
入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本工事は提出された技術提案書に基づき、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落札方式（簡易型）を行います。

平成２１年 ６月２６日

分任支出負担行為担当官

天竜森林管理署長 福本嗣久

１．工事の概要

（１）入 札 番 号 第１号

（２）工 事 名 扇山(本坂)林道(自２)新設工事

（３）工 事 場 所 静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂 本坂国有林

（４）工事内容等 別紙のとおり

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第

７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）関東森林管理局における土木一式工事に係る平成２１・２２年度一般競争（指名競

争）入札参加資格の認定を受けていること。（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がなされている者又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開

始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争（指名競争）入札

参加資格の再確認を受けていること。）

（４）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（（３）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

（５）関東森林管理局における土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定の際の等級区

分がＢ等級、Ｃ等級又はＤ等級であること。

（６）静岡県内に建設業法に基づく本店又は支店（営業所を含む）が所在すること。

（７）森林管理局長、森林管理署長、支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長

（以下「局長等」という。）が発注した土木一式工事で、平成１９年４月１日以降に

完成し工事成績評定が行われている場合は、すべての当該工事に係る評定点合計の平

均が６５点以上であること。

（８）次の要件を満たす施工実績を有すること。

ア 平成６年４月１日以降に完成・引渡しが完了した同種工事の元請としての施工実



績を有する者であること。（共同事業体としての施工実績は、出資比率が２０％以

上の場合のものに限る。）なお、当該工事は、最終契約金額が５００万円以上の工

事実績であること。

イ 上記アの施工実績は、局長等が発注した工事で平成１７年１０月１日以降に工事

成績評定が行われたものにあっては、当該工事に係る評定点合計が６５点以上であ

ること。

ウ 同種工事は、「林道、林道規程の自動車道の構造・規格を満たす作業道、治山事

業における保安林管理道及び治山資材運搬路の新設工事」のいずれかとする。

（９）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できる者であること。

ア 主任技術者にあっては、次のいずれかに該当する者であること。

(ｱ) １級建設機械施工技士若しくは２級建設機械施工技士又は１級土木施工管理

技士若しくは２級土木施工管理技士の資格を有する者。

(ｲ) 技術士（建設部門、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限

る。）又は農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。））の資格

を有する者。

(ｳ) 林業技士の登録（森林土木部門に限る）を受けた者。

(ｴ) 土木工事業について、１級国家資格と同等以上の能力を有すると国土交通大

臣に認定された者。

(ｵ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等

学校を卒業した後５年以上、又は同法による大学若しくは、高等専門学校を卒

業した後３年以上、実務の経験を有したもので、在学中に国土交通省令で定め

る学科を修めた者。

(ｶ) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、１０年以上実務の経験

を有する者。

(ｷ) 国土交通大臣が(ｵ)又は(ｶ)に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は、技能

を有するものと認定した者。

イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する

者であって、建設業の種類を土木工事業とする者であること。

ウ 平成６年４月１日以降に完成・引渡しが完了した同種工事（（８）ウに同じ。）

の施工実績を有する者であること。なお、当該工事は、最終契約金額が５００万円

以上の工事であり、主任技術者、監理技術者又は現場代理人として従事した工事と

する。

エ 上記ウの施工実績は局長等が発注した工事で平成１７年１０月１日以降に工事成

績評定が行われたものにあっては、当該工事に係る評定点合計が６５点以上である

こと。

オ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事

にあっては、配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係が３において示す申請

の受付日以前に３ヶ月以上あること。

（10）関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和

５９年６月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。



（11）１の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

なお、当該受託者は、「 ㈱森林テクニクス静岡支店 」であり、「資本面において

関連がある建設業者」とは、受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式

を有するか、その出資総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者をいい、

「人事面において関連がある建設業者」とは、建設業者の代表権を有する役員が受託

者の代表権を有する役員を兼ねている場合の当該建設業者をいう。

（12）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月7日付け19経

第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員

が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工

事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３．競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書（以下「確認申請書

等」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）の提出及び受

付に関する事項

（１）受付期間 平成２１年 ６月２９日から平成２１年 ７月１０日までの間（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）の午前１０時から午後 ４時まで（正午から午

後１時までを除く。）。

（２）提出先 〒４３４－００１２

静岡県浜松市浜北区中瀬２６６３－１

天竜森林管理署 業務第二課 土木係

電話 ０５０－３１６０－５６７０

（３）提出部数は１部とする。

（４）提出方法 確認申請書等及び確認資料は、入札説明書、技術提案書作成要領におい

て示す様式により作成し、入札に参加を希望する者の代表者又はこれに代

わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるもの

は受付けない。

（５）（１）の期限までに確認申請書等及び確認資料を提出しない者は、当該競争に参加

することができない。

４．確認資料の内容等

（１）同種工事の施工実績

（２）配置予定技術者の資格、経歴、同種工事の経験及び申請時における他の工事の従事

状況（複数の候補者でも可）

（３）工事成績評定（局長等が発注した土木一式工事で、平成１９年４月１日以降に完成

し工事成績評定が行われているものにあっては記載すること。）

５．競争参加資格の確認

（１）天竜森林管理署長は入札に参加を希望する者から提出された競争参加資格確認申請

書及び確認資料について所要の確認を行い、入札参加者を決定する。

（２）競争参加資格がないと認められた者は当該競争に参加できない。



（３）確認の結果は、競争参加資格確認通知書を平成２１年 ７月１４日までに発送して

通知する。なお、競争参加資格がないと認めた者に対しては当該通知書において、そ

の旨の理由を通知する。

（４）競争参加資格がないと認められた者は、天竜森林管理署長に対して、競争参加資格

がないと認めた理由について、次に従い書面（様式は任意）により説明を求めること

ができる。

ア 提出期限 平成２１年 ７月２４日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）午後

４時まで（正午から午後１時までを除く。）

イ 提出場所 ３の（２）に同じ

（５）（４）への回答は平成２１年 ７月２８日までに書面により行う。

６．入札に関する事項

（１）入札説明書等の配布又は閲覧（以下「配布等」という。）の期間及び場所

ア 配布等の期間

平成２１年 ６月２９日から平成２１年 ７月２８日までの間（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）の午前１０時から午後 ４時まで（正午から午後

１時までを除く。）。

イ 配布等の場所 ３の（２）に同じ

（２）入札説明書等に対する質問書の受付期間及び場所

ア 受付期間 平成２１年 ６月２９日から平成２１年 ７月２３日まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）の午前１０時から午後 ４時まで（正午か

ら午後１時までを除く。）

イ 受付場所 ３の（２）に同じ

（３）質問に対する回答書の閲覧期間及び場所

ア 閲覧期間 平成２１年 ７月２４日から平成２１年 ７月２８日まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）の午前１０時から午後 ４時まで（正午か

ら午後１時までを除く。）

イ 閲覧場所 ３の（２）に同じ

（４）現場説明について

現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。

（５）入札の開始日時、入札の締切日時、開札の日時、場所及び提出方法

ア 入札の開始は平成２１年 ７月２９日午前１０時００分とする。

イ 入札の締切は平成２１年 ７月２９日午前１０時１０分とする。

ウ 開札は入札の締切後、入札番号順に行う。

エ 入札書は３の（２）の入札室に持参すること。（電子入札は行わない）

オ 入札の執行に先立ち、天竜森林管理署長が競争参加資格があることを確認した

旨の通知書の写しを提出すること。

カ 第１回の入札に際し、入札参加者は工事費内訳書を入札投函時に提出すること。

工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、工種別に数量、単価、

金額等が記載されたものとする。

キ 郵送による入札は認めない。



７．落札者の決定方法

総合評価落札方式による入札を行うことから落札者の決定方法は次による。

ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内であるこ

と。

イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が２者以上ある場合は、当該者にくじを

引かせて落札者を決定する。

なお、当該者にくじを引く者がいない場合は、これに代わって入札執行事務に

関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

ウ 予決令第８５条の基準価格を下回った入札を行った者は、「評価値」の最も高

い入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

８．入札の無効

公告に示した競争参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに配布

した入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、天竜森林管理署長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、

開札の時において指名停止期間中である者等入札時点において競争参加資格のない者の

した入札は無効とする。

９．その他留意事項

（１）確認申請書と併せて、「林野庁退職者の雇用状況調査票」を提出すること。なお、

雇用の有無にかかわらず必ず提出すること。

（２）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（３）入札保証金 免除。

（４）契約保証金は、これを納付するものとする。

ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事

業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。

（５）落札者は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。なお、施

工に当たって、記載した技術者を変更できるのは、種々の状況からやむを得ないもの

として発注者が承認した場合に限る。

（６）総合評価落札方式における技術的要件及び入札の評価に関する基準は、技術提案書

作成要領に明記している。

（７）詳細は入札説明書等による。

（８）関連情報を入手するための照会窓口は３の（２）に同じ。



お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程

（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者か

ら不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保

持対策を実施しています。

詳しくは、当森林管理局のホームページhttp://www.kanto.kokuyurin.go.jpの「公

売・入札情報」をご覧下さい。



別紙

工事の概要

（１）入札番号 第１号

（２）工 事 名 扇山(本坂)林道(自２)新設工事

（３）工事場所 静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂 本坂国有林

（４）工事内容（施工延長・規格及び主な工種・数量）

・施工延長 ７３５ｍ

・規格 自動車道２級（B)

・林道新設工事（ L=735.0m W=3.6m ）

（５）工事区分 土木一式工事

（６）工 期 契約の翌日から平成２２年 ２月２５日


