
令和  ５年  ２月  ２７日  

堺      市 

 

松屋大和川 101号線ほか沿川通行環境整備工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

松屋大和川 101号線ほか沿川通行環境整備工事の設計図書等（積算参考資料）について、

下記１の通り、一部訂正しますので、お知らせいたします。 

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウ

ンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 

なお、本訂正に伴いまして、設計図書等配布期間、入札書提出期間、技術評価点通知日及

び開札予定日時について、下記２のとおり、変更します。 

つきましては、変更後の入札日程等をご確認の上、入札手続を行っていただきますようお

願いいたします。 

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

記 

１．設計図書等の訂正 

（１）訂正箇所 

・積算参考資料 ２頁   

  （２）訂正内容 

   ・別紙のとおり 

 

２．入札日程等の変更   

設計図書等 

配布期間 

変更前 
令和 5年 2月 1日（水）  午前 8時 00分から 

令和 5年 3月 14日（火）  午後 8時 00分まで 

変更後 
令和 5年 2月 1日（水）  午前 8時 00分から 

令和 5年 3月 20日（月）  午後 8時 00分まで 

入札書提出期間 

変更前 
令和 5年 3月  9日（木）  午前 8時 00分から 

令和 5年 3月 14日（火）  午後 8時 00分まで 

変更後 
令和 5年 3月 15日（水）  午前 8時 00分から 

令和 5年 3月 20日（月）  午後 8時 00分まで 

技術評価点 

通知日 

変更前 令和 5年 3月 16日（木）   

変更後 令和 5年 3月 23日（木）   

開札予定日時 
変更前 令和 5年 3月 29日（水）  午前 10時 00分 

変更後 令和 5年 4月  4日（火）  午前 10時 00分 

 



別紙

ページ 名 称 規 格 等 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

2
排水構造物工　U型側溝　材料費

L=2000
都市型側溝 JS-150同等品以上 単位 ｍ 個

2
排水構造物工　U型側溝　材料費  L=1000

 都市型側溝  JS-150管理桝同等品以上
単位 ｍ 個

積 算 参 考 資 料 正 誤 表

工事名称：松屋大和川101号線ほか沿川通行環境整備工事

1 / 1 ページ



訂正前
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訂正後
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令和　５年　２月　１日
堺市長　永藤　英機

入札方法 電子入札 落札方式 総合評価

内訳書提出

前金払

部分払

建設リサイクル法 対象 契約不適合責任期間 ２年

所在地要件

希望業種

ランク

施工実績

その他

申請期間

申請方法

その他

配布方法等

配布期間

質疑締切日時

質疑方法等

提出期間

提出方法

その他

　下記案件に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この
入札説明書によるものとする。

５０４１０４００２８０調達案件番号
記

５０４１０００３４３ 公表番号

業種

工期

工事延長　Ｌ＝１，７００ｍ　道路幅員　Ｗ＝７．０－２０．０ｍ　土工　Ｖ＝３，０８０ｍ３
舗装工　Ａ＝５，２３０ｍ２　境界工　Ｌ＝１，４４６ｍ　植栽工　一式　排水構造物工　一式
附帯工　一式

施工形態 単体企業又は共同企業体

案件名称 松屋大和川１０１号線ほか沿川通行環境整備工事

堺市堺区松屋大和川通ほか工事場所

令和　６年　３月３０日まで

土木工事

調査基準価格 有 有

支払条件
有（契約金額の４割以内とする。）
ただし、契約金額が２５０万円以下になった場合、前金払は無となります。

無

議会の議決 不要

建設工事保険等の要否 要

株式会社復建技術コンサルタント

共通事項及び個別事項のとおり

令和　５年　２月２０日（月）

設計業務の受託者

市内業者

入札参加資格

土木工事（第１希望又は第２希望）

特定B

不要

共通事項及び個別事項に記載の資格を有していること。

令和　５年　２月　１日（水）　午前　８時００分から令和　５年　２月１０日（金）　午後　８時００分まで
（電子調達システムの利用時間に限る。）

電子調達システムにより提出

共通事項及び個別事項のとおり

電子配布（無償。共通事項及び個別事項のとおり）

令和　５年　２月　１日（水）　午前　８時００分から令和　５年　３月１４日（火）　午後　８時００分まで

令和　５年　２月１４日（火）　午後　４時００分まで

共通事項のとおり

堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第１４条の２第３号の規定に基づき、免除する。ただし、落札業者が
正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、落札金額（入札書に記載された金額に当該金額の消
費税及び地方消費税の相当額を加えて得た金額（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））の100分の3に相当する額の違約金を徴収するものとする。

共通事項のとおり

入札参加資格審査通知日

共通事項のとおり

令和　５年　３月　９日（木）　午前　８時００分から令和　５年　３月１４日（火）　午後　８時００分まで
（電子調達システムの利用時間に限る。）

電子調達システムにより提出

共通事項のとおり

令和　５年　３月２９日（水）　午前１０時００分

入 札 説 明 書

開札予定日時等

自転車環境整備課

財政局契約部契約課　堺市堺区南瓦町３番１号　TEL：０７２-２２８-７４７２

入札保証金

工事概要

入札参加資格
審査申請

設計図書等

入札書提出

入札の無効

契約の保証

契約条項を示す場所

その他の事項

工事担当課

契約担当課

共通事項のとおり
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令和　５年　２月　１日
堺市長　永藤　英機

入札方法 電子入札 落札方式 総合評価

内訳書提出

前金払

部分払

建設リサイクル法 対象 契約不適合責任期間 ２年

所在地要件

希望業種

ランク

施工実績

その他

申請期間

申請方法

その他

配布方法等

配布期間

質疑締切日時

質疑方法等

提出期間

提出方法

その他

　下記案件に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この
入札説明書によるものとする。

５０４１０４００２８０調達案件番号
記

５０４１０００３４３ 公表番号

業種

工期

工事延長　Ｌ＝１，７００ｍ　道路幅員　Ｗ＝７．０－２０．０ｍ　土工　Ｖ＝３，０８０ｍ３
舗装工　Ａ＝５，２３０ｍ２　境界工　Ｌ＝１，４４６ｍ　植栽工　一式　排水構造物工　一式
附帯工　一式

施工形態 単体企業又は共同企業体

案件名称 松屋大和川１０１号線ほか沿川通行環境整備工事

堺市堺区松屋大和川通ほか工事場所

令和　６年　３月３０日まで

土木工事

調査基準価格 有 有

支払条件
有（契約金額の４割以内とする。）
ただし、契約金額が２５０万円以下になった場合、前金払は無となります。

無

議会の議決 不要

建設工事保険等の要否 要

株式会社復建技術コンサルタント

共通事項及び個別事項のとおり

令和　５年　２月２０日（月）

設計業務の受託者

市内業者

入札参加資格

土木工事（第１希望又は第２希望）

特定B

不要

共通事項及び個別事項に記載の資格を有していること。

令和　５年　２月　１日（水）　午前　８時００分から令和　５年　２月１０日（金）　午後　８時００分まで
（電子調達システムの利用時間に限る。）

電子調達システムにより提出

共通事項及び個別事項のとおり

電子配布（無償。共通事項及び個別事項のとおり）

令和　５年　２月　１日（水）　午前　８時００分から令和　５年　３月２０日（月）　午後　８時００分まで

令和　５年　２月１４日（火）　午後　４時００分まで

共通事項のとおり

堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第１４条の２第３号の規定に基づき、免除する。ただし、落札業者が
正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、落札金額（入札書に記載された金額に当該金額の消
費税及び地方消費税の相当額を加えて得た金額（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））の100分の3に相当する額の違約金を徴収するものとする。

共通事項のとおり

入札参加資格審査通知日

共通事項のとおり

令和　５年　３月　１５日（水）　午前　８時００分から令和　５年　３月２０日（月）　午後　８時００分まで
（電子調達システムの利用時間に限る。）

電子調達システムにより提出

共通事項のとおり

令和　５年　４月４日（火）　午前１０時００分

入 札 説 明 書

開札予定日時等

自転車環境整備課

財政局契約部契約課　堺市堺区南瓦町３番１号　TEL：０７２-２２８-７４７２

入札保証金

工事概要

入札参加資格
審査申請

設計図書等

入札書提出

入札の無効

契約の保証

契約条項を示す場所

その他の事項

工事担当課

契約担当課

共通事項のとおり
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テキスト ボックス

764256
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テキスト ボックス
変更後



総合評価落札方式（特別簡易型）における技術評価に関する事項 
 
  
 
１ 次の工事は、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を求める必要があるため、価格以外 

の要素と価格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（特別簡易型）の適用工事とする。 

松屋大和川１０１号線ほか沿川通行環境整備工事 

 

２ 技術資料の作成 

（１）技術資料の一覧については、別表１を確認すること。 

（２）技術資料の作成に要する費用は、入札参加者が負担すること。 

（３）技術資料の作成に当たり質疑がある場合は、後記３で定める技術資料提出締切日の午前１０時までに

次の質疑先まで連絡すること。 

（質疑先） 

堺市建設局サイクルシティ推進部自転車環境整備課 

電話 ０７２－２２８－０２９４ 

担当 長谷  

（４）技術資料に虚偽の記載があれば、当該工事の入札参加を認めないものとし、入札参加停止要綱に基づ

き入札参加停止を講じることができるものとする。 

 

３ 技術資料提出締切日時 

令和５年３月２日（木）午後８時まで（電子調達システムの利用時間に限る。） 

 

４ 技術資料の提出方法 

（１）技術資料の提出に当たっては、認定の通知を受けとってから技術資料提出締切日時までの間に電子調

達システムの添付機能を利用して電子ファイルで提出すること。技術資料については提出期限まで再提

出が可能であるが、再提出する場合は、既に提出済の技術資料は破棄されるので、再度全ての技術資料

を添付すること。 

なお、添付するファイルの名称は、必ず、半角の英数字のみで構成された名称とし、全角文字は使用

しないこと。 

（２）技術資料を提出するに当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 添付できるファイル数は１ファイルのみで、ファイル容量は１０ＭＢ以内とする。また、添付する

書類の作成アプリケーション及びバージョンは、次のとおりとし、当該ファイルの保存時に損なわれ

る機能は作成時に利用しないこと。 

なお、複数のファイルを添付する場合は、それらのファイルを１つのフォルダに入れフォルダごと

に圧縮して１ファイルにし、その圧縮ファイルを添付すること。 

番号 使用アプリケーション ファイル形式 

１ Microsoft Word 又は Microsoft Word 互換ソフト DOC 又は DOCX 形式 

２ Microsoft Excel 又は Microsoft Excel 互換ソフト XLS 又は XLSX 形式 

３ その他のアプリケーション 

PDF ファイル 

テキストファイル（TXT 形式、RTF 形式） 

画像ファイル（JPEG 形式、GIF 形式、TIFF 形式） 

イ ファイルの圧縮形式は、ＬＺＨ又はＺＩＰ形式に限定し、自己解凍形式（ＥＸＥ形式等）は認めな

い。 

ウ 添付するファイルの容量が１０ＭＢを超える場合には、原則として持参による提出を求めるものと

する。 

エ 持参での提出を認める場合には、必要書類の一式を持参するものとし、電子調達システムでの提出

との分割は認めない。また、持参による提出を認める場合は、必ず電子調達システムにより、次の内

容を記載した書面を技術資料の添付書類として送信するものとし、当該電子ファイルの提出がない場

合は、有効な書類と認めない。 

(ア) 持参により提出する旨の表示 

(イ) 持参とする書類の目録 

(ウ) 持参とする書類のページ数 

 

オ 持参による提出の締切は、技術資料提出締切日の午後５時までとする。 

（持参による提出先） 

堺市財政局契約部契約課 

所在地 堺市堺区南瓦町３番１号 

電話  ０７２－２２８－７４７２ 

764256
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カ 入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイ

ルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。添付され

た書類にウィルス感染が判明した場合、本市は直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当

該入札参加者に電話等で連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。電子

ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り

許可するものとする。 

なお、警告したにもかかわらず有効な処置を講ぜず、再度ウィルスに感染した書類を添付した者に

ついては、入札参加停止要綱に基づき入札参加停止を講じることができるものとする。 

 

５ 技術評価及び技術評価点の通知 

（１）提出された技術資料については、別表２の評価基準に基づき評価を行う。なお、評価項目ごとに定め

る技術資料の提出がない場合は、当該評価項目のみを除外し、技術評価を行う。 

（２）技術評価点は、標準点（１００点）と別表２の評価基準に基づき付与された加算点の合計との合算に

より算出する。 
（３）技術評価点は、(４)で定める技術評価点通知日に電子調達システムにより通知する。 

（４）技術評価点通知日 

令和５年３月１６日（木） 

（５）技術評価点の通知について、疑義のある場合は、通知した日の翌日から起算して５日後（土曜日、日

曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午後５時までに次の申立て先までその旨を記載した書面を持

参により提出（郵便、電子メール及びファックスによるものは受け付けないものとする。）すること。 

（申立て先） 

堺市建設局サイクルシティ推進部自転車環境整備課 

所在地 堺市堺区南瓦町３番１号 

電話  ０７２－２２８－０２９４ 

担当  長谷 

 

６ 評価内容の担保 

（１）入札参加者は、本工事を受注した場合、加算点が付与された評価内容について責任を持って確実に履行

しなければならない。なお、履行状況については、本工事の施工中及び施工完了時に受発注者間で確認す

るものとする。 

（２）次のアからウの評価項目において、契約締結後、技術評価の評価内容が履行されない又は評価内容に変

更が生じた場合は、当該評価項目の加算点を工事成績評定点から減ずることとする。 

また、当該不履行が受注者の責による場合には、履行義務違反の認定日（原則として工事検査確認日）

から以後２年間に発注される総合評価落札方式の対象となる案件において、技術評価点を減ずることと

する。 

さらに、評価内容の不履行について、悪質と認められる場合は、入札参加停止等を行うものとする。 

ア 技術者の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

イ 障害者の雇用状況に係る報告書兼誓約書及び建設機械の保有状況に係る報告書兼誓約書の記載に反

する事実が判明し、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

ウ 下請及び資材に係る契約状況の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 
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総合評価落札方式（特別簡易型）における技術評価に関する事項 
 
  
 
１ 次の工事は、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を求める必要があるため、価格以外 

の要素と価格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（特別簡易型）の適用工事とする。 

松屋大和川１０１号線ほか沿川通行環境整備工事 

 

２ 技術資料の作成 

（１）技術資料の一覧については、別表１を確認すること。 

（２）技術資料の作成に要する費用は、入札参加者が負担すること。 

（３）技術資料の作成に当たり質疑がある場合は、後記３で定める技術資料提出締切日の午前１０時までに

次の質疑先まで連絡すること。 

（質疑先） 

堺市建設局サイクルシティ推進部自転車環境整備課 

電話 ０７２－２２８－０２９４ 

担当 長谷  

（４）技術資料に虚偽の記載があれば、当該工事の入札参加を認めないものとし、入札参加停止要綱に基づ

き入札参加停止を講じることができるものとする。 

 

３ 技術資料提出締切日時 

令和５年３月２日（木）午後８時まで（電子調達システムの利用時間に限る。） 

 

４ 技術資料の提出方法 

（１）技術資料の提出に当たっては、認定の通知を受けとってから技術資料提出締切日時までの間に電子調

達システムの添付機能を利用して電子ファイルで提出すること。技術資料については提出期限まで再提

出が可能であるが、再提出する場合は、既に提出済の技術資料は破棄されるので、再度全ての技術資料

を添付すること。 

なお、添付するファイルの名称は、必ず、半角の英数字のみで構成された名称とし、全角文字は使用

しないこと。 

（２）技術資料を提出するに当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 添付できるファイル数は１ファイルのみで、ファイル容量は１０ＭＢ以内とする。また、添付する

書類の作成アプリケーション及びバージョンは、次のとおりとし、当該ファイルの保存時に損なわれ

る機能は作成時に利用しないこと。 

なお、複数のファイルを添付する場合は、それらのファイルを１つのフォルダに入れフォルダごと

に圧縮して１ファイルにし、その圧縮ファイルを添付すること。 

番号 使用アプリケーション ファイル形式 

１ Microsoft Word 又は Microsoft Word 互換ソフト DOC 又は DOCX 形式 

２ Microsoft Excel 又は Microsoft Excel 互換ソフト XLS 又は XLSX 形式 

３ その他のアプリケーション 

PDF ファイル 

テキストファイル（TXT 形式、RTF 形式） 

画像ファイル（JPEG 形式、GIF 形式、TIFF 形式） 

イ ファイルの圧縮形式は、ＬＺＨ又はＺＩＰ形式に限定し、自己解凍形式（ＥＸＥ形式等）は認めな

い。 

ウ 添付するファイルの容量が１０ＭＢを超える場合には、原則として持参による提出を求めるものと

する。 

エ 持参での提出を認める場合には、必要書類の一式を持参するものとし、電子調達システムでの提出

との分割は認めない。また、持参による提出を認める場合は、必ず電子調達システムにより、次の内

容を記載した書面を技術資料の添付書類として送信するものとし、当該電子ファイルの提出がない場

合は、有効な書類と認めない。 

(ア) 持参により提出する旨の表示 

(イ) 持参とする書類の目録 

(ウ) 持参とする書類のページ数 

 

オ 持参による提出の締切は、技術資料提出締切日の午後５時までとする。 

（持参による提出先） 

堺市財政局契約部契約課 

所在地 堺市堺区南瓦町３番１号 

電話  ０７２－２２８－７４７２ 
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カ 入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイ

ルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。添付され

た書類にウィルス感染が判明した場合、本市は直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当

該入札参加者に電話等で連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。電子

ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り

許可するものとする。 

なお、警告したにもかかわらず有効な処置を講ぜず、再度ウィルスに感染した書類を添付した者に

ついては、入札参加停止要綱に基づき入札参加停止を講じることができるものとする。 

 

５ 技術評価及び技術評価点の通知 

（１）提出された技術資料については、別表２の評価基準に基づき評価を行う。なお、評価項目ごとに定め

る技術資料の提出がない場合は、当該評価項目のみを除外し、技術評価を行う。 

（２）技術評価点は、標準点（１００点）と別表２の評価基準に基づき付与された加算点の合計との合算に

より算出する。 
（３）技術評価点は、(４)で定める技術評価点通知日に電子調達システムにより通知する。 

（４）技術評価点通知日 

令和５年３月２３日（木） 

（５）技術評価点の通知について、疑義のある場合は、通知した日の翌日から起算して５日後（土曜日、日

曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。）の午後５時までに次の申立て先までその旨を記載した書面を持

参により提出（郵便、電子メール及びファックスによるものは受け付けないものとする。）すること。 

（申立て先） 

堺市建設局サイクルシティ推進部自転車環境整備課 

所在地 堺市堺区南瓦町３番１号 

電話  ０７２－２２８－０２９４ 

担当  長谷 

 

６ 評価内容の担保 

（１）入札参加者は、本工事を受注した場合、加算点が付与された評価内容について責任を持って確実に履行

しなければならない。なお、履行状況については、本工事の施工中及び施工完了時に受発注者間で確認す

るものとする。 

（２）次のアからウの評価項目において、契約締結後、技術評価の評価内容が履行されない又は評価内容に変

更が生じた場合は、当該評価項目の加算点を工事成績評定点から減ずることとする。 

また、当該不履行が受注者の責による場合には、履行義務違反の認定日（原則として工事検査確認日）

から以後２年間に発注される総合評価落札方式の対象となる案件において、技術評価点を減ずることと

する。 

さらに、評価内容の不履行について、悪質と認められる場合は、入札参加停止等を行うものとする。 

ア 技術者の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

イ 障害者の雇用状況に係る報告書兼誓約書及び建設機械の保有状況に係る報告書兼誓約書の記載に反

する事実が判明し、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

ウ 下請及び資材に係る契約状況の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 
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