入札公告(建設工事)
次のとおり総合評価一般競争入札に付します。
平成３１年３月２２日
佐賀ターミナルビル株式会社
代表取締役社長 牟田 香
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工事概要等
(1) 工事名

30 佐空ビル改第 90 号
佐賀空港旅客ターミナルビル増築・改修電気設備工事

(2) 発注区分

総合評価一般競争入札 事前審査
特別簡易型 施工体制確認型

(3) 発注工種

電気工事

(4) 工事場所

佐賀市川副町

(5) 工事内容 ・国内線旅客ターミナルビル増築（鉄骨造 3 階、3,081 ㎡）に係る電気設備工事
・国際線旅客ターミナルビル増築（鉄骨造 1 階、123 ㎡）に係る電気設備工事
・旅客ターミナルビル（10,720 ㎡）の改修工事（増改築 115 ㎡含む）に係る
電気設備工事
・屋外付帯（歩廊、フェンス等含む）工事
(6) 予定工期

２０２１年３月２５日

(7) 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、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事で
ある。
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入札参加資格
次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けた者であること。
なお、入札参加は共同企業体（２者）とする。
〇共同企業体 代表者と構成員に関する入札参加条件
① 佐賀県内に建設業法第３条に規定する本店、支店又は営業所（支店及び営業所
は電気工事準県内企業）を有する建設業者であること。
② 「平成 29・30 年度佐賀県建設業者施行能力等級表(建設工事)」に電気工事 A
級で登載されていること。
（公告日時点）
③ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る電
気設備工事（民間工事含む）について平成 20 年 4 月 1 日から当該案件の告示
日までに元請けとして竣工した実績（特定建設工事共同企業体の構成員として
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の実績は、出資比率 20%以上のものに限る。
）を有すること。
④ ③に掲げる工事の施工経験を有し、次に掲げる基準を満たす技術者を当該工事
に監理技術者として専任で配置できるものであること。
ア) １級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ
と。
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修了証を
有する者であること。
ウ) 開札日以前に申請者と３ヶ月以上の恒常的な雇用関係にある者であること。
⑤ 「佐賀県建設工事等・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止
を本工事の入札参加資格の提出期限日から開札の日までの間に受けていないこ
と。
⑥ 本工事の開札の日までに、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法
（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなさ
れた者でないこと。ただし、更生又は再生計画の認可が決定された者で、前記
②の再認定を受けた者を除く。
⑦ 本工事の入札参加資格及び総合評価落札方式に伴う書面提出資料一覧（表紙１）
に記載の入札参加資格に関する資料（以下、入札参加資格に関する資料）の提
出期限日の６ヶ月前から開札の日までの間に金融機関等において手形又は小切
手の不渡りを出していないこと。
⑧ 本工事の他の入札参加者と資本又は人事面において強い関連がある者でないこと。
⑨ 本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
て関連がある者でないこと。
「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲
げるものである。
○ 梓・石橋設計共同企業体
株式会社梓設計
株式会社石橋建築事務所
⑩ 以上の他、詳細については「入札参加要件及び落札者決定の方法」による。
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入札手続等
(1) 担当部局
〒840-2212 佐賀市川副町大字犬井道 9476-187
佐賀ターミナルビル株式会社 総務部
電話番号 0952-46-0100
FAX

0952-46-0109

Mail

kouji@saga-ab.jp
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なお、直接担当部局を訪れる際は、事前に電話連絡を行うこと。
(2) 入札参加資格に関する資料の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 平成３１年３月２２日（金）から平成３１年４月３日（水）まで
② 交付方法 佐賀ターミナルビル株式会社ホームページ
(http://saga-ab.jp)においてダウンロードができる。
（information より）
(3) 入札参加資格に関する資料の提出期間、提出場所並びに提出方法
① 提出期間 平成３１年３月２２日（金）から平成３１年４月５日（金）
午前９時から午後４時まで（土曜・日曜・祝日を除く）
ただし、受付最終日の平成３１年４月５日（金）は正午までとする
② 提出資料 「入札参加資格及び総合評価落札方式に伴う書面提出資料一覧表」
による提出資料
(1)の担当部局へ持参又は郵送にて提出すること。

③ 提出方法

（郵送の場合、書留郵便にて提出期限までに必着のこと。)
④ その他 ・申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
・提出された申請書及び資料は、入札参加資格の確認以外に提出者に
無断で使用しない。
・提出された申請書及び資料は、返却しない。
・提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び提出は認めない。
(4) 入札参加資格確認の通知
① 通知日

平成３１年４月１５日（月）までに通知する。

② 通知方法 書面を郵送する。また、別途、写しを電子メールにて送信する。
(5) 設計図書の交付
平成３１年３月２２日（金）から平成３１年４月３日（水）の期間、設計図書等
の電子データを収めた CD を無償貸与する。なお、図面等貸出申請書を貸与時に
記載し提出して受領し、平成３１年４月５日（金）までに返却すること。
(6) 入札の期間並びに入札書の提出方法
① 提出方法 入札書は郵送による提出に限る。
（持参や電送による入札は認めない）
② 受付期間 平成３１年４月２２日（月）から平成３１年４月２６日（金）必着
③ 提出先

佐賀ターミナルビル株式会社 総務部
〒８４０－２２１２
佐賀県佐賀市川副町大字犬井道９４７６番地１８７

④ 提出資料

(ア)入札書（様式第 A 号）

⑤ 工事費

予定価格は消費税率１０％として算定している。

(7) 公告内容等に関する質問期限
質問については、(1)の担当部局へ電子メールを送付して下さい。
3

① 公告内容及び設計図書の内容に関する質問
・提出期間 平成３１年３月２２日（金）から平成３１年４月５日（金）
午前９時から午後４時まで（土曜・日曜を除く）
・回答期限 平成３１年４月１２日（金）までに回答します。
回答については、佐賀ターミナルビル株式会社ホームページ(http://saga-ab.jp)
に掲載します。
（information 内）
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その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金
免除する。
② 契約保証金
納付すること。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、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。
(3) 落札者の決定方法等
評価項目、評価基準等については、
「入札参加要件及び落札者決定の方法」に
よる。なお、工事契約は佐賀県予算成立後に行う。
(4) 入札の中止等
次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期・中止することがある。
① 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行
い、または行おうとしていると認めるとき。
② 地形又は工作物の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。
③ 工事の廃止又は変更その他必要があると認めるとき。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
① 参加する資格のない者
② 当該競争について不正を行った者
③ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者
④ １人で２以上の入札をした者
⑤ 代理人でその資格のない者
⑥ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記
２に掲げる資格のないものは、参加する資格のない者として扱う。
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(6) 手続きにおける交渉の有無
無
(7) 契約書作成の要否
要（民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款（平成 29 年 12 月改正版）により
契約書を作成するものとする。
）
なお、落札決定者との契約については、国の補助金交付決定日以降となります。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随
意契約により締結する予定の有無
無
(9) 当該工事場所や既存ターミナルビル内には立入制限区域等があるため、無断で立
ち入らないこと。工事場所の確認を行う際は、事前に上記 3(1)へ連絡を行い、担
当者の指示に従うこと。
以上の他、詳細については、「入札参加要件及び落札者決定の方法」による。
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