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マレーシア・タイ間に鉄道計画 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア経済新聞 
２０１８年１月 22日（月） Vol.３  発行日 毎週月曜日（週刊） 

米テキサス新幹線実現へ 
ダラス～ヒューストン間 385㎞ 

 

米国初の高速鉄道 
日本企業参入に期待 
JR東海が技術支援する米国テキサス州

の高速鉄道新設プロジェクトが実現に向け

て着々と動きだしている。プジェクトは、テキ

サス州のダラスとヒューストン間 385㎞を結

ぶ。既存の鉄道とは別の高速鉄道専用の

線路を別途敷設して、日本の新幹線のよう

に都市間を結ぶ計画だ。駅は両端のダラス

とヒューストンを含め 3 カ所を計画。米国初

の高速鉄道で、ノウハウと実績を持つ日本

企業の参入に期待がかかる。 

 
JOIN 17％を出資 
19年前半着工目指す 
事業主体は米国民間企業の TCP

（Texas Central Partners）、国土交

通省主導で設立したインフラファンドの海外

交通・都市開発事業支援機構（JOIN）

が約 17％を出資する。建設費は 120億

ドル（約 1兆 3,300億円）程度見込ま

れている。2019年前半の着工を目指す。

開業は 2024 年頃。 
 

 

 

 

今月 16日、米国ワシントン DCで日米インフラ

フォーラムが開催された。石井国土交通相からはイ

ンフラメンテナンスや交通インフラ分野で日米協力

の重要性が基調講演で語られ、米国のチャオ長官

からも同様のことが語られた。特に同長官との会談

で、日米協力の象徴的なプロジェクトである「テキサ

ス高速鉄道」の実現に向けて連携、支援していくこ

とが確認された。 

日米、実現へ連携と支援確認 
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シンガポールとマレーシアを結ぶ高速都市鉄

道（RTS）建設へ ――。マレーシアのナジブ首

相は 16日、シンガポールでリー・シェンロン首

相と会談し、シンガポールとマレーシアの南端部

を結ぶ通勤鉄道の建設で最終合意した。現地紙が

伝えた。新たな路線は、マレーシア南端の都市ジ

ョホールバルとシンガポールを結ぶ約４㎞。シン

ガポールの建設中の都市鉄道接続することになり

片道 1時間当たり１万人を輸送する計画。2024

年末までに運行を始める予定だ。 

シンガポールとジョホール海峡を隔てたマレー

シア南部の都市ジョホールバル（通称 JB）の 間

の国境は１日 40万もの人が行き交いしており、 

 

渋滞の解消が課題だった。クアラルンプールと

シンガポールを結ぶ高速鉄道も 2026年に開通す

る予定で、今回の通勤鉄道も含め、鉄道と都市開

発の一体開発が一気に進みそうだ。 

現地紙によると、ジョホールバルは、マレーシ

ア、シンガポールの両政府が共同で 2006年から

「イスカンダル計画」という巨大開発プロジェク

トが開始されている。同計画は、一般的な開発と

は異なり、シンガポールの約 3倍の面積（東京都

と同じ面積）に、約 10兆円もの巨額な投資で、

2005年時点のジョホール州の人口 130万人を、

2025年には 300万人にする計画がある。通勤鉄

道は同計画の一環として建設される。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

カンボジアの首都プノンペン

の市内と国際空港を結ぶ高架鉄

道整備計画で、日本と中国が競

合する可能性が出てきた。現地

紙が伝えた。中国の企業が首都

政府と契約を交わし、一方、日

本も JICAが事業化調査を実施

しているためだ。同政府は、2

023年の東南アジア競技会（S

EAゲーム）の自国開催に間に

合わせるための基本計画を急い

でいる。現時点では、日中のど

ちらかに委託するかは分からな

いが、競合が再燃？することは

間違いないようだ。 

 

JICAは昨年 2月、プノンペンの交通混雑を減らすための基本計

画を策定することを目的に都市鉄道を建設するための実現可能性を

探る調査を実施すると公表。自動案内軌条式旅客システム（Auto

mated Gateway Transit＝AGT）プロジェクトに向けた準備調査

が昨年 4月に開始、最終草案は今年 5月に完了する予定で、最終

報告書を受けた後に同政府がプロジェクトを行うかどうか決める。 

日本の案は、JICAが 2014年に策定したプノンペンの都市交通

に関するマスタープランに基づいている。フン・セン首相が昨年 8

月に日本を訪問した際、日本政府に協力を要請した。区間はプノン

ペン国際空港と市中心部を結ぶ全長 14㎞。同市の意向次第では、

全自動無人運転の採用も視野に入れている。日本の案では総工費は

当初案で約 888億円、有償支援を想定している。日本は空港を結

ぶ路線以外にプノンペン市内を走る環状線など複数路線の開発を計

画している。 

プノンペン高架鉄道計画 日中競合再燃か 

シンガポール・マレーシア間結ぶ 

高速都市鉄道建設へ 両首脳合意 
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NEDO は、サウジアラビア海水淡水化公社（SWCC）と共同で、省エネルギー型の海水淡水化技術

の実証事業を実施することが分かった。昨年 12月 11日に基本協定書（MOU）を締結し合意した。

この実証事業では、日本国内で確立した技術「Mega-ton Water System」を活用し、サウジアラビ

アで従来型の逆浸透膜（RO 膜）を用いた方法に比べ約 2割の省エネルギー化と建設コストの低減が

可能な海水淡水化システムの優位性を実証する。今後、実証設備の建設と運転を行い、商用化に必要な

データを取得し、ビジネスモデルについても検討を進め、同国と周辺国への普及展開を目指す。 

 

 

 

 

事業委託先は、日立製作所と東レ。実証規模は日量

10,000m3造水する規模で、実証場所はサウジアラビ

アのウムルジが選ばれた。 

NEDO によると、サウジアラビアは世界最大の原油生

産量を誇る資源国だが、降雨量が少ないため淡水資源

が乏しい。都市部に供給する水の大部分を海水淡水化

に依存しており、慢性的な水不足が続いている。そこで

NEDOは、サウジアラビアの水不足問題を解決するため

内閣府、NEDO と民間企業・大学等が確立した省エネ

ルギー型の海水淡水化システム「Mega-ton Water 

System」を活用した実証事業をサウジアラビアで開始す

る。サウジアラビア海水淡水化公社（SWCC）と合意

し、先月 11日に基本協定書（MOU）を締結した。今

月 14日には、サウジアラビア・リヤドで開催された日・サウ

ジ・ビジョン 2030 ビジネスフォーラムで基本協定書の交

換式を実施し、実証事業の推進に協力することを確認し

合った。 

NEDOは 2009～2013年度に内閣府の研究開発

事業「最先端研究開発支援（FIRST）プログラム」の

1 つ「Mega-ton Water System」プロジェクトに研究

支援機関として参画し、省エネルギー型の海水淡水化

技術「低圧多段高収率海水淡水化システム」を確立。   

このシステムは、蒸発法に比べエネルギー消費量が少

ないとされる逆浸透膜法（RO膜法）による海水淡水

化をさらに省エネルギー化するもので、新型 RO膜法の

使用や膜ユニットの配置を多段とすることで、従来の RO

膜で必要だった高圧ポンプの稼働するエネルギー消費を

約 2割削減することが可能という。 

この事業は、「Mega-ton Water System」プロジェク

トの成果をベースに、今後 3年間でサウジアラビアのウム

ルジに日量 1万トンの飲料水を海水から生産する設備

を建設し、サウジアラビアで定められている飲料水質基準

を満たす水を安定的に生産できることを検証する。また、

従来の RO膜法に比べ約 2割の省エネルギー化と建設

コスト低減など、システムの優位性を実証する。さらにこの

事業で実証した設備をショーケースとして活用することで

他の中東地域の水問題解決に貢献することを目指す。 

 

 

 

 

 
 

サウジ・ビジョン 2030 ビジネスフォーラムに合わせて基本

協定書を交換。実証事業の推進に協力することを確認し

合った。（現地時間１月１４日、写真中央は世耕経産相）  

省エネ型海水淡水化技術実証事業開始へ 
 NEDO・サウジアラビア海水淡水化公社共同で  

日立と東レに事業委託 
実証規模 日量１万m3造水     
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バングラデシュ政府は、ダッカ第 2 の国際空港となる「ボンゴボンドゥ・シェイク・ムジブ空港」建設構想をこのほど明らか

にした。現地ウェイブサイトが報じた。それによると、同政府は３カ所の立地案を事前に選定しており、そのうち２カ所はダ

ッカ近郊、もう１つはダッカ県内を挙げている。事前選定で 8～9 カ所が挙げられ、最善と判断された場所が 3 カ所だっ

たという。 

基本計画作成で 
日本企業と契約 
政府高官らは同国航空省に対

し、首都ダッカから約 75㎞に位置

するマダリプール（Madaripur）県

シブチャー（Shibchar）郡のジャナ

ジャト（Janajat）中州を空港用

地として確保するよう指示したとい

う。ほか 2 つの候補地はムルシガン

ジ（Munshiganj）県シラジディカ

ーン（Sirajdikhan）郡ケヤイン

（Keyain）とダッカ県ドハール

（Dohar）郡ビラシュプール

（Bilashpur）中州だ。2011年

とさらにその以前にも第 2国際空港

を建設するために空港用地候補を

選定した経緯がある。2011年、バ

ングラデシュ政府は与党アワミ連盟

の選挙公約に従い、実現可能性調

査を経ず、アリアルベール（Arial 

beel）で新空港と衛星都市を建設

することを決定。この決定に地元住

民から激しい反対に遭い、決定を撤

回せざるを得なくなった。 

同政府は、実現可能性調査の

実施、立地の選定、ボンゴボンドゥ・

シェイク・ムジブ国際空港の基本計

画を作成するため日本企業と 12

憶タカ（15憶 4,700万円）の契

約を結んだことも明らかにしている。

CAAB（バングラデシュの民間航空

局）は自身の財源で調査費用を

負担するという。委託した日本企業

とは合意内容に従い、1年以内に

基本計画作成を完了させる。現在

あるハズラット・シャージャラール国際

空港の滑走路は 1本だけで、処理

能力は年間 800万人。付近に居

住区があるため、空港拡張は不可

能で、処理能力は 2028年から

2035年の間に限界が来るとの指

摘されている。 

ダッカ現国際空港 

拡張事業を実施へ 

バングラデシュ政府は、首都ダッカ

近郊に立地するハズラット・シャーシ゛

ャラール国際空港（ダッカ現国際空

港）の拡張事業実施する。 

拡張事業は、国際線ターミナル

（地上３階・地下１階建て、延べ

面積約 22万㎡）、立体駐車場と

接続トンネル（約 6万 2,000

㎡）、貨物ターミナル（約４万

1,000㎡）、VIP ターミナル、消

防、燃料などのユーティリティ（用

益）施設などを新設する。年間の

施設処理能力を約 1,200万人へ

と拡大するとともに、利便性と安全

性の向上を図る。円借款が供与さ

れる予定で、2022年 8月の供与

開始を目指す。（拡張事業イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 6月 29日に 768億

2,500万円を限度とする第１期目

の円借款契約が締結済みで、調達

案件は一般アンタイド。円借款によ

るコンサルタント契約は、日本工営

が主導する４社の JV が昨年８月

に総額約 46憶円で受注。4社

JVは、ターミナル新設などに関する

詳細設計の見直し、入札補助、施

工監理などを行う 4社 JV には日

本工営のほか、オリエンタルコンサル

タンツグローバル、シンガポール企業

の CPG コンサルタンツ、バングラデシ

ュ企業の DDC（Development 

Design Consultants）が参加す

る。 

 

ダッカ第２国際空港建設構想 
バングラ政府明らかに 現国際空港は拡張へ 
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環境省は、ミャンマー天然資源・環境保全省との共催

で、１月15～17日の間、ヤンゴンとネピドーで同省が今

後海外で展開する「ジャパン環境ウィーク」の初の取り組

み「日本・ミャンマー環境ウィーク」を開催した。伊藤忠彦

環境副大臣とミャンマー天然資源・環境保全大臣が「日

本・ミャンマー環境政策対話」、日本の政策と技術を紹

介する「ミャンマー廃棄物管理ワークショップ」、さらに日本

企業の環境インフラ技術を紹介する「環境インフラ技術セ

ミナー」を開催。今後、両国の具体的な協力の方向性と

両国間の環境協力覚書の早期署名を目指すことを発

表した。 

環境省は昨年 7 月に「環境インフラ海外展開基本戦

略」を策定し、途上国の環境分野でのインフラの普及に

戦略的に取り組む。今回、その一環としてミャンマー天然

資源・環境保全省との共催で、「日本・ミャンマー環境ウ

ィーク」を開催した。この期間中政策レベルの協議から実

務レベルのセミナー・研修、民間企業の優れた環境技術

の紹介など環境関係のイベントを連続して開催することで、

日本が有する環境技術やノウハウを集中的にミャンマー

関係者と共有、同国の環境インフラの普及を促進させる。 

16 日はネピドーでミャンマー廃棄物管理ワークショップ

が開かれた。日本からは廃棄物・資源環境分野の日本

の制度・技術や地方自治体の取り組み、ミャンマーからは

現状やマスタープランについてそれぞれが発表した。意見

交換会では、日本の廃棄物処理の現状や廃棄物発電

技術の効果、資金等について議論された。 

17 日はヤンゴンで環境インフラ技術セミナーが開かれ

た。日本の優れた様々な環境技術や取り組みを紹介し

た。自治体や民間企業かヤンゴンで実施している 2国間

クレジット制度（JCM）等の取り組みやミャンマーで実施

されている廃棄物管理や省エネ事業等の環境技術協力

の具体例について発表された。

 

 

 

国土交通省は先月 14日、「第 1回日バングラデシュ・ジョイント PPP プラットフォーム会合」を開催した。バン

グラデシュ国 PPP庁との共催。昨年 6月 15日に開かれた「日バングラデシュ建設・不動産セミナー」で署名さ

れた覚書を踏まえて開催された。 

 会合ではバングラデシュにおける PPP事業への日本企業の参画機会の創出について意見交換が行われた。

バングラデシュ側からは日本企業に参画を期待する PPP候補案件についての紹介もされた。 

会合にあわせ、青木建設流通政策審議官がバングラデシュ首相府のチョードリー筆頭次官との会談も行われ

た。会談はこれまでの両国間の協力関係を確認するとともに、具体的な PPP案件の早期実現に向けて協力を

加速させることで一致した。 

国土交通省土地・建設産業局はバングラデシュ国をインフラ関連企業にとっての有望市場の一つとして捉えて

おり、日本企業によるバングラデシュにおける PPP事業の獲得を目的として、2015年度から調査検討事業を

実施している。 
 

第 1回バングラデシュ・ジョイント PPPプラットフォーム会合開催 

日本の環境技術紹介 
廃棄物処理と廃棄物発電技術の

効果、資金等についても議論 

「日・ミャンマー環境ウィーク」開催 
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総務省によると、野田総務相は、

今月 9日から 11日までの間、フィ

リピンを訪問。この間、ドゥテルテ大

統領に表敬訪問を行い、「日フィリピ

ン ICT総合協力パッケージ」を提

案、ICT インフラ整備について両国

で協力して進めていくことを確認した

ほかフィリピン国営放送局（PTV）

主催の地上デジタル放送開始式典

で、これまでの日本の貢献と今後の

協力についてアピールした。 

 同省によると、野田総務相は、マ

ラカニアン宮殿でドゥテルテ大統領へ

の表敬訪問を行い「日フィリピン ICT

総合協力パッケージ）」を提案し、

ICT利活用（防災、交通、サイバ

ーセキュリティ等）の基盤となる ICT

インフラ（ブロードバンド網・地上デ 

 

 

 

 野田総務相 ドゥテルテ大統領に提案 
ジタル放送）の整備について両国で協力して進めていくことを確認した。 

 同パッケージの提案により、昨年 10月に両国首脳間で合意された「今後

5年間の 2国間協力に関する日フィリピン共同声明」において情報通信分

野の協力として挙げられている国家ブロードバンド計画及び地上デジタル放送

の協力について、今後着実に実施して行くことで一致した。 

 昨年 1月に日本企業が納入したデジタル送信機により、マニラ首都圏と周

辺地域で本格的な地上デジタル放送が開始された。放送開始に伴い開催さ

れた地上デジタル放送開始式典に日本側から野田総務相、羽田駐フィリピン

大使らが出席、フィリピン側からアンダナール広報業務担当大臣、リオ情報通

信技術大臣代行、アポロニオ PTV総裁らが出席した。 

 同式典で野田総務相は、フィリピンでの地上デジタル放送開始に向けたこれ

までの日本の貢献、今後の協力についてフィリピン国内にアピール、また、同相

はアンダナール広報業務担当大臣、リオ情報通信技術大臣代行、コルドバ

国家電気通信委員会委員長それぞれと会談を行い、ICT インフラ整備にお

ける日フィリピン両国の協力関係をより一層強化することで一致した。。 

 

 

 

 

アジア開発銀行と世界銀行が合同で開催 
アジア開発銀行（ADB）と世界銀行が今月 18 日、ADB 研究所会議室

（霞が関ビル内）で合同ビジネス・オポチュ二ティ・セミナー2018」を開催した。

途上国政府への融資や技術協力、民間企業が実施する事業への投融資な

どを行っている両銀行。そうした事業に日本の企業やコンサルタントの参加を促

進する目的で開催された。とくに日本企業の関心が高いアジア・太平洋地域

で幅広くプロジェクトを実施している両銀行が合同で調達やコンサルタント雇用

に関するセミナーを開催するのは初めてで、会場は立錐の余地なく埋まった。       

セミナーは、午前 10時から開催された。松尾ADB駐日代表がモデレーター

を務めた。午前の部セッション 1 では、大森功一世界銀行東京事務所上級

広報担当官と池上隆夫同銀行ビジネス・インフォメーションアドバイザーの 2名

が揃ってスピーカーとなり、「世界銀行の調達・コンサルタント雇用制度の概要」

について語った。 

次いで、小磯佳子 ADB 調達・ポ

ートフォリオ・財務管理部調達専門

官がスピーカーとなり、「アジア開発

銀行の調達・コンサルタント雇用制

度の概要」について語った。その後、

質疑応答が行われ、会場から矢継

ぎ早に質問がされ、熱気を帯びた。

予定の正午には終わらず、30 分間

延長となった。午後１時 30 分から

セッション２が行われ、午前の部と同

様、小磯同調達専門官が「アジア

開発銀行の調達・コンサルタント雇

用手続き」について語った。  

日フィリピン ICT総合力パッケージ 

ビジネス・オポチュニティ・セミナー2018 
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●水資源開発投資プログラムアフガニスタン農業生産性向上目指す 

アジア開発銀行（ADB）理事会は、2009 年に承認されたマルチトランシェ金融施設（MFT）の可用性期間を

水資源開発投資プログラムアフガニスタンの農業生産性の向上を目指している。2019 年 9 月 22 日から 2022 年 9

月 21日までの 3年間の延長は、MFF の第 2 トランシェのプロジェクトを完了させることになる。 

プロジェクトの第 2 トランシェは 2013 年 10 月に承認され、1 億ドルの助成金で構成されている。このプロジェクトは、

2 つの灌漑地帯で主要灌漑用水路と関連する摂取構造を修復し改善する。MFF のアウトプットには、新しい灌漑、洪

水管理、水資源インフラの整備、関連する制度的枠組みと政策の改善。関連機関の能力を強化する。包括的な経

済成長、環境的に持続可能な成長、地域統合を通じ、アジア太平洋地域の貧困削減に取り組んでいる。1966 年に

設立され、同地域から 67人のメンバー48人が所有している。 

 

●融資、助成金の承認、技術援助、協調融資事業 昨年 287億ドルに達す 

アジア開発銀行（ADB）は、2017年の融資、助成金の承認、技術援助（TA）、協調融資事業が 287億ドル

に達したとこのほど発表した。ADB の自己資本からの融資および助成金の承認額は、1916 億ドルとなり、2016 年の

175億ドルから 9％増加した。これにより、ADBは 2020年までに 200億ドルの目標を達成することができる。 

民間部門の事業は 32億ドルで、2016年には 25億ドルから 26％増加した。一方、TAは前年の 1億 6,900万

ドルから約 22％増の 2億 5,000万ドル。ADBの新しい業績指標は 201億ドルに達した。これは、2016年と 2017

年に承認された大規模プロジェクトの調印を反映して、2016年の 133億ドルから大幅に増加している。 

 

 ●第 51回アジア開発銀行年次総会オンライン登録開始 

マニラの ADB本部で今年 5月 3～6日に開催される第 51回アジア開発銀行年次総会のオンライン登録が開始

された。今年の会議は、アジア太平洋地域の開発に影響を及ぼす世界や地域の問題を検討し、2030年までに ADB

とその開発パートナーが豊かな地域にどのように協力するかを検討する。 

パネルやその他のイベントの 4日間のハイライトは、5月 4日のガバナーズセミナーで、新技術とグローバリゼーションが

途上国の雇用創出の見通しとその政策への影響にどのように影響するかを論じる。ADB のガバナンス総会で戦略案を

議論するため、ADB の長期的戦略的枠組み戦略 2030 が会議のもう一つの重要なテーマだ。 

戦略 2030は今年末までに完成する予定。セミナーでは、アジア太平洋地域におけるジェンダー格差の拡大が、女

性の起業家精神と経済的エンパワメントを支援することによってどのように対処できるかを議論する。別のセミナーでは、

地域の長寿の配当を最大限に活用する技術の開発に焦点を当てる。 

また、2030年までに年間 1.7兆ドルと見積もられる、アジアの巨大インフラニーズに対応するための民間部門の参

加についての議論も予定されている。その他のセミナーは、財務の新技術、気候と災害の回復のための地域社会主導

のソリューションへの投資、地域間の協力による包括的な成長の推進、エネルギーシステムの将来など、とりわけ、ADB

の公式セッションやセミナーに加えて、フィリピンは、公的・民間セクターと市民社会の代表者が経済の方向性、ビジネス、

貿易、投資の見通しについてのアイデアを交換する一連のイベントを開催する予定。 

アジア開発銀行－ADB news 
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１．入札事項  

 インドネシアの経済発展における課題・ニーズに対応したプロジェクトの調査提案事業 

２．電子調達システムの利用 

  本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。 

  なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。 

３．競争に参加する者に必要な資格 

 (1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70条の規定に該当しない者であること。 

   なお、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は、同条中、特

別の理由がある場合に該当する。 

 (2) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。 

 (3) 平成 28・29・30年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）の 

  「役務の提供等」のＢ又はＣ 

   の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

 (4) 仕様書の交付を受けた者であること。  

 (5) 電子調達システムによる場合は、電子認証（IC カード）を取得していること。 

 (6) 事前提出書類（証明書等）の提出期限の時から開札の時までの期間に、国土交通省大臣官房会計課長か

ら工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（平成９年５月 30日付官会第 1242号）に基づく指名停止を

受けていないこと。 

 (7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等

からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 (8) 労働者派遣法（第 3章第 4節の規定を除く。） の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは

処分（指導を含む）を受けた日から 5年を経過しない者でないこと。（これらの規定に違反して是正指導を受けた者

のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。） 

 (9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険

料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近 2年間の保険料の未納がないこと。） 

４．契約条項を示す場所  国土交通省大臣官房会計課契約第二係 

５．競争執行の日時場所 

 (1) 仕様書配布  平成 30年 1月 15日～平成 30年 1月 25日 

          10時 00分～17時 00分（土・日・祝日を除く） 

          千代田区霞が関２－１－３ 

          国土交通省大臣官房会計課契約第二係 

 (2) 事前提出書類（証明書等）の提出期限、提出場所 

                平成 30年 1月 26日（金）11時 00分 

国土交通省 入札公告 
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          千代田区霞が関２－１－３ 

          国土交通省大臣官房会計課契約第二係 

 (3) 入札書受付締切日時  

                   平成 30年 1月 29日（月）17時 00分 

          千代田区霞が関２－１－３ 

           国土交通省大臣官房会計課契約第二係 

 (4) 開札日時   平成 30年 1月 30日（火）14時 30分 

          国土交通省大臣官房会計課入札室（中央合同庁舎第３号館地下１階） 

６．履行期限    平成 30年 3月 23日 

７．入札保証金   予決令第 77条第 2号により免除 

８．契約保証金   予決令第 100条の 3第 3号により免除 

９．その他 

 (1) 仕様書配布時に、資格決定通知の写しを持参すること。 

 (2) ３．に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 (3) 事前提出書類（証明書等）が契約担当官等の審査の結果、採用されなかった場合、入札は無効とする。 

 (4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 8 に相当する額を加算した金額

（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので入札者は

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 (5) 原則として、当該入札の執行において入札回数は 2回を限度とする。 

   なお、当該入札回数までのに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第 99条の 2 の規定に基づく随意

契約には、移行しない。 

 (6) 電子調達システムのＵＲＬ 

   国土交通省電子調達システム 

   https://www.geps.go.jp/ 

 

                                                    平成 30年 1月 15日 

                                                支出負担行為担当官 

                                                国土交通省大臣官房会計課長 

                                                           海 谷   厚 志 
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