入札説明書
湖南市の「湖南市防災重点ため池耐震調査業務委託」に係る入札公告に基づく一般競争入札等につ
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。
１．公告日 令和２年７月 16 日
２．契約担当者等
湖南市長 谷畑 英吾
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地
３．業務の概要等
(１) 案 件 名
(２) 履行場所
(３) 業務概要

湖南市防災重点ため池耐震調査業務委託
湖南市全域
防災重点ため池耐震調査(レベル１地震動) N=13 池
横断測量 N=13 池
土質調査 N=13 池
解析業務 N=13 池
(４) 履行期間
契約締結日から令和３年２月 26 日まで
(５) 予定価格
56,960,000 円（税抜き）
(６) 最低制限価格 設定する(非公表)。

４．競争参加資格に関する事項
競争参加資格者は、次の全ての事項に該当する単独企業とする。
(１) 施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
(２) 次のすべての事項に該当する者
１） 令和２年度湖南市測量・建設コンサルタント入札参加資格者名簿において「農業土木」
部門に登録があること。
２） 滋賀県内に本店もしくは指名登録がある営業所を有すること。
３） 過去に官公庁（県、他の地方公共団体、公社および公団に限る。）発注の次に掲げる要
件の業務委託について、元請けとして（企業体の場合にあっては代表者として）履行し、か
つ、成果物を引き渡した実績を有すること。
・ため池の耐震にかかる調査または設計業務
(３) 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の１)から５)の要件に該当する者でな
いこと。
１) 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てがなされている者
２) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
３) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
４) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
５) 銀行取引停止処分がなされている者
(４) 次の基準を満たす管理技術者および照査技術者を配置できること。
１) 「滋賀県が発注する土木設計業務における資格要件」（平成 30 年３月 26 日改正）におけ
る農政水産部関係の業務Ａに対応する技術者（農業部門：農業土木または農業農村工学）
２) 直接的かつ恒常的な雇用関係(資料の提出日以前に３箇月以上の雇用関係)があること。
(５) 申請書および資料の提出期限の日から契約締結時までの期間に、湖南市長から工事請負契約
等に係る指名停止を受けていないこと。また、国または他の地方公共団体から同様の措置を受
けていないこと。
(６) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと。
１) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会
社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア) 親会社と子会社の関係にある場合
イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

２) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記ア)については、会社の一方が更
生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
３) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記１)または２)と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合
(８) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各
号に掲げる者でないこと。
５．担当部局
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地
湖南市 総務部 総務課
電 話 0748-71-2313(直)
６．競争参加資格の確認等
(１) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従
い、申請書および資料を提出し、湖南市長から競争参加資格の有無について確認を受けなけれ
ばならない。
なお、期限までに申請書および資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた
者は、本競争に参加することができない。
１) 提出期間：令和２年７月 16 日(木)から令和２年７月 27 日(月)まで
２) 提 出 先：上記５に同じ
３) 提出方法：持参または郵送
ただし、郵送の場合は簡易書留等、記録の残る方法で送付すること。また、
受付印を押印した申請書の写しを送付するので、返信用封筒（８４円切手を
貼付すること）を同封すること。
(２) 申請書は、別記様式１により作成すること。
(３) 資料は、次に従い作成すること。
１) 配置を予定する技術者
ア) 配置予定技術者の有する資格取得証の写しを添付すること。
イ) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(資料の提出日以前に３箇
月以上の雇用関係)が必要であるので、その関係を明示することができる資料(健康保険
被保険者証の写し等)を添付すること。
なお、上記ア)の写しによって上記の資料に代えることができるが、当該写しに記載
されている業者の商号または名称と入札参加希望者の商号または名称とが異なるなど、
直接的かつ恒常的な雇用関係に疑義があると認められる場合には、上記の資料を求める
ものとする。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
２） ４（２）３）に掲げる業務の請負実績を証明する書類（TECRIS業務カルテの写し等）
を添付すること。
３) 建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示第 717 号）に基づく「農業土木」
部門の登録を受けていることが確認できる書類の写しを添付すること。
(４) 競争参加資格の確認は、申請書および資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果
は令和２年７月 29 日(水)付けで発送する。
(５) その他
１) 申請書および資料の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。
２) 湖南市長は、提出された申請書および資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で
使用しない。
３) 提出された申請書および資料は、返却しない。
４) 提出期限以降における申請書または資料の差し替えおよび再提出は認めない。
５) 申請書および資料に関する問い合わせ先
上記５に同じ

７．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(１) 競争参加資格がないと認められた者は、湖南市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。
１) 提出期限：令和２年８月３日(月)午後５時 00 分
郵送による場合も必着とする。
２) 提 出 先：上記５に同じ
３) 提出方法：持参または郵送
ただし、郵送の場合は簡易書留等、記録の残る方法で送付すること。
(２) 湖南市長は、説明を求められたときは、令和２年８月 11 日(火)までに説明を求めた者に対し
書面により回答する。
８．現場説明会
現場説明会は行わないものとする。
９．入札説明書、見積りに必要な図書等に対する質問
(１) 入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、様式２により提出すること。
１) 提出期間：令和２年７月 17 日(金)から令和２年７月 31 日(金)まで(土曜日、日曜日お
よび祝日を除く。) の午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。
但し、最終日の７月 31 日(金)については正午までとする。
２) 提 出 先：滋賀県湖南市中央一丁目１番地
湖南市 建設経済部 農林保全課
電 話 0748-71-2330 (直)
E-mail noushin@city.shiga-konan.lg.jp
３) 提出方法：電子メールにより提出するものする。
(２) 上記(１)の質問に対する回答は、次のとおりとする。
１) 期間：令和２年８月６日(木) 午後より
２) 方法：本競争の参加希望者に申請書に記載した E-mail アドレスへ回答する。
10．入札方法等
(１) 入札書を持参または郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は簡易書留等、記録の残
る方法で送付すること。
（２） 封筒に「委-306分」と明記し、割印をしてのり付けすること。
(３) 入札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した
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、消費税および地方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、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ
と。
（４） 提出期限：令和２年８月19日（水）午後５時15分 必着
（５） 提 出 先：上記５に同じ
(６) 入札参加者が１者となる時は、入札執行を取りやめることがある。
11．入札保証金および契約保証金
(１) 入札保証金
免除
(２) 契約保証金
免除
12．開札
令和２年８月 20 日(木)午前 9 時 10 分 湖南市役所東庁舎３階第４会議室にて行う。
なお、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、入札参加人の立会は不要とする。

13．入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした
者のした入札並びにその他入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を
落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、湖南市長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記４
に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
14．入札の辞退
(１) 入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
１) 提出期限：入札開始日時
２) 提 出 先：上記５に同じ
３) 提出方法：持参または郵送により提出すること。
(２) 入札を辞退したものは、これを理由として以降不利益な取り扱いを受けるものではない。
15．契約変更の取り扱い
現場条件、関係機関との協議、社会的条件(地元対応等)によって新たな対策や施工体制の変更が
生じた場合には、発注者と請負者の協議のうえ発注者が認めたものについては変更の対象とする。
16．支払条件
(１) 「前金払」は行わない。
(２) 「中間前金払」は行わない。
(３) 「部分払」は行わない。
17．当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契約により
締結する予定はない。
18．関連情報を入手するための照会窓口
上記５に同じ
19．その他
(１) 契約の手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(２) 申請書または資料に虚偽の記載をした場合においては、湖南市建設工事等指名停止基準に基
づく指名停止を行うことがある。
(３) この入札にあたっては、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律
第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
以上

