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    公公公公    告告告告        兼兼兼兼        現現現現    場場場場    説説説説    明明明明    書書書書     

 

社会福祉法人みやび 

理事長 中畑 剛史  

 

 (仮称)ソフィア生駒保育園整備工事に係る入札参加者募集について、次の通り公告します。

下記の入札に付する事項の公告及び工事名称に掲げる工事の入札等については、関係法令及び

この公告事項によるものとします。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札方法 制限付一般競争入札 

（２）設置主体 社会福祉法人みやび 

（３）公告日  平成 28年 6 月 22 日 

（４）工事名称 社会福祉法人みやび (仮称)ソフィア生駒保育園整備工事 

（５）工事場所 奈良県生駒市谷田町 875-1(地番) 

（６）工事期間 平成 27年 8 月上旬 ～ 平成 27年 10 月 20 日 

（７）工事概要 既存テナントビルの一部を保育園園舎に改修(用途変更)及び関連 

付帯工事一式 

鉄骨造 地上 4階建の 2階部分 延床面積約 100 ㎡ 

（８）支払時期 着手時 30％、工事完了後の補助金執行時（平成 29年 1月頃予定）70％ 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

   入札を希望する者は、以下の要件をすべて満たしていること。 

（１）建設業法第３条６項に規定する特定建設業の許可を受けている者。 

（２）公告の日から入札執行の日までに、建設に伴う不正行為や契約不履行等により国、地 

方公共団体の指名停止の措置をうけていない者。 

（３）直近の建築一式に係る経営事項評価の総合評定値（Ｐ）が 700 点以上の者。 

（４）過去５年間に、延べ床面積 100 ㎡以上の認可保育所の新築及び改修工事を、元請けと 

して受注し完成させ引き渡した実績を有する者。 

（５）当該工事に配置する正社員の現場代理人及び主任技術者を有する者。 

（６）地方自治法施行令第 167 条の４第１項に定める要件に該当しない者。 

（７）正常な入札執行を妨げる等の行為を行う恐れがなく及び行わない者。 

（８）対象工事に係る設計業務等の受注者でなく及び当該受注者と資本もしくは人事面に 

    おいて関連がない者。 

（９）法人役員本人又はその親族が役員に就いている業者等でない者。 

（１０）工事保証のための工事履行保証保険契約を締結、若しくは履行保証代理人をたてる 

ことが可能な者。 

（１１）会社更生法の規定による更生手続き開始の申し立て、及び民事再生法の規定による 

再生手続きの開始の申し立てがなされていない者。 



 （１２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及びこれらの関連法令により規定 

されている反社会的団体員である暴力団員密接関係者が経営する建設業者又は暴力 

団員密接関係者が実質的に経営する建設業者及びこれに準ずる者ではない者。 

 

３ 入札参加資格審査の申請方法 

（１）配布場所  大阪市生野区勝山北 3 丁目 2-25-303 

大塚謙太郎一級建築士事務所 

電話 06-4965-4365 担当：関口 

（２）配布期間 平成 28年 6 月 22 日～平成 28年 7 月 1 日 

         (ただし、土曜・日曜・祝日を除く)午前 10 時～午後 5時 

（３）提出書類 以下の書類を各２部ご提出ください。提出に要する費用は提出者の負担と 

させていただきます。なお、ご提出いただいた書類は返却いたしません。 

・入札参加資格確認申請書（２部中の１部は写しで可） 

・経営事項審査結果通知書の写し（最新のもの） 

・施工実績を証明するもの（契約書の写し等） 

・建設業許可通知書の写し 

・貴社会社案内（規模・資本金・従業員数がわかるもの） 

 

（４）提出期限 平成 28年 7月 4 日必着（郵送可といたします） 

（５）提出場所 ３-（1）に同じ 

 

４ 入札参加資格の審査結果通知 

電子メールにて平成 28年 7 月 6 日に通知します。 

 

５ 設計図書の交付 

  平成 28 年 7 月 6 日（宅ファイル便で送信） 

  

６ 入札の執行等  

（１）入札執行の場所  生駒セイセイビル 201 号会議室(生駒市元町 1丁目 6番 12 号) 

（２）入札執行の日時  平成 28年 7月 25 日 午前 11 時から 

（３）入札条件 

・予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし適正審査の 

うえ落札者とする。 

・最低価格提示業者が２者以上ある場合は、くじにより決定する。 

・一括下請け（丸投げ）は絶対にこれを許可しない。契約書にその旨を明記すること。 

・契約は、民間連合協定様式によって行う。工事請負契約書案と工事費内訳書を発注  

 者に提出し行政担当部局の確認を受けた後、速やかに契約すること。 

・工事保証のための工事履行保証保険契約を締結、若しくは保証人をたて請負契約書 

に明記すること。 

・契約後速やかに、「工事下請契約報告書」と「工程表」を提出すること。 



・全応札が入札予定価格を上回った場合は、最低入札業者と随意契約の協議を行うもの 

とする。 

 （４）入札の方法 

    ・入札は持参によるものとし、郵送及び電送等による入札は認めない。 

・入札会場に入場する際は、入場者の名刺及び、入札参加許可通知書を提示すること。 

・入札者が代理人の場合は、その委任状(様式任意。但しA4 版縦とする。)を同時に提 

出すること。 

・入札書は、工事名・履行場所・日付及び入札金額をインク又はボールペン等容易に 

修正できない方法により記入し、記名押印のうえ、封印して提出するものとする。 

・落札決定にあたっては、入札書に記載する金額は当該金額の100 分の8 に相当する 

額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者で 

あるか免税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 落札者決定方法 

（１）予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし適正審査のう

え落札者とする。 

（２）落札候補となるべき同価の入札をした者が 2 以上あるときは、当該入札者にくじで落

札候補者を決定する。 

（３）開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ち

に再度の入札を行う。ただし無効又は失格となった者は再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、原則として2回（初度入札を含め3回）を限度とする。 

 

６ 入札の執行延期等 

   不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむ得ない理由 

   がるときは、入札の延期又は中止若しくは取り消すことがある。 

   この場合、入札者が損失を受けても一切の損害賠償の責めを負わない。 

 

７ 入札の無効に関する事項 

（１）競争に参加する資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札。 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札。 

（３）入札に関し不正行為をした者のした入札。 

（４）金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤った記載、記載漏れ若しくは不明な入札または 

金額を訂正した入札。 

（５）金額を改ざんし、又は訂正した入札 

（６）入札時刻に遅れた者の入札。 

（７）その他入札に関する条件に違反した入札。 

 

 

 



８ 予定価格等 

（１）入札予定価格 設定あり(事後公開) 

（２）最低制限価格 設定なし 

 

９ 質疑要領(設計図書に関する質疑応答) 

（１）質疑様式 電子メールにて送付のこと。エクセル形式 A4 サイズ横書きとする。 

（２）提出期限 平成 28年 7月 13 日 (水)正午 

（３）提出先  大塚謙太郎一級建築士事務所 電話 06-4965-4365 担当 関口 

電子メールアドレス：sekiguchi@chibicco-plan.com 

（４）回答期日 平成 28年 7月 20 日 

（５）回答方法 大塚謙太郎一級建築士事務所より、全ての入札参加者に対し電子メールで 

送付する。 

   

１０ 請負契約 

   ・入札後、速やかに、旧四会連合協定様式により契約書(案)を事業主に提出し、請負契 

約を締結すること。事業主の承認及び市役所担当官の確認を得た後、工事請負契約書、

工事請負契約約款、見積明細書、公告兼現場説明書(本書)、建築工事設計図書、質疑

応答書、設計追記事項等を綴じこんで契約図書一式を製本すること。甲、乙、ならび

に設計者用の計３部を用意すること。 

・工事保証のための工事履行保証保険契約を締結、若しくは保証人をたて請負契約書に

明記すること。 

・一括下請け（丸投げ）は絶対にこれを許可しない。契約書にその旨を明記すること。 

 

１１ 入札に関するその他の注意事項 

   ・入札に際しては、本工事の仕様書、設計図書、公告兼現場説明書、質疑回答書等全て 

の指示事項を承諾したうえ、入札担当者の指示に従うこと。 

・本工事は図面契約であり、入札業者は設計図書を熟読し、積算を行うこと。図面等設 

計図書の不明箇所及び食い違い等については質疑書を提出し、回答を受けること。 

・入札者は、入札後に本書、契約書案、設計書、仕様書、図面及び質疑回答書等指示資 

料の採否結果について不明または錯誤等を理由に、異議を申し立てることはできない。 

・入札者は入札に関し、いかなる協議・協定または公正な入札執行の妨げをしてはなら 

ない。 

・入札者は、提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 

・入札書・委任状等、本件公示の入札関係書類についてはすべて宛名を「社会福祉法人 

みやび 理事長 中畑 剛史」と記載すること。 

 

１２ 提出書類 

   契約締結後下記書類を工事監理者に提出し承認を得ること(以下、任意書式) 

・現場代理人届(経歴書共) ２部 

・専任主任技術者届(経歴書共) ２部 



・工事工程表 ２部 

 

１３ 火災保険等 

   ・工事中は火災保険に加入し、保険証券(写)を工事監理者に提出すること。 

・建設工事保険、請負賠償責任保険に加入すること。 

 

１４ 災害防止等 

   工事工程、安全計画については、建築主及び近隣住民様と十分協議し了解を得て、安全 

確保に努めること。また、万が一の火災の類焼に対応できる措置を講じると共に、消火 

器等の設備を設けること。 

 

１５ その他 

   ・工事着手前に、近隣住民様、ビル所有者様に個別に工事説明を行うこと。これに要す 

る諸経費は、請負者負担とする。 

・当工事より先行し、ビル所有者様がEV設置及び4F改装工事を行う予定です。工事期間

が重なることになりますので、先方工事業者様と工程確認を行い遅滞なく安全に工事

を行うよう考慮すること。 

・前面道路の工事車両駐車禁止や工事中の騒音・振動の防止及び工事車両の洗い等清掃 

に努めるなど、近隣住民様への配慮を十分行うこと。また周辺道路の環境整備に務め、 

損傷を与えた場合は、速やかに請負者負担により原形に復旧すること。 

・工事車両の出入りに際しては、車両、歩行者の通行に支障無きよう常に配慮し、交通 

の安全に努めること。また、設計図書に示すとおり警備保安員を配置し、安全確保に 

努めること。 

・図面と共通仕様書が相違する場合、明記等が不足している場合、または疑義が生じた 

場合はすべて係員の指示に従うものとする。なお、設計図書に明記なくとも機能上、 

構造上当然必要と認められるものは、係員の指示に従い、本工事請負金額の内で施工 

しなければならないものとする。 

・瑕疵検査は竣工後１年目及び2年目とする。 

・その他必要事項については、係員と協議し現場の運営にあたること 

 

１６ 照会先 

３-（1）に同じ 

 

 

                                   以 上 


