
一般競争入札に関する公告 

 

平成 30 年 7 月 4日 

 

 社会福祉法人岡北福祉会の発注する「美咲保育園 増築工事」について、下記の通り一般

競争入札を行いますので公告します。 

 

 

社会福祉法人岡北福祉会 

                            理事長 平野 彰一  

 

 

1．工事概要 

 (1)工事名称  美咲保育園 増築工事  

 (2)工事場所  埼玉県三郷市彦成三丁目 93 番、94 番、95 番 1 

 (3)建物概要  構  造 鉄骨造 2 階建て 

         敷地面積 2,925.92 ㎡ 

         建築面積 272.82 ㎡（増築部分）  

          延床面積 461.33 ㎡（増築部分）  

 (4)工事内容   建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事  

               特殊付帯設備工事（太陽光発電設備工事）、外構工事等   

 (5)工事期間   平成 30 年 8 月 1 日～平成 31年 3 月 20 日（予定） 

 

2．入札方法 

 (1)入札方法    一般競争入札 

 (2)予定価格    145,000,000 円（税抜） 

 (3)最低制限価格  設定する（非公表） 

 (4)入札保証金   免除 

 (5)契約保証金   免除 

 (6)現場説明会   行わない 

 (7)入札日時    平成 30 年 7月 23 日 午前 11 時（受付：10時 30 分より） 

 (8)入札場所    美咲保育園（埼玉県三郷市彦成三丁目 94） 

 

3．入札参加資格要件  

 (1)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。  

 (2)本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県又は三郷市の契約に係る入札参加  

    停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。  

 (3)本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県又は三郷市の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

 (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者、又は民事再生法に基づ 

    き再生手続開始の申立てがなされていない者。 

 (5)関東地方に本店、支店、又は営業所があること。 

 (6)三郷市建設工事入札参加資格者名簿または埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿に  

   建築工事業で登載されていること。 

 (7)三郷市又は埼玉県格付等級が建築工事でＡ級以上であること。 

 (8)経営事項審査「建築一式工事」の総合評定値が 900 点以上の者であること。  



 (9)特定建設業許可を有する者であること。 

 (10)過去 5 年間に延床面積 500 ㎡以上（新築）の保育所もしくは認定こども園の元請けとし 

   て施工した実績を有すること。 

 (11)建設業法第 26 条に定める専任の主任技術者又は監理技術者を配置できること。 

  

4.一般競争入札参加資格確認申請書、入札書類、設計図書の配布（CD-ROM） 

 (1)配布期間  平成 30 年 7 月 5 日～平成 30年 7 月 17 日 

 (2)書類請求先 社会福祉法人岡北福祉会 美咲保育園 園長：大森 聡一 

        電話番号：048-954-7222 

        FAX番号：048-954-7747 

 (3)配布条件  簡易審査により入札参加資格が有と確認された者に資料を配布 

        ※簡易審査：3.参加資格要件(5)、(6)、(7)を確認 

 

5．一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

 (1)受付期間 平成 30年 7 月 5日～平成 30年 7 月 17 日(12 時必着) 

 (2)提出書類 ①一般競争入札参加資格申請書 

        ②経営事項審査結果通知書（最新のもの） 

       ③保育所又は認定こども園の施工実績を証する契約書の写し（過去 5 年以内） 

       ④会社案内 

       ⑤特定建設業許可証の写し 

 (3)提出方法 郵送 

 (4)提出先  〒341-0003 埼玉県三郷市彦成三丁目 94 

       社会福祉法人岡北福祉会 美咲保育園 園長：大森 聡一 

       電話番号：048-954-7222 

       FAX番号：048-954-7747 

 

6.入札参加資格の確認 

 (1)入札参加資格審査の結果は、平成 30 年 7 月 17 日 19 時までに FAXにて通知し、後日入札 

  参加資格審査結果通知書を郵送する。 

 (2)入札参加資格が無となった者は配布入札書類（CD-ROM）を美咲保育園に返却すること。 

 (3)入札参加資格が有と確認された者は配布入札書類（CD-ROM）を入札時に返却すること。 

 

7.現場説明会 行わない 

 

8.質疑応答 

 (1)受付期間 平成 30年 7 月 10 日～平成 30年 7 月 12 日 

 (2)質疑先  株式会社ＩＭ・デザイン・アクト 担当：今村 

       FAX番号：049-256-7445 

 (3)質疑方法 FAX（指定様式） 

 (4)回答日時 平成 30年 7 月 17 日（18 時まで） 

 (5)回答方法 FAX 

 

9. 入札辞退届（※入札参加資格が有と確認された者に限る） 

 (1)提出期限 平成 30年 7 月 20 日 (12 時まで） 

 (2)提出先  社会福祉法人岡北福祉会 美咲保育園 園長：大森 聡一 

       FAX番号：048-954-7747 

 (3)提出方法 FAX 



10.入札日時、場所 

 (1)入札日時 平成 30年 7 月 23 日 午前 11 時（受付：10 時 30 分より） 

 (2)入札場所 美咲保育園（埼玉県三郷市彦成三丁目 94） 

 

11.入札注意事項 

 (1)代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。 

 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する金 

    額を加算した額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨て 

    た金額）をもって契約金額とするため、入札参加者は 108 分の 100 に相当する金額を入 

    札書に記載すること。 

 (3)入札参加者は、入札書と入札金額内訳書（任意書式：中項目まで）を同封して入札する 

  こと。 

 (4)入札を辞退するときは、入札辞退届（指定様式）により申し出ること。 

 (5)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、刑法及びその他関係法令 

  に抵触する行為を行ってはならない。 

 (6)下記の各項目に該当する入札は無効とする。 

   ①入札に参加する資格のない者がした入札 

   ②委任状を持参しない代理人のした入札  

   ③郵便、電報、電話又はファクシミリにより提出した者がした入札  

   ④不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札  

   ⑤談合その他不正行為があったと認められる入札  

   ⑥入札後に辞退を申し出て、その申し出を入札執行者に受理された者がした入札  

   ⑦次のいずれかに該当する入札をした者がした入札  

ア 入札者の押印がないもの  

イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印がないもの  

ウ 押印された印影が明らかでないもの  

エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの  

オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの  

カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの  

キ ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者がしたもの  

⑧前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札  

 

12.落札者の決定等 

 (1)予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者のうち、最も低い価格で入札した 

  者を落札者とする。 

 (2)落札者とすべき同額の入札をした者が 2 以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定 

  するものとする。 

 

13.契約方法等 

 (1)契約は、民間（旧四会）連合協定「工事請負契約約款」による。 

 (2)契約保証金の徴収は、免除とする。 

 (3)契約の履行については、発注者及び設計者の指示に従うとこと。 

 (4)一括下請負契約を行わないこと。 

 (5)請負代金の支払時期は、保育所施設整備補助金交付後とする。 

 

 

 



14.その他工事等の注意事項 

 (1)建築確認申請を除く工事に必要な諸官庁への手続き（仮使用承認申請等を含む）は、請負業 

  者の負担で行うこととする。 

 (2)請負業者は、近隣の住居者及び所有者への保安に努め、振動騒音等には充分な対策を講じて 

    工事を行うこと。もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合、請負業者におい 

    て解決する。 

 (3)工事における支給建材機器はない。電力・水道・電話等の経費は、請負業者の負担とする。 

 

15.問い合わせ先 

 (1)入札に関する内容 

   社会福祉法人岡北福祉会 美咲保育園 園長:大森 聡一 

   電話番号：048-954-7222 

 (2)設計に関する内容 

   株式会社ＩＭ・デザイン・アクト 担当者：今村 晋也 

   電話番号：049-256-7444 


