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２０１９年８月８日 

 

 

中部国際空港施設サービス株式会社 

 

お 知 ら せ 

 

今般、当社におきまして、中部国際空港における「2020 年度 土木施設維持管理業務」の発注を

予定しており、この業務を実施していただく方を公募型指名競争方式により決定いたします。 

つきましては、下記要領により競争参加希望者の募集を行います。 

 

記 

 

１．発注案件の概要 

(1) 件名 

2020 年度 土木施設維持管理業務 

 

(2) 実施場所 

愛知県常滑市（中部国際空港用地内） 

 

(3) 業務の概要 

本業務は、中部国際空港の土木施設の維持管理及び補修等を目的として、草刈工・舗装

面清掃工・標識維持工・標識消去工・ゴム除去工・滑走路点検補助・路面性状調査工・ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工・ｺﾝｸﾘｰﾄ目地補修工・除雪工・施設対応工等を総合的な調整のもと、適

切な進捗管理を行いながら実施するものである。 

 

(4) 調達概算数量 （主要項目を抜粋） 

工種 内容 数量 摘要 

草刈工 
※刈草処分を含

む 

大型機械刈他 620,120㎡× 1回 

制限区域 

昼間 

大型機械刈他 1,470,670㎡× 1回 夜間 

肩掛式機械刈 440㎡× 1回 昼夜間 

部分刈 1班× 50回 昼夜間 

除草剤散布 22,000ℓ × 2回 昼夜間 

化成肥料散布 300,000㎡× 1回 昼夜間 

刈草処分 300ｔ -    - 

舗装面清掃工 
（機械清掃工） 

※汚泥等処分を

含む 

滑走路 289,600㎡× 6回 

制限区域 

夜間 

誘導路 795,450㎡× 6回 夜間 

エプロン 
502,450㎡×12回 昼間 

320,980㎡×12回 夜間 

構内道路 12,920ｍ×15回 全域 夜間 
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貨物地区道路 3,280ｍ× 6回 全域 夜間 

GSE通路 114,380ｍ×12回 制限区域 夜間 

 

 

 

標識維持工 
(飛行場標識維持

工) 

滑走路 中心線 1,521㎡× 6回 

制限区域 

夜間 

誘導路 中心線 3,974㎡× 1回 夜間 

エプロン 

導入線 1,721㎡× 1回 昼間 

導入線 2,079㎡× 1回 夜間 

機材制限 1,938㎡×1回 夜間 

標識消去工 超高圧水表面処理工 10回 制限区域 夜間 

ゴム除去工 ゴム除去 6,000㎡×2回 制限区域 夜間 

滑走路点検 

補助 
滑走路点検補助 2日×4回/年 制限区域 夜間 

路面性状調査工 

ひび割れ調査・解析 425 ﾕﾆｯﾄ 

制限区域 

昼夜間 

わだち掘れ調査・解析 466断面 昼夜間 

コア採取・復旧 52本 夜間 

コア室内試験 1式 制限区域外 昼間 

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

補修工 
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修 1㎡×10箇所 制限区域 夜間 

ｺﾝｸﾘｰﾄ目地 

補修工 

収縮目地撤去・注入工 500ｍ 

制限区域 

夜間 

夜間 

膨張目地撤去・注入工 600ｍ 
夜間 

夜間 

除雪工 

ホイルローダー除雪 
4台（OP付）×1回 

8時間拘束 

制限区域 

昼間 

ホイルローダー除雪 
4台（OP付）×1回 

8時間拘束 
夜間 

ダンプトラック運搬

除雪 

3台(運転手付)×1回

8時間拘束 
昼間 

ダンプトラック運搬

除雪 

3台(運転手付)×1回 

8時間拘束 
夜間 

施設対応工 
災害・事故復旧・ 

不具合対応 

1人工×30回 全域 昼間 

1人工×80回 全域 夜間 

 

(5) 業務期間 

２０２０年４月１日より２０２１年３月３１日まで。 

 

２．発注手続き 

公募型指名競争方式 

 

３．応募資格 
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競争参加招請者として選定されるためには、以下の特定条件及び一般条件を全て満たす方 

に限らせていただきます。なお、応募は単体によるものとし、共同企業体での応募は認めませ

ん。 

 

＜特定条件＞ 

a.日本国の建設業法（昭和 24 年法律第 100号）第 27 条の 23 の規定に基づく舗装工事又は土

木一式工事の経営事項審査による総合評点が９５０点以上であること。 

b.拠点空港（空港法第４条）での土木施設維持業務の実績、又は中部国際空港の制限区域内に

おいて、工事若しくは維持業務を行った実績を有すること。 

c.次の全ての基準を満たす者を主任技術者又は監理技術者として当該業務に専任で配置でき

ること。 

 ①主任技術者又は監理技術者においては、建設業法による一級土木施工管理技士又は技術士

（建設部門）及び一級舗装施工管理技術者資格を有すること。 

 ②監理技術者においては、監理技術者資格者証を有すること。 

d.愛知県、岐阜県、三重県に本店、支店又は営業所等を置くもの。又は、当業務の履行に際し、

それに準ずる拠点を配置するもの。 

   e.発注者より緊急で舗装補修等の依頼があった場合、迅速に対応できる施工体制を常に確保 

すること。 

 

＜一般条件＞ 

   a.成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

   b.中部国際空港株式会社および当社から競争参加制限の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

   c.会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法（平   

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者（更生又は再生

の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがないと当社が認めたものを

除く。）でないこと。 

 

４．応募方法 

(1) 競争参加応募用紙及び暫定仕様書等の入手方法 

競争参加応募用紙、暫定仕様書及び本件に関する応募書類につきましては希望者に郵送も

しくは電子メールにて送付します。中部国際空港株式会社及び当社では閲覧・配布はしま

せん。 

 

(2) 郵送申し込み方法 

応募書類等の郵送を希望される方は、電子メールまたはＦＡＸにより、下記(6)に示す窓

口（コンタクトポイント）まで申し込んで下さい。訪問、電話による申し込みは受け付け

ません。 

申し込み書式は任意としますが、必ず「2020 年度 土木施設維持管理業務 応募書類希

望」と明記（電子メールによる場合は、件名にも記載すること）の上、会社名・担当者名・
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住所・電話番号・ＦＡＸ番号・電子メールアドレスを記入して下さい。 

なお、郵送希望の申し込み期限は、２０１９年８月２０日（火）正午までとします。 

 

(3) 応募受付期間 

２０１９年８月８日（木）から２０１９年８月２２日（木）まで 

平日 午前９時～正午、午後１時～午後５時 

なお、土曜日、日曜日及び祝祭日は取り扱いません。 

 

(4) 応募手続きに用いる言語、通貨及び単位 

日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成 4年法律第 51条） 

 

(5) 関係法規 

日本国内の関連法規・条例 

 

(6) 本件に関する窓口（コンタクトポイント） 

中部国際空港株式会社 財務部 調達グループ 

TEL 0569-38-7778  FAX 0569-38-7855 

E-mail: cjiac-procurement@cjiac.co.jp 

〒479-8701 愛知県常滑市セントレア一丁目 1番地 

第１セントレアビル６階 

 

５．応募書類の提出方法及び期限 

   応募書類は、４．(6)に示す窓口（コンタクトポイント）へ持参若しくは郵送等によるものと

します。 

２０１９年８月２２日（木）１７：００までに窓口（コンタクトポイント）へ必着 

 

６．競争参加招請者の決定等 

(1) 参加招請者の決定 

①応募資格を満たし、後記「８．失格条件」に該当しないことを当社が判断した応募者は、

競争参加招請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・信用の状態において不適当と判断した者について

は、競争参加招請者として選定しないことがあります。 

③応募者多数の場合は、応募資格［特定条件］での実績（実績の件数、規模の大きさ、内容

等）について客観的に評価し、数社に絞り込むことがあります。 

④競争参加者として招請した者について破産又は会社更正若しくは民事再生の申し立てが

あった場合は、その者に対する招請を取り消します。 

 

(2) 通知並びに公表の時期及び方法 

競争参加招請者として選定された方については、５．の応募書類の提出期限から概ね 

１０日以内に「見積依頼書」等の書類とともに通知します。 
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なお、競争参加招請者の選定から漏れた方にもその旨のご連絡をいたします。 

また、応募者が当社に提出した一切の書類は返却いたしませんので予めご承知おき願いま

す。 

 

７．見積書の提出 

(1) 仕様説明会 

競争参加招請者を対象に、仕様書の送付をもって、仕様説明会に代えさせていただきます。 

なお、仕様書に関する質疑は、後日通知する期日までに電子メールで行うこととします。 

 

(2)ＶＥ提案 

ＶＥ提案（当社案に対する代案）を見積書と共に受け付けます。提出されたＶＥ提案に

ついては、当社で評価しその採否を決定します。 

 

(3) 見積書提出期限 

競争参加招請者は、当社の指定する期間内に、仕様書に基づいた見積書を４．(6)に示す

場所に持参又は郵送等により提出していただきます。 

 

(3) 契約の相手方の決定方法等 

的確な業務計画を立案した見積価格上位社（原則３社）を価格交渉の相手方とします。

同評価者が複数いる場合は等しく価格交渉の相手方とします。選定された競争参加招請

者と各々見積内容確認を行い、再度見積書等（以下、「再見積書」という。）を提出して

頂きます。再見積書において、最低額の見積を提出した競争参加招請者を契約交渉の相

手方とします。見積内訳の内容を精査のうえ、単価、契約金額、その他の契約条件につ

いて交渉し、合意すれば契約の相手方とします。なお、合意に達しない場合は、評価が

次に優れた競争参加招請者と交渉します。 

※見積価格が契約制限価格を超過した場合、原則不調となります。 

(4) 結果の通知等 

契約相手の決定後、インターネットの中部国際空港株式会社ホームページ

（http://www.cjiac.co.jp）に契約相手名を公表いたします。 

 

８．失格条件 

(1) 提出書類に虚偽の記載のあるもの。 

(2) 提出期限内に提出されなかったもの。 

(3)  評価結果に影響を与えるよう、工作が行われたもの。 

(4) 所定の方法以外で、関係者に直接、間接を問わず質疑し、もしくは指導を求めたもの。 

(5) 暴力団関係者又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者と親交の

ある者であることが判明したもの、又はその疑いが認められたもの。 

なお、中部国際空港株式会社及び関連会社では、調達の基本方針として発注手続きに対する

不透明な働きかけや、不正な手続きの一切の排除を掲げており、これらが行われたと認められ

る場合、厳しくこれを排除するべく必要な措置を講じます。 

http://www.cjiac.co.jp/
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９．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ある

と判断した場合については、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

したうえで、契約相手を選定します。 

 

１０．その他 

(1)  契約の相手方と当社間で設定する業務要求水準を満たした業務が本契約の履行期間を通

して履行されていることを、当社が行う業務評価（モニタリング）により確認できた場合

は、本業務に係わる次年度の契約を２０２５年３月までを限度とし、本件業務の契約の相

手方と締結します。 但し、業務要求水準が満たされていない場合または毎年の価格協議

において両社合意に達しない場合には、随時、本契約を解除し改めて調達手続きを行うこ

とがあります。 

 

(2)  応募に必要な費用、見積書及び技術資料の作成、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。 

以上 


