
	 (仮称)もり保育園新築工事	 

	 	 「一般競争入札」公告	 

 
平成２７年７月１日 

 

社会福祉法人	 どんぐり	   

理 事 長 白	 樫	  	 学 

1、工事概要等	 

(1) 工	 事	 名	 (仮称)もり保育園新築工事	 

(2) 工事場所	 奈良県生駒市上町3305-1他	 

(3) 工事概要	 構	 	 造：鉄骨造	 2階建て	 

延床面積：	 1,036.34	 ㎡	 

建築面積：	 	 765.02㎡	 

なお、対象工事は、建築・電気設備・機械設備・外構他、関連工事一式とする。	 

(4)	 工	 	 期	 契約日の翌日	 ～	 平成２８年２月２９日	 

2、一般競争入札の参加資格	 

生駒市における建設工事（建築一式）の競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に

掲げる条件を満たし、かつ社会福祉法人どんぐりによる対象工事に係る入札参加資格の確認を受

けた者。	 

(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) 生駒市における入札参加資格（建築一式）の等級が「Ｂ以上」、で特定建設業の許可を受け

ていること。	 

(3) 経営規模等評価結果の総合評定数値「建築一式（Ｐ点）1050点以上かつ評点（Ｙ点）800点

以上」であること。	 

(4) 本社・本店の所在地が、奈良県・大阪府・京都府にあること。	 

(5) 元請として請け負った工事で、平成２３年４月１日以降（※過去4年間）に完成引渡しを行

ったものの中に、社会福祉法人発注に係る保育園の新築工事の施工実績が３件以上あること。	 



(6) 技術者の配置について、次に掲げる条件をすべて満たすこと。	 

本入札参加資格の申請を行った者と直接、かつ恒常的な雇用関係（入札参加資格の申し込

みを行った日以前にも３ヶ月以上の期間、継続した雇用関係があること。）がある者	 １名

を対象工事に専任で配置できる事。	 

監理技術者資格者証、及び監理技術者講習終了証を保有する一級建築施工管理技士又は、

同等以上の資格を有する者。	 

なお、入札参加資格確認資料提出時においては、施工中の工事を有する者であっても、対

象工事の施工時には、当該工事に専任配置できる者を配置予定技術者として提出できる。	 

但し、原則として配置予定技術者の変更は、工事完了まで病床・死亡・退職等の理由によ

り、「社会福祉法人どんぐり」が認める理由の他認めない。	 

(7) 対象工事に係る設計業務等を受託した者ではなく、また該当受託者と資本又は、人事面にお

いて関連がない事。	 

設計業務受託者	 ：株式会社 福本設計 
本	 	 社	 	 住	 	 所	 ：奈良県奈良市大宮町6丁目4番地の21	 

(8) 入札の日以前６ヶ月以内に、手形、及び、小切手の不渡りを出していない事。	 

(9) 入札の日において、不渡りによる取引停止処分を受けてから、２年を経過しない者でない事。	 

(10) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなされている者（更生

手続き又は、民事再生手続きの開始決定を受けた者を除く。）ではないこと。	 

(11) この公告の日から開札の時までの間において、奈良県・大阪府・京都府・生駒市から指名

停止処分を受けていないこと。また、指名停止処分を受けている日が含まれている者でな

いこと。	 

3、入札参加資格確認資料の配布及び、入札参加資格確認資料の記載方法に関する事項	 

（1）参加希望者は、会社名・担当者名を明記のうえ、社会福祉法人どんぐりに配布希望の旨を

E-mail（shira@donguli.ed.jp）で申し込むこと。	 

24時間以内にE-mailで配布する。（送付されない場合は、電話にて確認すること。）	 

配布希望の受付期間	 平成２７年	 ７月	 １日（水）午前９時から	 

平成２７年	 ７月	 ４日（土）午後３時まで	 

（2）入札参加資格確認資料の記載方法に関する事項の質疑先 

設計業務受託者：株式会社	 福本設計	 大阪事務所	 

住	 	 	 	 	 所：大阪市中央区谷町9丁目1番22号	 NK谷町ﾋﾞﾙ10F	 



TEL:06-6777-1703	 	 FAX:06-6777-1725	 

E - m a i l：(kubo＠fukumoto-arch.jp)	 にて質疑の事	 

4、入札参加資格確認申請書の受付期間及び、提出方法	 

(1) 受付期間	 	 平成２７年	 ７月	 	 ６日（月）から	 

平成２７年	 ７月１０日（金）まで	 

両日とも、受付時間は午前9時から午後3時までとする。	 

(2) 提出場所	 	 社会福祉法人どんぐり	 

住所：奈良県生駒市上町2576-2	 

TEL:0743-71-1104	 	 FAX:0743-71-1123	 

(3) 提出書類	 

ア）入札参加資格確認申請書（様式１） 
イ）直近の経営事項審査結果（総合評定値通知書の写しを添付）（様式２）	 

ウ）同種工事の施工実績届（CORINSの写し又は契約書の写しを添付）（様式３）（様式５）	 

エ）配置予定技術者の資格（資格者証・受講修了証写しを添付）（様式４） 

オ）建設業の許可書（写し）	 

カ）返信用封筒（「速達」扱いとして切手を貼付し、宛名を明記すること。）	 

(4) 留意事項	 

ア）申請書及び、資料の作成に係る経費は、提出者の負担とすること。	 

イ）提出された資料等の返却はしない。	 

ウ）提出期限日以降における申請書又は、資料の差し替え及び、再提出は認めない。	 

エ）期限までに、申請書及び、資料を提出しない者、又は、法人が入札参加資格がないと	 

認めた者は、入札に参加することができない。	 

 
5、入札参加資格の審査結果通知及び、設計図書の配布 

(1) 入札参加資格の確認結果は、平成２７年	 ７月１３日（月）に通知する。	 

（社会福祉法人どんぐりからE-mailの上、後日書面送付）	 

(2) 設計図書の配布	 

ア）配布日	 平成２７年	 ７月１４日（	 火	 ）午前９時から午後３時まで	 



イ）配布方法	 参加資格者のみに対して、社会福祉法人どんぐりにて手渡し配布(CD-R)とする。	 

又、設計図書及び、本物件の入札見積もりに使用した関係図書は、入札時に返還するも

のとする。	 

ウ）現場説明	 なし	 

エ）現地調査	 自身において、現地及び諸規制について調査確認を行うこと。	 

(3) 設計図書の内容に関する質疑及び、回答	 

ア）質疑期限	 平成２７年	 ７月２８日（	 火	 ）午後３時までとする。	 

質問は、各社１回にまとめて提出すること。	 

質疑事項がない場合も、その旨、	 E-mail	 にて送付すること。	 

イ）回答方法	 質問が重複した場合、整理して平成２７年	 ７月２９日（水）を期限として	 	 	 	 	 

全社に	 E-mail	 にて回答する。	 

ウ）送付先	 	 

設計業務受託者：株式会社	 福本設計	 大阪事務所	 

住	 	 	 	 	 所：大阪市中央区谷町9丁目1番22号	 NK谷町ﾋﾞﾙ10F	 

TEL:06-6777-1703	 	 FAX:06-6777-1725	 

E - m a i l：(kubo＠fukumoto-arch.jp)	 にて質疑の事	 

	 

6, 入札手続き 

(1) 入札及び開札の日時	 

平成２７年８月４日（火）	 午前１１時００分から	 

(2) 入札及び開札の場所	 

生駒市北コミュニティセンターISTAはばたき	 ２０４セミナー室	 

奈良県生駒市上町1543番地	 

(3) 入札方法	 

落札者の決定に当たっては入札金額に８/１００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、

見積もり金額の１００/１０８に相当する金額を入札書に記載すること。	 

(4) 入札の無効	 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は、資料に虚偽の記載を

した者の行った入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。又、入札参加



資格の有することを確認された者であっても、入札時において、「２」に掲げるいずれか

の要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とする。	 

(5) 入札回数	 

原則２回とする。	 

(6) 入札に際し、工事費内訳書（大・中項目）を提出するものとし、提出する入札書にこれを

添付して行うものとする。	 

(7) 入札者は、競争契約入札心得（生駒市を参考とする。）及び、仕様書を熟読し、これを厳

守すること。	 

(8) 最低価格提示者が２社以上ある場合は、くじにより決定する。	 

(9) 落札者がいない場合は、最低価格者（制限価格失格者は除く）と協議を行うものとする。	 

7、公告の方法 

この入札に関する公告は、社会福祉法人どんぐり事務室の入り口に掲載するとともに、社会福祉

法人どんぐりホームページに掲載する。	 

8、その他 
(1) 入札保証金	 無	 

(2) 契約保証金	 免除	 

(3) 予定価格	 公表：入札参加者からの質疑事項への回答時に明示する。	 

(4) 最低制限価格	 有	 

(5) 契約書は、民間（旧四会）工事請負契約書に準じるものとする。	 

契約予定日：平成２７年	 ８月１０日（月）	 

(6) 落札者は、入札参加資格資料に記載した配置予定の技術者を対象工事の現場へ専任で配置	 

すること。	 

(7) 入札参加資格者の申請を行った者は、２(1)～(11)の要件を満たす者である事を誓約したも
のとみなす。	 

(8) 入札に参加しようとする者は談合を行ってはならない。又、契約後に談合の事実が明らか	 

になった場合には、契約書の条項に基づき契約を解除し、契約者は談合に対する違約金を

支払わなければならない。	 

(9) 災害等その他の事情により、入札日時を延期することがある。	 

(10) 提出された申請書及び、資料等関係書類は、返却しない。	 

(11) 落札者は、「工事履行保証保険」に加入すること。	 


