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入  札  公  告   

  
一般競争入札について次の通り公告する。 

 

令和３年８月１１日 

茨城県水戸市吉沼町 1839-1  

                              社会福祉法人ユーアイ村 

理事長 藤澤利枝 

 

１、入札対象工事 

（１） 工事名    特別養護老人ホーム ユーアイの家 避難スロープ工事 

（２） 工事場所   〒310-0827 茨城県水戸市吉沼町１８３９−１ 

（３） 工事概要   鉄骨造 スロープ ４階層 

（４） 工事種目   ○建築工事一式 

       ＜この工事に伴う＞ 

       ○機械設備工事一式 

       ○外構工事一式 

（５） 工 期    自；契約日の翌日 ～ 至；令和４年３月３１日 

            ※令和３年度補助金事業 

２、競争参加資格 

本工事の入札に参加するものに必要な資格は、次の通りである。 

 

≪単体企業の場合≫ 

 

（１） 地方自治法施行令第 167条の 4 第 1項の規定に該当していない者及び同条第 2 項の規定に基

づき地方公共団体の入札参加の制限を受けている者でないこと。 

（２） 茨城県建設工事入札参加資格審査要項に基づき、一般競争入札参加資格の認定を単体として

受けている者であること。 

（３） 建築一式工事について、令和３・４年度茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された格

付等級がＳ・Ａ等級であること。且つ、令和３・４年度茨城県建設工事入札参加資格者名簿

に登載された総合点数が 980点以上の者であること。 

（４） 建築一式工事について、令和３・４年度茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年

間平均完成工事高が 5億円以上の者であること。 

（５） 水戸土木事務所、常陸大宮土木事務所管内に建設業法(昭和 24年法律第 100号)に基づく本支

店があること。 

（６） １級建築士又は１級建築施工管理技士を監理技術者として専任で対象工事に配置できること。 

（７） 過去 20 年以内に対象工事と同種工事の経験を有する主任技術者又は監理技術者を対象工事

に配置できること。 

（８） 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事

再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこ

と。 
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（９） 茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている期間中で 

ないこと。 

（10） 対象工事に係る設計業務等の受諾者又は受諾者と資本若しくは人事面において関連がある者

でないこと。 

(11) 建築工事について、特定建設業の許可を受けていること。 

 

３、設計業務等の受諾者等 

(1) 2(10)の｢対象工事に係る設計業務等の受諾者｣とは、次に掲げる者である。 

株式会社ヤマト建築設計事務所 

(2) 2(10)の｢受託者と資本若しくは人事面において関連がある者｣とは、次に該当する者である。 

 ① 株式会社ヤマト建築設計事務所の発行株式総数の 100 分の 50を超える株式を有し、又はその

出資の総額の 100 分の 50を超える出資をしている建設業者 

 ② 建設業者の代表権を有する役員が株式会社ヤマト建築設計事務所の代表権を有する役員を兼

ねている場合における当該建設業者 

 

４、競争参加資格の確認 

（１） 対象工事の入札に参加する者は、入札前の入札参加資格申請手続きの審査を要する。 

（２） 対象工事の入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣と言う。)及

び競争参加資格確認資料((以下｢資料｣という。)各 1部を持参又は郵送により提出するものと

する。 

① 提出先・受付日時 

令和３年８月１６日（月）～令和３年８月２０日（金）ＡＭ 9：00～ＰＭ 5：00 まで 

〒310-0827 茨城県水戸市吉沼町 1839-1 

         社会福祉法人ユーアイ村 理事長 藤澤利枝 

         電話番号 029-222-1822 

 

② 申請書、資料の作成説明会 

  実施しない。 

③ 申請書、資料のヒヤリング 

  実施しない。 

④ 競争参加者資格の確認は、令和３年８月２３日（月）までに回答する。 

 

５、図面及び仕様書の閲覧等 

（１）図面、仕様書及び現場説明資料は、申し出に基づき、次により閲覧に供する。また、必要

と認めた場合一時貸出しも実施する。  

・ 令和３年８月１６日（月）〜令和３年８月１８日（水） 

希望者は事前に次の連絡先まで電話にてその旨を連絡すること。  

・ 連絡先  

茨城県 水戸市千波町 1370-4 

株式会社 ヤマト建築設計事務所 担当：井坂陽子 

電話 029 - 241 – 3317 

（３） 図面及び仕様書に対する質問がある場合は、簡易な内容確認を除き書面を E メール（ｴｸ

ｾﾙﾃﾞｰﾀ）により行うこと。質疑受付締切りは令和３年８月２０日（金）までとします。 回

答は Eメール（ｴｸｾﾙﾃﾞｰﾀ）をもって行う。  
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・ 書面の提出先  

茨城県 水戸市千波町 1370-4 

株式会社 ヤマト建築設計事務所    

E ﾒｰﾙ：a-yamato@galaxy.ocn.ne.jp 

６、現場説明会 

実施しない。 

７、競争入札の執行(開札)の日時及び場所 

   ・令和３年９月６日(月)  10時 30分～ 

   ・場所 社会福祉法人ユーアイ村 まるごとカフェ  

       〒310-0827 水戸市吉沼町 1429-12 

       電話：029-212-3775 

  落札となるべき同額の入札をした者が二者以上あるときは、ただちに｢くじ引き｣の手続きを行う。 

 

８、予定価格 

・ 有(開札時に公表) ※事前公表なし。 

 

９、最低制限価格 

・ 無  

 

10、入札方法等 

（１）持参による入札とし、郵送やファクシミリによる入札は認めない。 

   

① 提出書類   

・入札書 

・内訳書（中項目まで記入のこと） 

・代理人の場合は委任状 

・連絡担当者の名刺 1枚 

       ・競争参加資格確認通知書の写し 

  

（２）入札に関しては、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)

等の関係法令を遵守すること。 

（３）入札書の入札金額欄には、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

（４）提出した入札書の引き換え又は変更を認めない。 

（５）入札執行回数は 1回とする。 

（６）落札者は、予定価格及び最低制限価格の範囲内の価格で入札をした者のうち最低の価格者とす 

る。 

（７）落札者が無かった場合は、入札をした者のうち最低の価格者と協議とする。 

 

 

11、入札保証金 

   免除する。（審査の上保証を求める場合がある。） 

 

 

12、工事費内訳書の提出 
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（１）落札者は入札日より５日以内に、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出

を求める。 

（２）提出された工事費内訳書は返却しない。 

（４） 工事費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生ずるものではない。 

（５） 金額は値引き調整を行わないこと。 

 

13、契約保証金及び前払い保証 

  免除する。（審査の上保証を求める場合もある。） 

 

14、請負契約書作成 

  民間建設工事標準請負契約約款(甲)により、契約書を作成するものとする。 

 

15、支払条件 

   落札者との協議とする。 

   最終支払いは、竣工引き渡し後、融資の状況に合わせて支払いを行います。 

 

16、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。 

① 入札について不正の行為があった場合。 

② 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又は記名押印のない場合。 

③ 入札書を 2通以上提出した場合。 

④ 入札書を提出しなかった場合。 

（２）この公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請又は資料に虚偽の記載をした

者のした入札並びにこの公告で示した入札方法等に違反した入札は無効とする。 

(３)開札時点において２に掲げる競争参加資格のない者のした入札は無効とする。 

 

17、その他 

（１）落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に専任で配置すること。 

（２）提出された資料の返却は行なわない。ただし、公表及び無断で他の目的に使用することはしな

い。 

（３）本工事についての連絡先は次の通りとする。 

 

  〒310-0827 茨城県水戸市吉沼町 1839-1 

         社会福祉法人ユーアイ村 理事長 藤澤利枝 

         電話番号 029-222-1822                 

 

         

以上 
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（様式第 1号） 

競争参加資格確認申請書 

令和  年  月  日 

社会福祉法人ユーアイ村 

理事長 藤澤利枝 殿 

住  所                 

商号又は名称                  

代表者名                 

 

令和 年 月 日付で公告のありました 特別養護老人ホーム ユーアイの家 避難スロープ工事 

に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容

については事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１ 競争参加資格確認資料   別紙のとおり 

以上 
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(別紙) 

競争参加資格確認資料 

     商号又は名称                 

(1)対象工事に係る格付け等級                        等級 

(2)対象工事に係る年間平均完成工事高                    億円 

(3)同種(類似)

工事で、かつ、

同規模以上の工

事の施工実績 

工 事 名   

工事場所   

発注機関名   

契約金額   

工  期   

受注形態 単体  

構造形式   

規模・寸法   

使用機材   

特記事項   

(4)技術者の資

格・経験 

現住所                 氏名         年齢 

所属会社・勤務課所 

資格(名称・取得年・登録番号) 

工事経

験の概

要 

工事名 発注機関名 

工事場所 契約金額 

工期 当時の役職 

工事内容 

(5)建築業法に基づく本店又は営業所の所在地 

(6)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立がなされている者ではない。 無 ・ 有 

(7)対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者ではない。  無 ・ 有 

(8)対象工事に係る許可の種類 無 ・ 有 

(注) １ 公告において明示した資格があることを判断できる必要最小限の項目について記載する

こと。 

   ２ (6)から(8)は、該当するものに○印を付すること。 

   ３ この書類に次の書類を添えて提出すること。 

① 施工実績の確認に要する書類…工事実績情報システム(CORINS)(竣工時のものに限る) 

又は契約書の写し(工事概要等の判断が困難な場合には、工事概要書等の写しを添付するこ

と) 

    ②配置予定技術者の資格・施工実績の確認に要する書類 

     (ア)資格認定証明書、監理技術者資格者証の写し 

     (イ)工事実績情報システム(CORINS)又は現場代理人及び主任(監理)技術者等選(改)任通

知書の写し 

   ４ (3)同種(類似)工事で、かつ、同規模以上の工事の施工実績には、競争参加資格申請の受

付期間の末日から起算して当該工事の契約日が公告において明示した期間内のものを

記載すること。 
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＜封筒記載例＞封筒は任意のものとし、縦書き、横書きは自由 

 

・ 中封筒(入札書を入れる封筒) 

 

入 札 書 在 中   朱書き 

開札日     令和  年  月  日 

工事名  特別養護老人ホーム ユーアイの家 避難スロープ工事 

入札者     (株)○○○○○会社 

 

 

 


