一般競争入札公告

条件付き一般競争入札を行いますので、次のとおり公告します
平成 30 年 5 月 28 日
株式会社 ステーション
代表取締役 安東 正彦
1. 入札対象工事
(1)

工事名称

高座渋谷ゆめいろ保育園桜ヶ丘分園改修工事

(2).

工事場所

大和市福田 5507 番 1,5507 番 2,5506 番 2

(3)

工事期間

契約確定の翌日から平成 30 年 8 月 31 日

(4)

工事概要

既存建物 1 階部分における保育所改修工事一式

(5)

入札予定価格

公表しない

2. 入札に参加する者に必要な資格
(1)

この公示日から入札執行日までの間において、神奈川県大和市及び近隣市町 指名停
止等措置基準に基づき、停止措置処分を受けていないこと

(2)

神奈川県内に本社(本店)または大和市内に支店・営業所で受任地登録があること。
大和市入札参加資格者名簿(平成 29,30 年度)に登録され、「建築一式」で資格認定
(経審) 数値が 710 点以上であり、経営規模等評価結果通知の総合評定値が 710 点以
上で、過去 3 年以内に保育所の新築、改修等の実績がある者

(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者
(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る者、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る者でないこと。ただし、手続開始決定を
受けている者を除く

3.

(5)

神奈川県暴力団排除条例第 2 条 2 号、第 4 号、第 5 号及び第 6 号に該当しないこと

(6)

2 年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと

(7)

6 箇月以内に不渡手形又は不渡小切手をだしていないこと

入札参加資格確認申請書の提出
(1) 提出期限

平成 30 年 5 月 30 日（ 水 ）

(2) 提出先

株式会社

ステーション

〒243-0424

安東正彦

海老名市社家 83 番地

TEL 046-238-3441
(3) 提出方法

代表取締役

持参もしくは郵送可

FAX 046-238-3422

(4) 入札参加資格の確認
発注者より入札参加資格を有していないと認められた者は入札に参加
できない

(5) 資格がないと認められた者に対する通知
平成 30 年 5 月 30 日（ 水 ）までに E メールにて送付する
(6) 提出書類
別紙及び添付書類を書面で提出すること
(7) 入札参加資格確認申請書の配布場所
提出先に FAX で要請すること

４．設計図書等の配布
(1) 入札参加資格がある者へは設計図書等 CD-ROM を配布する
(2) 設計図書等の配布日
平成 30 年 5 月 31 日（ 木 ）
(3) 配布方法
株式会社ステーション本社会議室

時間指定にて配布

5. 設計図書等に関する質問
(1) 設計図書、契約内容に関する質問は書面により提出すること
(2) 受付期限

平成 30 年 6 月 4 日（ 月 ）

(3) 提出先

〒243-0038
厚木市愛名 1088-3
佐野建築設計室

担当者

TEL 046-247-0485
E メール

佐野
FAX

046-250-7875

sano@space.design.co.jp

(4) 提出方法
E メールまたは FAX にて提出すること

6.

入札執行について
(1) 入札日時
平成 30 年 6 月

6 日 （ 水

） 午前 10 時

(2) 入札場所
株式会社 ステーション本社 会議室
(3) 最低制限価格
設定あり
(4) 入札保証金
免除
(5) 入札書は割印をした封書にて厳封の上、提出すること

入札の際、入札書に記載された金額に対応した工事内訳明細書を記名押印の上
提出のこと

7.

契約の特定条件等
(1) 前払い金

30 %、完成引渡し時残額とする

(2) 様式契約に関する細目は民間連合協定工事請負契約約款に準拠する

8.

落札者の決定
(1) 予定価格の制限範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者のうち、最低価格で入札
した者を落札者とする
(2) 入札は、2 回を限度とする
(3) 落札となるべき価格について同価の入札が 2 者以上あったときは、直ちにくじ引き
で落札者を決定する

9.

入札に関する注意事項
(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) 入札に当たっては、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
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、その端数金額を切り捨
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、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に
相当する金額を入札書に記載すること
(3) 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること

10.

入札の無効
(1) 入札に参加する資格を有しない代理人のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 記名

押印を欠く入札

(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字

脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに談合せあると認められる入札
(7) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理人を
した者の入札
(8) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札

11.

その他事項

(1) 提出された入札参加資格確認資料は返却しない
(2) 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書及び現場等についての不明を理由とし
て異議を申し立てることはできない
(3) 設計図書等の交付を受けなかった者は入札の参加資格を失うものとする

