
 

 

「令和４年度九州新幹線建設局発注者支援業務（Ａ）」外６件の一般競争入札方式に係る入

札公告（入札説明書）に関するお知らせ 
 
令和３年 12 月 23 日付け公告した「令和４年度九州新幹線建設局発注者支援業務（Ａ）」

外６件の入札公告（入札説明書）を、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

１ 入札公告（入札説明書）の訂正内容 

 

(1) 令和４年度九州新幹線建設局発注者支援業務（Ａ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）10 時。 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 



 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）10時。 

 

(2) 令和４年度九州新幹線建設局発注者支援業務（Ｂ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）10 時 30分。 



 

 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）10時 30分。 

 

(3) 令和４年度九州新幹線建設局武雄鉄道建設所発注者支援業務 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10



 

 

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）11時。 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）11時。 

 

 

(4) 令和４年度九州新幹線建設局大村鉄道建設所発注者支援業務（Ａ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 



 

 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）13時 30分。 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）13時 30分。 



 

 

 

(5) 令和４年度九州新幹線建設局大村鉄道建設所発注者支援業務（Ｂ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）14 時 00分。 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10



 

 

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）14時 00分。 

 

(6) 令和４年度九州新幹線建設局長崎鉄道建設所発注者支援業務（Ａ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）14 時 30分。 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 



 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）14時 30分。 

 

(7) 令和４年度九州新幹線建設局長崎鉄道建設所発注者支援業務（Ｂ） 

訂正前 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月８日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24日（金）から令和４年１月 31日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月１日（火）から令和４年２月８日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月８日（火）13 時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月９日（水）15 時。 



 

 

 

訂正後 

Ｐ２ 

３ 役務概要 

 (6) その他 

ア  交付期間    令和３年 12月 23日（木）から令和４年２月 15日（火）まで。 

 

Ｐ８ 

９ 入札説明書等に対する質問 

(1) ア 受付期間 

令和３年 12 月 24 日（金）から令和４年２月７日（月）までの休日を除く毎日、8

時 30分から 20時まで（ただし、最終日は 16時まで。）。 

(2) ア 閲覧期間 

令和４年２月８日（火）から令和４年２月 15 日（火）までの休日を除く毎日、10

時から 16時まで。 

 

10 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等 

(2) 入札の締切日時 

令和４年２月 15 日（火）13時。 

(3) 開札の日時 

令和４年２月 16 日（水）15時。 

 

 

令和４年１月２８日 

 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

契約担当役 

九州新幹線建設局長 瓜生 良知 

 


