
 
 制限付き一般競争入札を施行するので、次のとおり公告する。 

2019 年 10 月 11 日 
社会福祉法人 陽の木会      

                             理事長 本間 仁美     
 

１ 入札に付する事項 
 （１）建築主    社会福祉法人 陽の木会 
 （２）工事名    社会福祉法人陽の木会小規模保育事業所新築工事 
 （３）工事場所   千葉県佐倉市寺崎北 2 丁目 12 番 1 
（４）工事期限   2020 年 3 月 10 日まで 
（５）工事の概要  ①用途   小規模保育事業所 
          ②敷地面積 503.92 ㎡ 
          ③構造規模 鉄骨造 平屋建 
                建築面積  194.74 ㎡ 
                延床面積  181.44 ㎡ 
           ④工事内容 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 
（６）予定価格      設定する。ただし、事後公表とする。 
（７）最低制限価格    設定する。ただし、事後公表とする。 

 （８）入札方式      紙入札 
 （９）問い合わせ先  
    〒260-0033 
    佐倉市寺崎北 2 丁目 13 番 1 
       社会福祉法人 陽の木会 陽の木さくら保育園 
    担当 理事長 本間 仁美 
    電話番号  090-2769-5333 
    電子メール info@hinokisakura.com 
 
 なお、上記の者の代理人として、以下を指定する。 

山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社 山田 晃正 
    Tel ：047-471-2321 
    Fax：047-471-2322 
    電子メール：ydm@ydm-inc.com 
 
２ 入札に参加する者に必要な資格 
  本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

佐倉市制限付き一般競争入札実施要領第４条のほか、 
(1)発注工種（建築 1 式工事）に係る本市の格付等級がＡである者 
(2)発注工種（建築 1 式工事）に係る経営事項審査の総合評点が 1000 点を超える者 
(3)建設業法に基づく許可を得た本店又は支店等を印旛、千葉、成田土木事務所管内に有する者 
(5)建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者 
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(6)一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有するもので、監理技術者資格証を有する技術

者を、本工事に専任で配置できる者 
(7)当該工事と同種工事の施工実績がある者（過去 5 年間で 300 ㎡以上の実績） 
(8)千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基

準又は佐倉市建設工事等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、本工事公告の日から本工事の

入札の日までの間、受けていない者であること。 
(9)地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

① 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は本工事の開札日前６

ヶ月以内に手形、小切手を不渡りした者 
② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所から

の更生手続開始決定がされていない者 
③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所から

の再生手続開始決定がされていない者 
(10)同一人が代表者となっている法人等は、重複して本入札に参加することができないものとする。 

 
３ 入札の場所及び日時 

(1) 場 所  佐倉市寺崎北 2 丁目 13 番 1 
陽の木さくら保育園 

(2) 日 時  2019 年 10 月 25 日 11 時 00 分より 
 
４ 入札参加資格の確認等 
  本工事の入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書及び添付書類（以下、

「資格確認資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
 (1) 提出する資格確認資料 
  ア 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書 
  イ 建設業許可通知書又は建設業許可申請書の写し 
  ウ 資格要件に該当する工事の契約書のかがみ及び概要書等施工実績を満たしていることがわか

る部分の写し 
(2) 資格確認資料の提出期間 

2019 年 10 月 11 日（金） 10 時 から 
2019 年 10 月 17 日（木） 16 時 まで 

(3) 入札参加資格の確認結果通知 
確認結果通知は、2019 年 10 月 18 日（金）に電子メールにより通知する。 

(4) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。 
説明を求める場合は、2019 年 10 月 22 日（火）までに、書面を持参して行わなければならな

い。 
(5) 理由は、説明を求められた日から 3 日以内に書面で回答する。 

 
５ 契約条項等を示す場所及び日時 
  設計図書の配布は次のとおり行う。 

(1) 入札参加資格があると認めた者に、2019 年 10 月 18 日（金）に電子メールにより配布する。 



 
６ 入札保証金 

入札保証金は免除する。 
 
７ 契約保証金 
  契約者は、契約保証金（契約金額の 100 分の 10 以上の額、低入札価格調査基準価格に満たない価

格での契約の場合は契約金額の 100 分の 30 以上の額）を納めなければならない。 
  ただし、国債等並びに金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合

は、契約保証金の納付を免除する。 
 
８ 入札 

(1) 入札回数 １回 
(2) 入札書記載金額 

   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 10 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

札金額とするので、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免税事業者である

かを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
(3) その他 

一度提出した入札書は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはで 
きない。 
 落札となるべき同価格の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじ

を引かせて落札者を定める。 
 その他この公告のなかに記載のない事項は当方の定めるところによるものとする。 

 
９ 入札辞退 

(1) 辞退の期限 入札を辞退する場合は、必ず入札前までに入札辞退届を提出しなければならない。 
(2) その他 入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることは

ない。 
 
１０ 入札の無効 
  (1) 本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札は、

無効とする。 
  (2) また、工事費内訳明細書の内容が本工事を遂行し、品質を確保するに必要十分な内容でない

と判断される場合にも、無効とする。 
  (3) なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、千葉県又は佐倉市の指名停止措置

を受け入札時において指名停止期間中である者及び会社更生法並びに民事再生法の適用を申

請した者は入札に参加できない。 
１１ 再度入札 
 再度入札は行わないものとする。 

 



１２ 契約締結時期 
  落札者の決定後、5 日以内に契約を締結しなければならない。 
 
１３ その他 
  (1) 資格確認資料作成説明会及び現場説明会は実施しない。 
  (2) 資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認で

きない場合には、説明を求めることがある。 
  (3) 提出された資格確認資料は、返却しない。なお、公表し、また無断で使用することはしない。 
  (4) 工期は、事情により変更することがある。 
  (5) 落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に配置すること。 
   ※申請時において、当該技術者が不確定であるとして、予備で申請された技術者についても同様  

とする。 
(6) 落札者は下請、労働及び資材購入等について、可能な限り佐倉市内の業者に発注すること。 

 
１４ 設計書等に対する質問 

    入札の参加資格を有する者で、設計書等に対する質問がある場合は質問書（様式は自由とするが、

この公告の件名及び場所を必ず明記すること。）を、ない場合はその旨を電子メールにて送信するこ

と。 
(1) 提出期限 2019 年 10 月 22 日（火）17 時締切 
なお、質問に対する回答は、2019 年 10 月 23 日（水）に電子メールにて回答する。 

【問い合わせ先】  
 山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社 
  Tel ：047-471-2321 
  Fax：047-471-2322 
  電子メール：ydm@ydm-inc.com 


