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大宮国道事務所発注工事において 

「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」 

「日当たり作業量の補正」「難工事指定」を試行します。 

併せて「余裕期間制度」「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

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などを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事

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①②③は、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるため、以下の（１）（２）

（３）を試行、（４）（５）を採用します。

【対象工事（※工事の概要は別添の工事概要を参照して下さい）】 

① R3 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事

② R3 大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事

③ R3春日部国道出張所管内舗装修繕他工事

（1）「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る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。 

（2）「日当たり作業量の補正」 

直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖離が大きいと考えられる歩掛につ

いて、日当たり作業量の補正を行う「日当たり作業量の補正」を試行します。 

（３）「難工事指定」 

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「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を

加点対象とする「難工事指定」を試行します。 

（４）「余裕期間制度（任意着手方式）」 

契約日から工事着手期限日（令和４年４月１日）までの間において、受注者が任意に工事着手日を選定できます。余

裕期間内は、監理技術者の配置を要しません。また、余裕期間内は、工事請負約款第１１条に定める現場代理人の常駐

を要しません。 

（５）「施工箇所が点在する工事の積算」 

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

額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所

が点在する工事の積算」を採用します。 
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●Ｒ３浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事 
 

《工事概要》 

（１）工事場所：浦和出張所管内及び大宮出張所管内  

（２）工 期：工事の始期から２９０日間（工事着手期限：令和４年４月１日） 

（３）入札方式：公募型指名競争入札（総合評価落札方式） 

（４）工事種別：アスファルト舗装工事 A 

（５）工事内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》 

競争参加者が少数と見込まれる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。 

 

《日当たり作業量の補正について》 
 直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖離が大きい 

と考えられる歩掛について、日当たり作業量の補正を行う試行工事です。 

○日当たり作業量を補正する主な歩掛 

【さいたま地区（１）】 

・路面切削工 「路面切削」 

・オーバーレイ工 「基層（車道・路肩部）」「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」 

 

《難工事指定について》 

「難工事指定」された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発

注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象と

なります。 

 

《余裕期間制度について》 

契約期間内であるが、工期外のため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手

してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うこと

が出来るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を行うことができる制度です。 

    

 

 

 

 

 

【さいたま地区（１）】 路面切削工 約１４，０００㎡ オーバーレイ工 約１４，０００㎡ 

【さいたま地区（２）】 標識補修工 １式 

【さいたま地区（３）】 標識補修工 １式 

【戸田地区（１）】 護岸補修工 １式、標識補修工 １式 

【戸田地区（２）】 標識補修工 １式 
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《施工箇所が点在する工事の積算について》 

○点在する工事箇所 

   ・さいたま地区（１）（さいたま市西区西遊馬地先～さいたま市北区吉野町地先） 

   ・さいたま地区（２）（さいたま市浦和区常盤９丁目地先） 

・さいたま地区（３）（さいたま市中央区上落合９丁目地先） 

・戸田地区（１）（戸田市川岸３丁目地先） 

・戸田地区（２）（戸田市美女木 2 丁目地先） 

 

《スケジュール》 

○手続き開始の公示、入札説明書 交付   ：令和 ４年 １月２０日（木） 

○参加表明確認申請書 提出期限      ：令和 ４年 １月３１日（月） 

○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和 ４年 ２月２８日（月） 

○開札日                  ：令和 ４年 ３月 ３日（木） 
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●Ｒ３大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事 

 

《工事概要》 

（１）工事場所：大宮出張所管内及び熊谷国道出張所管内  

（２）工 期：工事の始期から２５０日間（工事着手期限：令和４年４月１日） 

（３）入札方式：公募型指名競争入札（総合評価落札方式） 

（４）工事種別：アスファルト舗装工事 A 

（５）工事内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》 

競争参加者が少数と見込まれる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。 

 

《日当たり作業量の補正について》 

 本工事は、直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖 

離が大きいと考えられる歩掛について、日当たり作業量の補正を行う試行工事です。 

○日当たり作業量を補正する主な歩掛 

【鴻巣地区】 

・オーバーレイ工  

「基層（車道・路肩部）」、「表層（車道・路肩部）」、「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」 

【北本地区】 

・オーバーレイ工  

「基層（車道・路肩部）」、「表層（車道・路肩部）」、「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」 

【桶川地区】 

・オーバーレイ工  

「基層（車道・路肩部）」、「表層（車道・路肩部）」、「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」 

 

《難工事指定について》 

「難工事指定」された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発

注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象とな

ります。 

 

 

【鴻巣地区】 路面切削工 約１３，４００㎡ オーバーレイ工 約１３，４００㎡ 

【北本地区】 路面切削工 約 ４，５００㎡ オーバーレイ工 約 ４，５００㎡ 

【桶川地区】 路面切削工 約 ２，５００㎡ オーバーレイ工 約 ２，５００㎡ 

【行田地区】 標識補修工 １式 

【深谷地区（１）】 標識補修工 １式 

【深谷地区（２）】 階段工 １式 防護柵工 １式 
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《余裕期間制度（任意着手方式）について》 

契約期間内であるが、工期外のため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手

してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うこと

が出来るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を行うことができる制度です。 

    

《施工箇所が点在する工事の積算について》 

○点在する工事箇所 

   ・鴻巣地区（鴻巣市天神地先～鴻巣市箕田地先） 

   ・北本地区（北本市中丸８丁目地先～北本市深井地先） 

・桶川地区（桶川市東１丁目地先～桶川市加納地先） 

・行田地区（行田市下忍地先） 

・深谷地区（１）（深谷市蓮沼地先） 

・深谷地区（２）（深谷市石塚地先～深谷市高島地先） 

 

《スケジュール》 

○手続き開始の公示、入札説明書 交付   ：令和 ４年 １月２０日（木） 

○参加表明確認申請書 提出期限      ：令和 ４年 １月３１日（月） 

○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和 ４年 ２月２８日（月） 

○開札日                  ：令和 ４年 ３月 ３日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/８ 

 



●Ｒ３春日部国道出張所管内舗装修繕他工事 

 

《工事概要》 

（１）工事場所：春日部国道出張所管内  

（２）工 期：工事の始期から３１０日間（工事着手期限：令和４年４月１日） 

（３）入札方式：公募型指名競争入札（総合評価落札方式） 

（４）工事種別：アスファルト舗装工事 A 

（５）工事内容（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》 

競争参加者が少数と見込まれる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。 

 

《日当たり作業量の補正について》 
 本工事は、直接工事費のうち、現場条件等により作業効率が低下し、標準積算と施工実態の乖 

離が大きいと考えられる歩掛について、日当たり作業量の補正を行う試行工事です。 

○日当たり作業量を補正する主な歩掛 

【春日部地区（１）】 

・オーバーレイ工  

「基層（車道・路肩部）」、「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」 

【久喜地区】 

・オーバーレイ工  

「基層（車道・路肩部）」、「表層（車道・路肩部）」 

 

《難工事指定について》 

「難工事指定」された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発

注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象とな

ります。 

 

《余裕期間制度（任意着手方式）について》 
契約期間内であるが、工期外のため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手

してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うこと

が出来るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を行うことができる制度です。 

   

 

【春日部地区（１）】 路面切削工 約１１，２００㎡ オーバーレイ工 約１１，２００㎡ 

【春日部地区（２）】 法面工 １式 擁壁工 １式 階段工 １式 

【久喜地区】  切削オーバーレイ工 約６，０００㎡ 

【幸手・久喜地区】  法面工 １式 擁壁工 １式 階段工 １式 

【草加地区】 標識補修工 １式 

【越谷地区】 空洞補修工 １式 
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《施工箇所が点在する工事の積算について》 

○点在する工事箇所 

   ・春日部地区（１）（春日部市増戸地先～春日部市西金野井地先） 

   ・春日部地区（２）（春日部市永沼地先） 

・久喜地区（久喜市小右衛門地先～久喜市栗橋地先） 

・幸手・久喜地区（幸手市外国府間地先～久喜市小右衛門地先） 

・草加地区（草加市北谷３丁目地先～草加清門１丁目） 

・越谷地区（越谷市上間久里地先） 

 

《スケジュール》 

○手続き開始の公示、入札説明書 交付   ：令和 ４年 １月２０日（木） 

○参加表明確認申請書 提出期限      ：令和 ４年 １月３１日（月） 

○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和 ４年 ２月２８日（月） 

○開札日                  ：令和 ４年 ３月 ３日（木） 
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