
 

 

今般、当社におきまして、以下のとおり

大屋根側面改修工事）

式により決定いたします。

この競争見積に参加していただく方（競争参加
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工事概要 

工事名  

広島空港ターミナルビル改修工事（大屋根他

工事場所 

広島県三原市本郷町善入寺

工事内容 

 広島空港ターミナルビルにおける大屋根他

① 大屋根他

  既存の屋根材（亜鉛メッキ鋼板）の上に、新たにフッ素樹脂を塗装

② 大屋根側面改修

  外装材取替えの上、アルミパネルを新設

工事範囲 

全 景 

側面改修 
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 (5) 工期  

 契約締結日から 2019 年 11 月 30 日まで 

  

２ 発注手続き 

  公募による指名競争方式 

 

３ 応募資格 

  上記の競争見積に応募されるためには、次に掲げる条件を満たしていることが必要です。 

(1) 国土交通省中国地方整備局における建築工事に係る A 等級の平成 31・32 年度一般競

争参加資格の決定を応募書類の提出期限までに受けており、空港、駅または港における

旅客ターミナルビルの新築、増築または改修の実績があること。 

  若しくは、過去 15 年以内に単独受注で、広島空港ターミナルビルの建設工事において、

請負金額 1 億円以上の施工実績があること。 

(2) 広島県へ建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る方、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる方又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされて

いる方でないこと。 

 

４ 応募方法 

 (1) 競争参加応募申込書等の入手方法 

   当社指定のフォーマット（「応募申込書」「施工実績」）をダウンロードしていただき、

必要事項を記載・捺印してください。 

  (2) 応募手続きに用いる言語・通貨および単位 

   日本語・日本国通貨・日本の標準時および計量法（平成 4 年法律第 51 条） 

 (3) 関係法規 

   日本国内の関連法規・条例 

 (4) 担当部署 

〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺 64 番 31 

   広島空港ビルディング株式会社 施設企画部 竹邊・川崎 

   電話：0848-86-8172 FAX：0848-86-8158 

 (5) 提出方法 

郵便・宅配便・持参すべて可 

 

５ 応募書類の提出期限 

  2019 年 5 月 15 日（水） 午後 5 時 
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６ 競争参加資格者の決定等 

 (1) 参加資格者の決定 

  ① 応募資格を満たし、不誠実な行為の有無、法律上必要とされる資格、履行実績、技

術的能力について、当社が適当であると判断した応募者は、競争参加資格者として選

定されます。 

  ② 応募資格を満たしていても、当社が資力・信用等の状態において、不適当と判断し

た方については、競争参加資格者として選定しないことがあります。 

  ③ 応募資格を満たしていても、当社が過去に発注した案件における評価によっては、

競争参加資格者として選定しないことがあります。 

  ④ 競争参加者として参加した方についても、破産または会社更生若しくは民事再生の

申し立てがあった場合は、その方に対する参加を取り消します。 

 (2) 通知の時期および方法 

   競争参加資格者として選定された方については、「５ 応募書類の提出期限」から概ね

5 日以内に、当社から「一般競争見積参加通知書」を送付し、その送付をもって、競争

参加資格通知といたします。 

   なお、応募者が当社に提出した一切の書類は返却されませんので、予めご了承願いま

す。 

 

７ 図面・見積要項書等の貸与 

  応募用紙を提出された見積参加希望者に、応募用紙の確認を行った上で、見積参加資格

を有することを前提として、次に従って見積りに必要な図面及び見積要項書等を貸与いた

します。 

 (1) 交付日 

   2019 年 5 月 24 日（金）午前 10 時～12 時、午後 1 時 10分から 4 時までの間（但し、

別途時間指定する場合があります。） 

 (2) 交付場所 

上記４ (4)に同じ 

 (3) 交付方法 

交付場所にて貸与します。 

 

８ 見積書の提出 

  上記６において当社から見積参加資格を認められた方は、以下の通り見積書をご提出い

ただきます。 

 (1) 提出期限 

 2019 年 6 月 13 日（木） 午前 11 時必着 

 (2) 提出場所 

上記４ (4)に同じ 
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 (3) 提出方法 

郵便・宅配便・持参すべて可 

 

９ 落札者の決定方法等 

 (1) 落札者の決定方法 

見積参加資格の確認の通知において見積参加資格を認められた方及び設計図書の要求

条件をすべて満たし、当該見積者の見積価格が当社の予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な見積を行った見積者を落札者とします。 

但し、落札者となるべき方の見積価格によっては、その方により当該契約の内容に適

合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、またはその方と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の方のうち最低の価格を

もって見積した方を落札者とすることがあります。 

 (2) 結果の通知等 

   契約相手が決定した後、当社ホームページにて、契約相手名を公表します。 

 

10 失格条件 

 (1) 提出書類に虚偽の記載のある方 

 (2) 提出期限内に提出されなかった方 

 (3) 所定の方法以外で、関係者に直接・間接を問わず質疑若しくは指導を求めた方 

 (4) 暴力団関係者またはその他反社会的暴力活動を行う団体の関係者及びそれらの方と親

交のある方と判明した方、またはその疑いが認められた方 

   なお、当社では調達の基本方針として「法令等の遵守」を掲げており、調達手続にお

いて不透明な働きかけや不正な手続きが認められる場合、これを排除するべく必要な措

置を講じます。 

 

11 不正な共同行為に関する提供情報への対応 

競争参加者間で事前に不正な取り決めが行われている等の情報が当社に寄せられ、その

情報が見積合わせの結果と一致した場合等、当社が不正の事実があったと疑うに足りる十

分な理由が判断した場合等については、原則として、契約相手の選定手続きを一旦中止し、

発注方法等を変更した上で、契約相手を選定します。 

 

12 その他 

  応募に必要な費用、見積書、技術資料の作成、提出及び説明に関する一切の費用は応募

者（競争参加招請者）の負担とします。 

 


