認めません。なお、代理人が出席して入札する場合は、代表者からの委

任状を入札時に提出してください。 

イ  工事費内訳書及び工事費内訳明細書の提出が必要です。 

ウ 工事費内訳明細書は、原則として販売する電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ）に保存されている工事

費内訳明細書（金抜き）のとおり作成してください。工事費内訳明細書（金抜き）の見積

項目、数量は参考となりますので、入札参加者の責任のもと、必要に応じて見積項目、数

量の追加、修正を行うことを可とします。工事費内訳明細書（金抜き）で数量が記載され

ている見積項目の数量を一式表記に修正することは不可とします。 

（２）入札及び開札の日時及び場所等 

ア  日時：１２月２６日（水）午後１３時３０分予定 

イ  場所：長野県上田市二の丸１－２ 

旧市民会館事務棟２階第３・４会議室 

（３） 入札回数は１回とします。 

（４） 入札保証金 

入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の１００分の８とし、納付は免除します。（た

だし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。） 

（５） その他 

ア  入札金額は提出した技術提案及び採用として通知したＶＥ提案を反映したものとしてく

ださい。 

 

１４ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書又は資料に

虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とします。なお、

入札参加資格の確認を受けた者であっても、落札者決定までの間に３に掲げるいずれかの要件

を満たさなくなった者の行った入札は無効とします。 

 

１５ 落札者の決定方法 

（１） 総合評価の方法 

提出された入札書及び技術等提案資料を総合的に評価します。 

評価方法は、価格評価点（最高点：５０点）と技術等提案資料の内容に基づく技術評価点（最
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高点：５０）の合計で総合評価点を求める加算方式とします。 

総合評価点（最高点１００点）＝価格評価点（最高点５０点）＋技術評価点（最高点５０点） 

（２） 評価点の算定 

ア  価格評価点の算出方法は以下のとおりとします。（小数点以下第２位以下切捨て） 

・入札金額＝ＶＥ提案（「採用」の通知のあったものに限る）採用後工事費 

・入札価格率（％）＝（入札価格（税抜）／予定価格（税抜））×１００ 

 ◆入札価格率が１００％を超える場合 

  失格とし、評価しない。  

 ◆入札価格率が８７％を超え１００％以下の場合 

価格評価点＝ 

（価格点配点－基礎点）×（１－（（入札価格率－８７％）/（１３％））＋基礎点 

・価格点配点 ＝ ５０点 

・基礎点   ＝ ２５点 

   ◆入札価格率が８７％以下の場合 

    価格評価点＝ ５０点 

 

イ  技術評価点は「上田市新本庁舎建設工事 総合評価（一般競争入札）実施要領 ３ 技術

評価の方法」で示された評価方法によります。 

 

（３） 落札候補者の決定 

上記の総合評価点を比較し、最も総合評価点が高かった者を落札候補者として決定します。 

ただし、入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがないことを確認します。 

また、落札候補者決定に当たり、最高の総合評価点を獲得した者が複数いた場合には、技術

評価点が高い者を落札候補者とします。技術評価点も同点であった場合には、評価分類のＢ

－２（地域経済の活性化）の評価が高い者を落札候補者とします。それでも順位が決定しな

い場合には、くじにより落札候補者を決定します。 

（４）落札者の決定 

落札候補者から提出された工事費内訳明細書の審査を行い、工事費内訳明細書が適正であ

ると認められなかった場合は、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで行います。 

  落札候補者は、審査の結果、工事費内訳明細書が適正であると認められた場合は、落札者と

して決定の上、当該落札者に対し、電話等により連絡します。 

（５）総合評価結果の公表 

落札者決定後に次に掲げる事項について公表します。 
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(1)入札参加者名 

(2)各入札参加者の価格 

(3)各入札参加者の価格評価点 

(4)各入札参加者の技術評価点 

(5)各入札参加者の総合評価点 

※総合評価に関する審査結果を除き、入札参加者から提出された技術資料は公表しない。 

※各入札価格者の技術評価点の内訳明細は公表しない。 

 

１６ 積算疑義申立て・積算内訳書の閲覧 

  入札参加者は、積算疑義があるときは、開札日の翌日午前９時から申立てることができ、

開札日の翌日から起算して２日目（休日等除く）の午後３時までに、書面により疑義申立て

することができます。 

また、積算疑義の申立て期間中に公表用積算内訳書を閲覧することができます。 

 

１７ 入札事項等 

（１） 契約保証金 

契約金額の１０分の１以上の金銭的保証 

（２） 契約の締結 

ア 本工事は地方自治法第９６条第１項第５号に定める議決事件であるため、落札者は落札

決定後５日以内に仮契約を締結し、上田市議会の議決があったときに当該契約書を本契

約書とみなすものとします。 

イ 落札者（共同企業体構成員を含む。）が契約締結までの間に入札参加資格要件のいずれか

の要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、仮契

約期間中にあっては、仮契約を解除し本契約を締結しないことがあります。また、上田

市は損害賠償の責を負わないものとします。 

（３） 前金払 

約款による。 

（４） 中間前金払 

約款による。 

（５） 部分払 

約款による。 

（６） 談合の禁止及び談合に対する措置 

入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明ら

かになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違

約金を支払わなければならない。 
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（７） 技術等の提案における履行の担保 

ア  落札者は、その技術等の提案の実現に向けて上田市及び設計者と三者協定を締結するもの

とします。 

イ  技術等の提案が、落札者の責により履行されない場合、上田市は上田市新本庁舎建設工事

請負契約に関する特約条項に基づき、請負代金の一部返還を求めることとします。 

（８） 現場説明会は行ないません。 

（９） その他公告にない事項については、「上田市特定建設工事共同企業体取扱要領」及び「入

札心得」等を熟読してください。 

（１０）本入札の参加に要する費用は全て参加者の負担とします。  
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１８ スケジュール 

 

平成３０年１０月 ５日  入札公告 

平成３０年１０月 ９日  設計図書、様式交付開始 

             入札参加資格に関する質問受付開始 

             交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問受付開始 

平成３０年１０月１２日  入札参加資格に関する質問の提出期限 

平成３０年１０月１７日  入札参加資格に関する質問回答 

平成３０年１０月２２日  入札参加申請提出期限 

             設計図書、様式等交付期限 

平成３０年１０月２４日  交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問書の提出

期限 

平成３０年１０月２６日  入札参加資格確認通知送付 

平成３０年１０月３１日  交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問回答 

平成３０年１１月２６日  技術提案書・ＶＥ提案書提出期限 

平成３０年１２月 ３日  提案内容に対するヒアリング質疑配布 

平成３０年１２月 ４日  ＶＥ提案金額提出期限 

平成３０年１２月 ６日  提案内容に対するヒアリング（ヒアリング質疑回答を持参ください） 

平成３０年１２月１２日  ＶＥ提案の採否通知 

平成３０年１２月２６日  価格提案書入札・開札 

平成３０年１２月２７日  公表用積算内訳書閲覧請求、積算疑義申立て受付 

平成３０年１２月２８日  積算疑義申立て受付期限（午後３時締切） 

平成３１年 １月 ４日  積算疑義申立て回答、落札者候補者決定通知送付 

平成３１年 １月 ９日（予定） 落札者決定通知（低入札価格調査に該当しない場合） 

平成３１年 １月１１日（予定） 落札者決定通知（低入札価格調査に該当する場合） 

 

１９ 問合せ先 

上田市財政部契約検査課契約担当（上田市役所分室３階） 

TEL ０２６８－２３－５２５７（直通） 

FAX ０２６８－２３－５１１６（直通） 

メール keiyakukensa@city.ueda.nagano.jp 
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帳票

10/9-10/12

回答10/17

10/9-10/24

回答10/31

10/9-10/22

　　　　審査

入札参加資格が認められない者 10/26

10/26-10/31

11/5

10/9-11/26

10/9-12/4

12/12

予定価格を超える入札価格を提示した者 12/26

12/27-12/28

1/11

落札決定後5日以内
工事請負仮契約

落札者の決定通知
（工事費内訳明細書の審査と低

入札価格調査の場合）
※市ホームページで入札結果の

公表）

落札者の決定通知
（工事費内訳明細書の審査のみの場合）

※市ホームページで入札結果の公表

1/4

1/4

1/9

落札者候補者の決定通知

工事費内訳明細書の審査

低入札価格調査
（該当の場合）

VE採否通知

入札・開札

入札経過の公表
（契約検査課での閲覧）

公表用積算内訳書
（金額入り設計書）の閲覧

（入札参加書のみ）

疑義申立て受付
（12/28午後3時締切）

申立て内容の精査・回答

失格

提案内容に対する
ヒアリング質疑通知

技術提案書、VE提案書提出

ヒアリング質疑回答書提出
ヒアリング実施

12/3

12/6

VE提案
金額提出

参加資格確認通知

理由の説明請求
に係る回答

参加資格がないと認めた
理由の説明請求

失格

入札参加資格審査書類
の提出

上田市新本庁舎建設工事一般競争入札における事務処理の流れ

公告

質問受付・回答
（入札参加資格審査）

質問受付・回答
（交付図書等）

10/5

様式第12号 入札書（単独）

様式第13号 委任状（入札書用）

様式第14号 工事費内訳書

工事費内訳明細書

様式第11-1号 VE提案一覧表

様式第7号

参加資格がないと認めた理由の説明請求書

様式第6号

質問回答書（交付図書等）

様式第5号

質問回答書（入札参加資格審査）

様式第1号 資格確認申請書

（単体用/JV用）

様式第2号 協定書（JV用）

様式第3号 配置技術者届

（単体用/JV用）

様式第4号 委任状（JV用）

様式第9-1～9-5号

担当技術者/企業の施工実績

様式第8号 技術等提案資料提出届

様式第10-1～10-3号 技術提案

様式第11-1号 VE提案一覧表

様式第11-2号 VE提案の詳細内容

様式第17号

公表用積算内訳書閲覧請求書

様式第18号 積算疑義申立書

様式第15号 工程表・着手届

様式第16号 請負代金内訳書


