
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２３年５月６日

（契約責任者）中日本高速道路株式会社東京支社長 髙城一俊

記

１．業務概要

（１）業 務 名 平成２３・２４年度東京支社管内 車両管理等業務

（２）履行場所 東京支社 東京都港区虎ノ門４－３－１

〃 （川崎社屋） 神奈川県川崎市宮前区南平台１－１

厚木工事事務所 神奈川県厚木市恩名１－１４－１３

八王子工事事務所 東京都八王子市長沼町１３０５－３

秦野工事事務所 神奈川県秦野市末広町１－１ＮＴＴ秦野ビル

南アルプス工事事務所 山梨県南アルプス市下宮地４４５－５

沼津工事事務所 静岡県沼津市岡宮字焼土手１３００－１

富士工事事務所 静岡県富士市伝法字大原１７０－１

清水工事事務所 静岡県静岡市清水区庵原町２１９－１１

静岡工事事務所 静岡県静岡市葵区竜南１－２６－２０

浜松工事事務所 静岡県浜松市中区北寺島町６１７－６

〃 （掛川社屋） 静岡県掛川市長谷１４１３－３

横浜保全・サービスセンター 神奈川県横浜市緑区長津田町５５０９

御殿場保全・サービスセンター 静岡県御殿場市東田中１１４０

富士保全・サービスセンター 静岡県富士市伝法２７２－８

静岡保全・サービスセンター 静岡県静岡市駿河区中島２３５－１

袋井保全・サービスセンター 静岡県袋井市山科３５８８－１

小田原保全・サービスセンター 神奈川県小田原市飯泉３５２

（３）業務内容

本業務内容は、概ね次のとおりである。

一 車両の日常点検及びそれに附随するもの

二 車両の運転及びそれに附随するもの

三 車両の燃料の補給及びそれに附随するもの

四 車両の保管及びそれに附随するもの

五 事故の処理に関する業務

六 車両の任意保険に関する業務

（自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び車両保険に関する業務を除く）

（４）履行期間 平成２３年７月１日から平成２５年６月３０日まで

（５）車両配置状況 別表（車両配置一覧表）のとおり



２．競争参加資格確認申請書の作成及び提出に関する事項

（１）申請書等の提出

競争入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、商業登記簿謄本の写

し、直近の財務諸表類、納税証明書の写し（書式その３・その３の２・その３の３のうち、

いずれか一枚）、会社の経歴を記載した書類、業務資料を添付した競争参加資格確認申請書（別

記様式）（以下「申請書等」という。）を提出するものとする。なお、業務資料は、業務資料

作成要領に基づき作成するものとする。

（２）申請書等の入手方法

入札参加希望者は、業務資料作成要領、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示

書、仕様書、金抜設計書を入札公告の日から平成２３年５月２３日まで（土曜日、日曜日及

び祝日を除く）の午前１０時から午後４時まで、下記の場所において無料で入手できる。

中日本高速道路株式会社東京支社総務企画部契約チーム

（住 所）〒１０５－６０１１ 東京都港区虎ノ門４－３－１

（電 話） ０３－５７７６－５６００（代）

（３）申請書等の提出期間及び場所

申請書等の提出期間及び場所は、次のとおりとする。

①提出期間 平成２３年５月６日から平成２３年５月２３日まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く）の午前１０時から午後４時まで

②提出場所 上記２（２）に同じ。郵送又は電送は受け付けない。

③申請書等の確認 受付時に単純な記載漏れ又は記載ミスがないかどうかを確認する場

合があるため、提出する資料について内容を理解し、説明できる者

が持参すること。

３．競争参加資格

入札参加希望者に要求される要件は次に掲げるとおりとする。

（１）中日本高速道路株式会社契約規則（平成 18 年 11 月 9 日・中日本高速道路株式会社規程第 25

号）第 11 条の規定に該当しない者であること。

（２） 申請書等の提出期限までに以下の書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けた者で

あること。

①商業登記簿謄本の写し

②直近の財務諸表類

③納税証明書の写し（書式その 3・その 3の 2・その 3の 3のうち、いずれか一枚）

④会社の経歴を記載した書類

（会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（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者に



ついては、手続開始の決定後、当該支社の長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の

再確認を受けていること。）

（３）以下の①～③のいずれかの資格を有する安全運転管理責任者を配置できること。

①道路交通法第７４条の３に定める安全運転管理者の選任を受け､運転管理の１年以上の実

務経験を有する者。

②３年以上の運転管理の実務経験を有する者。

③発注者が上記①又は②と同等であると認めた者。

なお、運転管理の実務とは「自動車の運転者に対し、運転について指示、指導し監督する」こ

とをいう。

また、車両安全運転管理責任者は、車両管理員を兼ねることはできないこととし、直接的かつ

恒常的に雇用されている者とする。

（４）以下の条件に適する車両管理員を配置できること。

①過去１０年間に自動車の運転を業務としていたａ）又はｂ）の実務経験を有すること。

ａ）人員輸送の業務経験を３年以上有する者。

（業務開始日の前日現在で３年を経過する者を含む。）

ｂ）ａ）以外の運転業務経験を５年以上有する者。

②過去５年間に免許取消処分もしくは過去３年間に免許停止処分を２回以上受けていない者

であること。

③普通自動車運転免許（ＡＴ限定を除く）を取得し、免許を受けて３年以上かつ年齢が６５

歳未満（業務開始日現在）の者であること。

なお、上記（４）の条件を満たすことを確認するため、落札者は、当該条件を満たすことが確

認できる資料を業務開始の５日前までに提出し確認を受けるものとする。

４．競争参加資格の確認に関する事項

入札参加希望者から提出された申請書等について、上記３（１）～（３）に定める競争参加資

格の確認を行い、競争参加資格確認結果を通知するものとする。

５．入札執行の日時及び場所等

①開札日時：平成２３年６月１０日（金）１０時００分

②場 所：上記２（２）の７階入札室

③方 法：持参すること。

６．その他

（１）申請書等に虚偽の記載をした者は、競争参加資格を認めない。

また、競争参加資格の無い者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入

札に関する条件に違反した入札は無効とする。さらに、無効の入札を行った者を落札者として



いた場合は、落札決定を取り消す。

（２）提出された申請書等は返却しない。

（３）申請書等の差替え及び再提出は認めない。

（４）提出した業務資料に記載した配置予定者（以下「配置予定者」という。）は、原則として変更

できない。

ただし、本人の病気、死亡等きわめて特別な理由でやむを得ず配置予定者を配置できなくな

った場合は、速やかに契約責任者に当該配置予定者の変更について届け出たうえ、代替者が配

置予定者と同等以上の業務遂行能力を有する者であると契約責任者の承諾を得た場合は、この

限りではない。

（５）落札者が業務開始時点で別表「車両配置一覧表」に応じた必要人員を配置できない場合には、

落札決定を取り消す。

また、業務開始５日前までに配置予定者の確保・雇用見込みについて確認した結果、明らか

に業務開始に支障があると判断される場合は、落札決定を取り消す場合がある。

（６）手続に関する問合せ窓口は、上記２（２）に同じ。

以 上



別記様式（競争参加資格確認申請書）

競争参加資格確認申請書

平成 年 月 日

中日本高速道路株式会社東京支社

支社長 髙 城 一 俊 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

担当者氏名

電話番号

平成２３年５月６日付けで入札公告のありました平成２３・２４年度東京支社管内車両管理等業務

に係る一般競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人。ただ

し、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）

及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓

約します。

記

１ 商業登記簿謄本の写し

２ 直近の財務諸表類

３ 納税証明書の写し（書式その３・その３の２・その３の３のうち、いずれか一枚）

４ 会社の経歴を記載した書類

５ 業務資料



（別表）

車両配置一覧表

機関名 所在地
配置車両

台数

左記台数のう

ち常に運行で

きる体制をと

るべき台数

備考

東京支社 東京都港区虎ノ門 4-3-1 ３台 ３台

東京支社（川崎社屋） 神奈川県川崎市宮前区南平台 1-1 １台 １台

厚木工事事務所 〃 厚木市恩名 1-14-13 ４台 ４台

八王子工事事務所 東京都八王子市長沼町1305-3 ３台 ２台

秦野工事事務所 神奈川県秦野市末広町1-1NTT秦野ﾋﾞﾙ ２台 ２台

南ｱﾙﾌﾟｽ工事事務所 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市下宮地445-5 ４台 ３台

沼津工事事務所 静岡県沼津市岡宮字焼土手1300-1 ３台 ３台

富士工事事務所 〃 富士市伝法字大原170-1 ４台 ３台

清水工事事務所 〃 静岡市清水区庵原町219-11 ４台 ３台

静岡工事事務所 〃 静岡市葵区竜南1-26-20 ５台 ５台

浜松工事事務所 〃 浜松市中区北寺島町617-6 ４台 ３台

浜松工事事務所（掛川社屋） 〃 掛川市長谷1413-3 ３台 ３台

横浜保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市緑区長津田町5509 ２台 １台

御殿場保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 静岡県御殿場市東田中1140 ２台 １台

富士保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 〃 富士市伝法272-8 ２台 １台

静岡保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 〃 静岡市駿河区中島235-1 ２台 １台

袋井保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 〃 袋井市山科3588-1 ２台 １台

小田原保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県小田原市飯泉352 ２台 １台

１８箇所 ５２台 ４１台

※車両配置状況は年度途中で変更（減車）する場合あり。


