
昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことにより、入札のとりやめ
や不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。
今回発注する下記対象工事において、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
を試行、「難工事指定」及び「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。
【対象工事】

Ｒ２足利管内河道整備工事
Ｒ２桐生管内河道整備工事

【公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）】

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技

術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技

術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による

選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するもの

です。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

【難工事指定】
本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難
工事実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

【施工箇所が点在する積算方法】
本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれ
ぞれの箇所で発生するなど積算額と実際に係る費用に乖離が考えられることから、工事箇
所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用しま
す。

「Ｒ２足利管内河道整備工事」及び「Ｒ２桐生管内河道整備工
事」において「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」
を試行します。併せて「難工事指定」「施工箇所が点在する積算
方式」を採用します。
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《工事概要》

（１）工 事 名：Ｒ２足利管内河道整備工事
（２）工事場所：自）栃木県足利市緑町地先 至）栃木県足利市葉鹿町地先
（３）工 期：契約締結の翌日から令和３年３月２４日まで
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
（５）工事種別：一般土木工事Ｃ等級
（６）工事内容（概要）

鹿島町地先（栃木県足利市鹿島町地先）
整正工 １式
土砂掘削 約 ４７，０００ｍ３
土砂積込・運搬 約 ４７，０００ｍ３
残土受入地での処理 約 ４７，０００ｍ３

雑工 １式
普通作業員 約 ４０人

仮設工 １式
業務委託料（測量） １式

緑町地先（栃木県足利市緑町地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 １０，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ６７ｔ
伐木処分工（幹） 約 ６７ｔ
雑工 １式
普通作業員 約 ２０人
仮設工 １式

葉鹿町地先（栃木県足利市葉鹿町地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 ９６，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ６３３ｔ
伐木処分工（幹） 約 ６３３ｔ
整正工 １式
土砂掘削 約 ５，０００ｍ３
土砂積込・運搬 約 ５，０００ｍ３
残土受入地での処理 約 ５，０００ｍ３

雑工 １式
普通作業員 約 ４０人

仮設工 １式

《スケジュール》
○入札公告、入札説明書交付 ：令和２年８月２１日（金）
○技術資料等の提出期限 ：令和２年９月 １日（火）
○入札書・工事費内訳書提出期限 ：令和２年９月２５日（金）
○開札日 ：令和２年９月３０日（水）
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《工事概要》

（１）工 事 名：Ｒ２桐生管内河道整備工事
（２）工事場所：自）群馬県桐生市境野町７丁目地先 至）群馬県桐生市相生町４丁目地先
（３）工 期：契約締結の翌日から令和３年３月２４日まで
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
（５）工事種別：一般土木工事Ｃ等級
（６）工事内容（概要）

境野町７丁目地先（群馬県桐生市境野町７丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 １４，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 １００ｔ
伐木処分工（幹） 約 １００ｔ
整正工 １式
土砂掘削 約 ２６，０００ｍ３
土砂積込・運搬 約 ２６，０００ｍ３
残土受入地での処理 約 ２６，０００ｍ３

雑工 １式
普通作業員 約 ４０人
仮設工 １式
業務委託料（測量） １式

相生町４丁目地先（群馬県桐生市相生町４丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 ２，２００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ２０ｔ
伐木処分工（幹） 約 ２０ｔ

雑工 １式
普通作業員 約 ５人

仮設工 １式

菱町１丁目地先（群馬県桐生市菱町１丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 １１，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ８０ｔ
伐木処分工（幹） 約 ８０ｔ

雑工 １式
普通作業員 約 ５人
仮設工 １式
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境野町１丁目地先（群馬県桐生市境野町１丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 １０，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ７０ｔ
伐木処分工（幹） 約 ７０ｔ

雑工 １式
普通作業員 約 ５人

仮設工 １式

東３丁目地先（群馬県桐生市東３丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 １５，６００ｍ2
伐木処分工（根） 約 １１０ｔ
伐木処分工（幹） 約 １１０ｔ

整正工 １式
土砂掘削 約 ４，０００ｍ３
土砂積込・運搬 約 ４，０００ｍ３

残土受入地での処理 約 ４，０００ｍ３
雑工 １式
普通作業員 約 ４０人

仮設工 １式

菱町４丁目地先（群馬県桐生市菱町４丁目地先）
伐採工 １式
伐採除根・集積積込運搬 約 ３１，０００ｍ2
伐木処分工（根） 約 ２２０ｔ
伐木処分工（幹） 約 ２２０ｔ

雑工 １式
普通作業員 約 ５人

仮設工 １式

《スケジュール》
○入札公告、入札説明書交付 ：令和２年８月２１日（金）
○技術資料等の提出期限 ：令和２年９月 １日（火）
○入札書・工事費内訳書提出期限 ：令和２年９月２５日（金）
○開札日 ：令和２年９月３０日（水）
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