
令和３年１１月１日開札予定　　（一般競争入札）

No

１

入札所管  :  那珂川町総務課管財係

 Tel　0287-92-1111　　Fax　0287-92-2406

 E-mail　kanzai@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

備　　考件　　　名 場所等 落札者名 落札金額(税抜) 事業所管課

川崎浄水場送水管布設工事
その４

那珂川町
馬頭地内

上下水道課
工事番号
３－16



（案） 
入  札  公  告 

 事後審査型条件付き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第１項の規定に基づき次のとおり公告する。 

 

令和３年１０月８日 

 

                  栃木県那須郡那珂川町長  福 島 泰 夫 

 

１ 入札対象工事 

工事番号 ３－１６ 

工 事 名 川崎浄水場送水管布設工事その４ 

工事箇所 那珂川町馬頭地内 

工  期 令和４年３月１０日限り 

工事概要 
・送水管布設工 ＤＩＰ（ＧＸ）φ３００   ２４５．４ｍ 

・舗装復旧工                一式 

予定価格 事後公表 

低入札価格

調査制度 
適用しない。 『最低制限価格制度を適用する。』 

そ の 他 
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１０４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ある。 

 

２ 入札に参加できる者に必要な資格要件 

（１）本工事の入札に参加できる者は、那珂川町の建設工事に係る入札参加資格の登録を受けている者のうち、

入札参加申請書の提出期限日現在において次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 

資  格  要  件 
要件適用の

有無 
内      容 

ア 入札参加形態 有 単体による参加 

 

イ 那珂川町の令和３・４年度の建設工事入札参加資

格において右に掲げる登録及び格付等を受けて

いる者であること 

有 

工 種 管工事 

総合点数又は

総合評定値 

（※１） 

７００点以上 

ウ 建設業法に基づく許可 有 

建設業法第３条に基づく特定又は一

般建設業の許可を有している者であ

ること。 

エ 右の要件を満たす本店（※２）がその地域内にあ

ること 
有 那珂川町 



オ 完成引渡しが完了した（２）に掲げる同種・類似

工事を元請として施工した実績を有すること 
無 ― 

カ 技術者の配置 有 

建設業法に基づき、本工事に必要な資

格を保有する主任技術者を配置でき

ること。 

キ 本工事に係る設計業務等の受託者である右に掲

げる者と、資本又は人事面において関連のある建

設業者（※４）でないこと 

無 ― 

ク 右に掲げる工事の落札者（※５）でないこと。 無 ― 

 ※１ 総合点数とは、令和３・４年度有効の栃木県一般競争（指名競争）入札参加資格（建設工事）及び格

付けの決定通知に記載された、工種（管工事）の「総合点数」をいう。また、総合評定値とは、経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載された、工種（管工事）の「総合評定値（Ｐ）」を

いう。 

 ※２ 本店とは、建設業法第３条に基づき設置されたものであること。 

 ※３ 監理技術者は、監理技術者資格者証を有し、登録機関が行う監理技術者講習を修了した者であること。 

 ※４ 資本又は人事面において関連のある建設業者とは、次のア又はイに該当する者である。 

     ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の 

１００分の５０を超える出資をしていること。 

     イ 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねていること。 

 ※５ 条件の工事は、本工事と同日に開札が執行される工事で、対象工事の落札者となった者は、本工事の 

開札時には落札候補者となれるが、落札者にはなれない。また、本工事の落札者となった者は、対象 

工事の落札者になれない。すなわち、取り抜け方式によるものである。 

なお、開札及び落札者の決定は、公告書の工事番号順に行う。 

（２）（１）における同種・類似工事は、次のすべての条件を満たす工事とする。  
 

３ 入札日程等 

手続き等    期間、期日等 （注２） 場所、問合せ先等 

 

 

入札参加申請書の提出 

 

（注１） 

令和３年１０月１１日（月）から 

令和３年１０月１９日（火）まで 

様式を那珂川町ホームページからダウンロ

ードし持参又は郵便により提出すること。 

http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/ 

送付先：〒324-0692 

   栃木県那須郡那珂川町馬頭 555番地 

   那珂川町役場 総務課 管財係 

設計図書の閲覧 

令和３年１０月１１日（月）から 

令和３年１０月１９日（火）まで 

午前９時から午後４時まで 

閲覧場所：那珂川町久那瀬９８３番地３ 

那珂川町 上下水道庁舎 

   上下水道課 水道係 

電話 ０２８７－９２－２００２ 



設計図書の貸与等につ

いて 

《貸与等の期間》 

令和３年１０月１１日（月）から 

令和３年１０月１９日（火）まで 

《貸与等の方法》 

設計図書データの貸与等を希望する者は、

下記の場所に問合せを行い、発注者指定の方

法でデータの受け取りを行う。 

《問合せ先》那珂川町 上下水道庁舎 

上下水道課 水道係 

 電話 ０２８７－９２－２００２ 

設計図書に関する質問

の提出 

令和３年１０月１１日（月）から 

令和３年１０月１９日（火）まで 

午前９時から午後４時まで 

持参により書面を提出すること。 

提出先：那珂川町 上下水道庁舎 

 上下水道課 水道係 

※最終日の質問は正午までに行うこと 

設計図書に関する質問

への回答 

令和３年１０月２１日（木） 

午後５時までに 

すべての入札参加申請者に対し、メール

及びＦＡＸ等で回答する。 

入札書の提出 

令和３年１０月２２日（金）から 

令和３年１０月２９日（金）まで 

期限内に馬頭郵便局必着のこと 

一般書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

送付先：〒324-0699 

    馬頭郵便局留置 

    那珂川町役場 総務課 管財係 行 

※「留置」郵便に関する詳細については、

到着期日等を含め、事前確認すること。 

積算内訳書の提出 

（入札書と同封） 

開札立会人への連絡 令和３年１０月２１日（木） 
同日に開札される案件の全入札参加申請者

から抽選により２社を選定し、通知する。 

開 札 

 （注３），（注４） 

令和３年１１月 １日（月） 

午前１０時００分より 

那珂川町馬頭５５５番地 

那珂川町役場 １階 １０２会議室 

入札参加資格要件確認

申請書等の提出 

令和３年１１月 ４日（木） 

午後４時００分まで 

持参により提出すること。 

提出先：那珂川町役場 総務課 管財係 

落札の可否の通知 
確認申請書等が提出された日から

起算して２日以内 

落札者に落札通知を交付する。 

落札通知：那珂川町役場 総務課 管財係 

入札結果の公表 落札者決定の翌日から 那珂川町ホームページ等で公表する。 

契約締結手続 
落札決定のあった日の翌日から起

算して７日以内に締結 

契約書類の提出先 

那珂川町 上下水道庁舎 

 上下水道課 水道係 

（注）１ 入札参加申請書提出の際に次の書類の写しを添付すること。 

・那珂川町一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（建設工事） 

・栃木県一般競争（指名競争）入札参加資格（建設工事）及び格付の決定通知書 

・最新の経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書 

２ 期間を定めたものについては、「那珂川町の休日を定める条例」に規定する休日（以下「休日等」 

という。）及び正午から午後１時までを除くものとする。また、期日を定めたものについて、その日 

が休日等に当たる場合は、その翌日とする。 

   ３ 開札の時刻は執行開始予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。 

   ４ 開札には選任された立会人以外の者も傍聴することができる。 

 

４ 入札保証金等 

入札保証金 免 除 

契約保証金 納 付 



 

５ 支払条件 

前金払 請求できる。（契約金額が５００万円未満の場合を除く。） 

（注）前払金及び中間前払金の合計額は、一会計年度につき３億円を限度とする。 

 

６ その他 

（１）別紙事後審査型条件付き一般競争入札共通事項に示すとおりとする。 

（２）本件についての詳細及び不明の点については、次に照会すること。 

公告の内容 那珂川町役場 総務課 管財係 
那珂川町馬頭５５５番地 

電話 0287－92－1111 

工事の内容 
那珂川町上下水道庁舎 

上下水道課 水道係 

那珂川町久那瀬９８３番地３ 

電話 0287－92－2002 

入札及び契約書式等 那珂川町役場 総務課 管財係 
那珂川町馬頭５５５番地 

電話 0287－92－1111 

（３）本件への入札に関して、以下の要領等（那珂川町ホームページに掲載）を確認すること。 

  ・那珂川町事後審査型条件付き一般競争入札実施要領 

  ・那珂川町郵便入札実施要領 

・郵便入札の方法（封筒記載例） 

  ・最低制限価格制度事務処理要領 

  ・入札、契約に関する書式、様式等 


