一般競争入札公告
一般競争入札について次のとおり公告いたします。

令和 2 年 9 月 3 日

公告

社会福祉法人聖和福祉会
理事⻑
1.

田山耕三

入札対象施設
（１）工事名

聖愛園・多床室の個室化改修工事

（２）工事場所

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地

（３）工事工期

令和 2 年

（４）工事概要

男子 2 人部屋 4 室と女子 2 人部屋 2 室を改修して男子は 8 室の個室、

12 月 22 日まで

女子は、4 室の個室に改修する。
男子の延べ床面積は 60 ㎡、女子の延べ床面積は 30 ㎡の改修工事
2 人部屋 1 室あたりの床面積 15 ㎡を 1 人部屋 1 室あたり床面積 7.06 ㎡
と物入の床面積 0.44 ㎡に改修
この改修工事に伴う、電気設備、空調、換気設備工事は工事範囲とする。
改修工事中は、施設管理者とは工事工程、作業場所、安全管理体制について
よく打合せを行い入居者に対して万全な安全管理を行うこと。
2.

入札参加資格条件
対象工事の一般競争入札に参加できる者は、以下に掲げる条件を全て満たした者とします。
（１）三重県松阪市,多気郡の町、入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
（２）三重県松阪市、多気郡の町に本店及び営業所を有する者で、三重県建設工事発注基準に定める建
築一式工事の令和 2 年 9 月 1 日現在の格付 A ランクの者で、
直近の総合評点(P)が 800 点以で、
経営状況評点(Y)が 750 点以上である者とする。
（３）工事期間中は現場代理人又は担当技術者(主任技術者又は監理技術者)を常駐させること。
（４）松阪市、多気郡の町から指名停止処分を受けていないこと。
（５）契約保証金は免除とする。
（６）手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状況が著しく不健全な者でないこと。
（７）会社更生法(平成 14 年法律 154 号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てが
なされている場合にあっては、三重県における一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査にか
かる認定を受けていること。
（８）県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
（９）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法（昭和
２9 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務、及び雇用保険法（昭和 49 年法律第 116
号）第 7 条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと、
（該当届出の義務のない者
を除きます。以下、当該 3 保険を「社会保険等」といいます。
）

3.

入札参加資格の確認
（１）この公告の競争入札参加希望者は、あらかじめ次による資格確認を申請し、一般競争入札参加
資格確認通知書の交付を受けなければならない。
ア申請書類
（ア） 一般競争入札参加資格確認申請書

（様式第１号）

（イ） 一般競争入札参加資格確認資料

（様式第２号）

イ申請書類の受付期間及び場所
（ア）受付期間

令和２年

9月

3 日（木）から

令和２年

9 月 10 日（木）までの

午前９時から午後５時までとする。ただし正午から午後１時までは除く
（イ）受付場所

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地 社会福祉法人聖和福祉会

聖愛園

電話 0598-49-3115 FAX 0598-49-3783
（ウ）堤出方法

申請書等の提出は持参し、郵送は期日必着とし電送は受け付けない。

・申請書類の作成説明会は行わない。
・申請書類のヒアリング行わない。
・入札参加資格の確認は受付日現在で行い、その結果は一般競争入札参加資格確認通知書
により、次の期日までに回答する。
・令和２年 9 月 11 日（ 金）
・提出された申請書等は返却しない。
（２）受付期間中に申請書類及び資料を提出しない者または入札参加者資格がないと認められた
者は、この公告の入札に参加することができない。
4.

図面、仕様書等（以下[設計図書等] という）の配布
（１）配布の期間
（ア）令和２年 9 月 14 日（月）の午前９時から午後５時までとする。ただし正午から
午後１時までは除く。
（イ）配布図書は、入札時に返却とする。
（２）配布場所

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地 社会福祉法人聖和福祉会
事務担当

5.

⼾野

電話 0598-49-3115

設計図書等に対する質疑、回答
（１）質疑
（ア）質疑受付期間

令和 2 年 9 月 23 日（水）午後３時までとする。

（イ）質疑は入力した質問書をｗｏｒｄデーターで電子メールにて提出すること。
（質疑無しの場合であっても、質疑無しの記述の上、提出の事）
（ウ）三重県多気郡多気町丹生 4701 番地 社会福祉法人聖和福祉会
ＴＥＬ０５９８-４９−３１１５
電子メール

聖愛園（担当

ＦＡＸ０５９８-４９-３７８３

seiaien@ma.mctv.ne.jp

⼾野）

（２）回答
（ア）回答日

令和２年 9 月 25 日（金）午後３時までとします。

（イ）回答は電子メールにて入札参加者へ発送する。
6.

7.

入札執行の日時及び場所等
（１）日

時

（２）場

所

令和２年 10 月 1 日（木）

入札開始時間

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地

午後１時３０分

社会福祉法人聖和福祉会

聖愛園

入札方法等
（１）入札書（様式第 3 号）は入札会場に持参して入札しなければならない、郵送、電送は認めない。
（２）入札に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等の関係条項を遵守すること。
（３）入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保にかんする法律（昭和２２年法律第５４
号）等に抵触する行為をしない。
（４）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１００分の１０に相当する金額を
加算した金額（当該金額に１円未満があるときは、その端数金額を切捨てた金額）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
か問わず、見積をもって契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する
こと。
（５）提出した入札書の引換、取り消し及び訂正等の請求は認めない。
（６）本入札は、最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る入札を行った物は失格とする。
（７）落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したもののうち最低価格の入札者とする。
（８）入札執行回数は３回とする。
（９）代理者をもって入札しようとする者は、委任状を提出しなければならない。
（10）入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。辞退をしようとする者は入
札執行前に文書で、入札執行中については口頭で申し出るものとし、入札執行中に申しでた者に
ついては、後日文書にて提出するものとする。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以
後の入札について不利益な取り扱いを受けるものではない。
（11）本工事の契約によって生じる権利義務は、第三者に譲渡し又は担保に供することは認めない
（12）指定された日時に入札に出席しないときは失格とする。
（13）入札時に一般競争入札参加資格確認通知書

8.

入札保証金は免除する。

9.

支払い条件

（写しも可）を提出すること。

（１）支払い時期及び支払い方法は、契約終結の際に定める。
10. 入札の無効
（１）次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。
(ア)入札について不正な為があった場合。
(イ)入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合、または記名者押印のない場合。
(ウ)指定の日時までに到達しない場合。
(エ)入札書を２通以上提出した場合。
(オ)他の代理人を兼ね、または、２以上の代理人をした場合。
11. その他
（１）入札した者は、入札後において、この公告、設計図書等、契約書案及び現場等について不明等を
理由として異議を申し立てすることはできないものとする。
（２）その他詳細不明の点については、次に照会のこと。
(ア) 入札について
住所

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地

社会福祉法人聖和福祉会

事務担当

⼾野

聖愛園

電話 0598-49-3115

(イ) 設計図書の内容について
住所

三重県多気郡多気町丹生 4701 番地

社会福祉法人聖和福祉会

事務担当

⼾野

聖愛園

電話 0598-49-3115

契約については、落札決定後 1 日間から 5 日間以内に契約を終結する。
（３）落札業者は、契約までに過去 2 年間の納税証明書、経営事項審査結果を提出する。

