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社会福祉法人太子福祉会（仮称）尾上の郷認定こども園新築工事 について、一般競争入

札を実施するにあたり、次の通り公告します。 

 

平成 29年 2月 6日 

社会福祉法人太子福祉会 

理事長 荒尾 潤 

1.建設工事の概要 

工事名 社会福祉法人太子福祉会「（仮称）尾上の郷認定こども園新築工事」 

発注者 社会福祉法人太子福祉会 理事長 荒尾 潤 

施工場所 加古川市尾上町池田字美サシ８３０－２００の一部 

施工期限 平成 29年 10月 31日 

支払条件 ・ 前払い金：無 

・ 部分払い：無 

・ 完成払い：福祉医療機構貸付金の実行並びに補助金交付後全額 

建設工事の種別 建築一式工事 

工事概要 構造：鉄骨造 2階建 

規模：建築主体工事 鉄骨造 延べ床面積 約 648㎡ 

   設備工事一式、外構工事一式、その他（関連工事） 

2.入札に参加するものに必要な資格 
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入札に参加できるのは、次の（1）～（7）の要件を全て満たしている者。 

 

（1） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の 4

第 1項に規定するものに該当しない者。 

（2） 政令第 167条の 4第 2項各号いずれかに該当すると認められる者でその事実があっ

た後 2年を経過しない者、及びその代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人

として使用する者でないこと。 

（3） 競争入札の参加資格等について、次のすべてに該当する者。 

ア 建築一式工事の業種において競争入札に参加する資格を有する者 

イ 建築一式工事に係る建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 6項の特定

建設業の許可を受けている者。 

ウ 入札の参加を申込む日から過去 5年間に、社会福祉施設等の建設に伴う不正行

為又はこれに類する行為に関与して、その者またはその者の経営する事業所の役員

若しくは職員が、逮捕又は起訴若しくは書類送検されていない者。 

エ 建設業法施工規則（昭和 24年建設省令第 14号）第 19 条に規定する経営事項

審査結果の建築一式工事の総合評点（Ｐ評点）が 1150点以上かつ経営評点（Ｙ点）

が 950点以上であるもの。 

オ 入札参加の日から過去 10 年以内において、兵庫県内で社会福祉施設（単独元

請け又は元請け幹事会社として今回工事と同規模の工事）を受注し、完全に履行し

た実績のある者。 

カ 本工事に配置できる専任の監理技術者（建設業法第 27条の 18第 1項に規定す

る監理技術者資格証の交付を受けたものをいう、以下に同じ。）を有する者。 

 

（4） 当法人の理事長又は理事と特別の利害関係（当法人の理事長又は理事若しくはこれ

らの親族（６親等以内の血族、配偶者又は 3親等内の姻族）の無い者。 

（5） 入札の対象となる建設工事の設計・監理を担当する者と、資本又は人事面で関係を

有することの無い者。 

（6） 加古川市の入札参加資格を有する者で、かつ、公告の日から入札の日までの間に加

古川市指名停止基準（平成６年９月３０日告示第１６６号）に基づく指名停止を受

けていない者。 

（7） 会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされ

ていない者（国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。）、和

議法（大正 11年法律第 72号）に基づく和議開始の申立てがなされていない者及び

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされ

ていない者。 
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３．入札参加申込書等の配付期間及び場所 

配付期間 公告の日から平成 29年 2月 17日（金）までの午前 10時から午後５時

まで（土・日・祝日を除く） 

配付場所 加古川市尾上町池田８３０－１ 

社会福祉法人 太子福祉会 尾上の郷  

TEL 079-422-3344 

担当：母利 

４．入札参加申込み 

（1）入札参加申込みの受付期間及び受付場所 

受付期間 平成 29 年 2 月 13日（月）から平成 29 年 2 月 17日（金）の午前 10

時から午後 5時まで 

受付場所 〒675-0023 加古川市尾上町池田８３０－１ 

社会福祉法人 太子福祉会 尾上の郷 

担当：母利 

TEL：079-422-3344 

(２)入札に参加しようとする方（以下「参加希望者」という。）は、次の書類を受付期間内

に受付場所に提出してください。 

提出された書類に基づいて入札参加資格を審査し、その結果を参加希望者に通知します。 

提出書類 ア 入札参加申込書 

イ 建設業法第 3条第 6項の許可を受けていることを証する書類 

ウ 加古川市の入札参加資格を有することを証する書類 

 

エ 経営事項審査結果の通知の写し 

オ 本工事に配置できる選任の監理技術者設置届 

カ 工事施工実績 

キ 入札参加申込みにあたっての誓約書（後述） 

ク 法人の場合は役員名簿 

ケ 入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）の返信用

封筒（返信先を記載し、切手を貼った長形 3号封筒） 

(３)入札の参加申込みにあたっては、次の事項を履行する旨を誓約書にして提出していただ

きます。 

誓約書記載事項 ア 落札したときは、必ず請負契約書を締結すること。なお落札者の

責任で契約を締結できないときは、当法人に落札金額（消費税相当額

を含む）の 100 分の５に相当する金額を、当法人の指定する日までに

支払うこと。 

イ 契約の締結にあたっては、工事の適正な履行を確保するため「工
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事完成保証人」を定める、または当法人を受取人とする当該工事に係

る「履行保証保険契約書」を当法人へ提出のこと。 

ウ 工事の施工にあたっては、下請け業者への丸投げは断じて行わな

いこと。 

エ 工事の施工にあたっては、事前に、当該工事にかかる下請業者名

簿を当法人並びに設計事務所に提出し承認を得ること。 

オ 工事の施工にあたっては、当法人並びに設計事務所に、「工事施工

体制台帳（「施工体系図」を含む）（建設業法第 24条の 7条第 1項に規

定。）を提出すること。また、台帳の記載内容に変更があった場合も同

様の手続きを行うこと。 

カ 工事代金の受領にあたっては、金融機関の預金口座への振込を承

諾すること。 

キ 工事請負金額と代金収入状況を明らかにした資料を、当法人並び

に設計事務所へ提出すること。 

ク 当法人への当該建物の引渡は、関係各機関の検査完了後とするこ

と。 

(4)提出する書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とします。 

(5)提出された書類は、返却しません。 

５．設計図書の配付 

(1) 設計図書は審査の結果、当法人が資格ありと認めた者に配付します。確認通知書を持参

し、事前に連絡を入れてから下記の場所まで取りに行ってください。 

配付期間：平成２９年２月２０日（月）の午前１０時から平成２９年２月２４日（金）

の午後５時まで 

配付場所：株式会社泰成建築設計事務所 TEL078-924-0026 FAX078-924-0027 

(2) 現場説明会は行いません。設計図書に関して質問のある事業者は、質問事項を記載した

質疑回答書をエクセルデータにて作成し平成 29年 2月 28日（火）の午前 11時までに

E-Mailにて送信し、確認の電話を入れてください。 

株式会社泰成建築設計事務所 担当者：後 taisei_ar@sunny.ocn.ne.jp 

回答書は、平成 29年 3月 1日（水）中に E-Mailにて各社に返信いたします。 

受信の確認の連絡をいれてください。 

６．入札日時及び場所 

入札日時 平成 29年 3月 10日（金） 午後 2：00～ 

入札場所 加古川市尾上町池田 830-1 

尾上の郷 会議室 

７．入札方法 

(1) 落札者は、予定価格内で、最低制限価格以下を除き、最も低い価格をもって入札した
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者とします。 

(2) 最低制限価格は設定致します。 

(3) 入札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合はくじによ

って落札者を決定することとし、落札者となるべき同価格の入札をした者は、くじを

引くことを辞退することはできません。 

(4) 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再入札を行います。再度入札の回数は原則

として１回までとし、再度入札の結果、落札者がないときは入札を打ち切ります。 

なお、再度入札に参加できる者は、前回の入札において有効な入札を行った者としま

す。 

(5) 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

８．契約の締結 

(1) 契約にあたっては、当会の理事会の議決を得たときに本契約を締結します。 

(2) 落札決定後、本契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を

受けた場合は、契約を締結しないことがあります。 

９．関係法令の遵守 

入札参加者は次に掲げる事項に特に留意のうえ、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守

ってください。 

(1) 刑法（明治 40年法律第 45号）、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22年法律第 54号）を遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行わないこと。 

(2) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年法律第

127号）に違反する一括下請契約、その他不適切な形態による下請契約により工事を実

施するなど契約当事者間の信頼を失うような行為を行わないこと。 

10．入札手続きに関する問い合わせ 

 株式会社泰成建築設計事務所 

所在地 明石市林崎町３丁目５６８－１ 

郵便番号 673-0033 

電話/ＦＡＸ TEL 078-924-0026  FAX 078-924-0027 

E-mail Taisei_ar@sunny.ocn.ne.jp （担当：後） 

 


