
平成25年　6月　20日

　　社会福祉法人 種の会

　　理事長　片山 喜章

　この度、社会福祉法人 種の会が計画いたしております、（仮称）認定こども園 すみれ

こども園 新築工事の施工者を選定するにあたって下記の内容で入札参加者を募ります。

１、 工事名称 （仮称）認定こども園 すみれこども園　新築工事

２、 工事場所 寝屋川市池田1丁目20番15号（地番：1丁目150番）

３、 用途 認定こども園（保育所型）

４、 工事概要 園舎新築工事　　 規模　：地上3階

　　　　延床面積：1,610.36㎡(予定)

構造　：鉄筋コンクリート造　耐火構造

※工事中は敷地内に仮囲いを行い２分割し既設園舎を運営しながらの

　工事を行う。

5、 工期 自： 平成25年  7月 20日(土)　予定

至： 平成26年　2月 28日(金)

６、 入札参加申請書 自： 平成25年　6月 20日(木)

の配布及び受付 至： 平成25年　6月 27日(木)　正午まで

期間、提出先

入札参加申請書の配布 ＦＡＸにて入札参加申請の申し込みを

下記受付場所宛に行うこと。

ＦＡＸにて申請書を送付する。

入札参加申請書の受付 提出書類を同封の上、配達証明郵便で

平成25年 6月 27日(木)正午必着で下記

住所に送付又は下記に持参すること。

　 場所：〒530-0047　大阪市北区西天満6丁目3番11号

梅田ベイス・ワン 2Ｆ 209号

株式会社 C.E.M 椎原総合設計

TEL.06-6311-0361　FAX.06-6311-5056

入　札　公　告

記
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７、 入札参加申請に (1) 入札参加申請書(指定様式)

係る提出書類 (2) 建築業法第３条の許可書の写し

(3) 会社経歴書

(4)  平成15年4月1日以降に完成、引渡しを行った保育所・幼稚園（鉄骨造又は

鉄筋コンクリート造で延床面積500㎡以上)の新築・建替工事等の元請工事

実績を証するもの。

※契約書の写し又は契約履行証明書の原本を添付すること。

※共同企業体(ＪＶ)の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のもの

　に限る。

(5) 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し

(6) 配置予定技術者届

※監理技術者資格者証などの資格者証の写しを添付すること。

８、 入札参加資格 (1) 補助金事業を受注するにふさわしく、当該工事を完全かつ適切に履行

できる能力、技術、実績を有する者

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項に定める

要件（本件入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を

得ない者）に該当しない者

(3) 建設業法第３条による許可（建設業の許可）を受けている者

(4) 建築一式工事に係る特定建設業の許可を有する者

(5) 大阪府又は寝屋川市の入札参加有資格者として登録がされている者

(6) 大阪府又は寝屋川市から入札参加資格に関する指名停止処分を受けていな

い者又は国土交通省等の監督処分のうち営業停止処分を受けていない者

(7) ①会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申し立てが

　なされていない者

②民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てが

　なされていない者

※ただし、更生又は再生手続きの開始決定がなされ、競争入札参加資格の

　再認定を受けた者を除く。

③商法（明治32年法律第48号）に基づく会社の整理申し立てがなされてい

　ない者又は会社の整理の開始を命じられていない者

(8) 大阪府又は寝屋川市から暴力団等の介入を排除する措置に伴う入札参加資

格に関する参加除外等措置を受けていない者

(9) 当該工事に現場代理人及び専任の監理技術者（一級建築士又は一級建築施

工管理技士の資格を有する者）を配置できる者

(10) 当該工事の現場代理人及び専任の監理技術者において、施工図の製作能力

を有する者

(11) 当該建築工事に係る設計業務等の受託者でない者又は当該受託者と資本

もしくは人事面において関連がない者

設計業務等の受託者　株式会社 C.E.M 椎原総合設計　代表取締役 椎原　毅

(12) 発注者に対し工事請負契約における収入状況、下請け業者（一次下請け）

の工事実績や請負金額に関する資料の提供に協力できる者

(13) 発注者である法人の理事長もしくは役員又はその者の6親等以内の血族、

配偶者もしくは3親等以内の姻族が役員に就いていない者

(14) 事業所（本店、支店）の所在地は大阪府内にあること。

2 ページ



(15)  平成15年4月1日以降に完成、引渡しを行った保育所・幼稚園（鉄骨造又は

鉄筋コンクリート造で延床面積500㎡以上)の新築・建替工事等の元請工事

実績を有する者。

※共同企業体(ＪＶ)の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のもの

　に限る。

(16) 直近の経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書（建築工事）の

総合評定値が 800点以上、経営規模等評価結果通知の経営状況（Ｙ）点

が600点以上の者

※ なお、入札参加業者募集の公告の日から入札日までの間において入札参加

資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できないものとする。

９、 入札参加業者の (1) 提出された関係書類等を発注者側で確認の上、決定する。

決定

10、 参加資格結果の 平成25年　6月 27日(木)　ＦＡＸ及び郵送にて通知

通知 ※受領確認のためＦＡＸにて下記宛に通知を行うこと。

株式会社 C.E.M 椎原総合設計

FAX.06-6311-5056

11、 設計図書の配布 日時 平成25年　6月 28日(金)

下記の資料を各参加者宛に株式会社 C.E.M 椎原総合設計よ

り電子データ(PDF)にて送付する。

予定配布物 入札要項書・現場説明書、設計図書一式、入札書、

質疑回答書

以上を電子データ(PDF)にて送付する。

12、 入札 (1) 入札及び開札の日時、場所

①日時 平成25年　7月 17日(水)　午後2時～

②場所 寝屋川市秦町41番1号

寝屋川市立市民会館　4階　第14会議室

(2) 入札保証金：免除

※ただし、落札者が契約を締結しないときは違約金として入札書記載金額

の３％を徴収する。

(3) 低制限価格：設定する。

(4) 入札回数　　：３回

(5) 入札に関する事項

①入札を行った者のうち、予定価格以下で 低制限価格以上の価格で入札

　した者のうち 低の価格を持って入札した者を落札者とする。

②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

　り落札者を決定する。

③落札金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金

　額を加算する金額とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係

　る課税業者か免税業者であるかを問わず契約希望金額の100分の105に相

　当する金額を入札書に記載すること。

④17に示す入札を、無効の入札とする。
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⑤代理人による入札の場合は委任状が必要。

　※委任状は任意の様式でよい。

⑥入札後に入札者、入札金額(入札経過)、落札者、落札金額について一般

　に公表する。

13、 入札方法 入札は、入札参加資格があることを確認された者が、下記に従い、入札書

及び内訳書を一般書留郵便又は簡易書留郵便にて郵送することにより行う

ものとする。

(1) 期間

平成25年　7月 10日(水) ～ 平成25年　7月 17日(水)正午まで ※必着

(2) あて先等

寝屋川郵便局留め

神戸市灘区摩耶海岸通2丁目3番14号

社会福祉法人 種の会

※（仮称）認定こども園 すみれこども園　新築工事 契約入札書在中と

　　朱書きすること。

(3) 方法

入札書及び内訳書を「（仮称）認定こども園 すみれこども 園新築工事　

契約入札書」と記載した内封筒に入れ、大阪府又は寝屋川市に登録した

使用印鑑で3点を割印した後、これを前記（2）のあて先等を記載した外

封筒に入れて郵送すること。

(4) 入札書に記載する金額は、千円単位とし、消費税及び地方消費税を除い

た金額とする。

(5) 内訳書は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。

(6) 入札金額と内訳書の合計金額は、一致していること。

14、 入札予定価格

15、 低制限価格

16、 契約に関する (1) 支払い条件

事項 契約時 請負代金の10％

自己資金にて現金払い。

工事竣工後 請負代金の90％

大阪府及び寝屋川市補助金、福祉医療機構借入金

が入金後、現金支払い。

（平成26年 5月 末日予定）

(2) 工事請負契約様式：民間(旧四会)連合協定の契約書及び約款を使用する。

(3) 一括下請負を禁止する。

(4) 契約金額の10％以上の履行保証保険契約を締結すること。

17、 無効の入札 (1) 入札者の資格のない入札

(2) 委任状の提出のない代理人が行った入札

(3) 入札者の記名押印がない入札

(4) 入札金額欄に金額記載がない入札

\302,685,000（税抜）

\356,100,000（税抜）
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(5) 入札金額その他、入札要件が確認できない入札

(6) 訂正印のない金額の訂正又は削除等による入札

(7) 同一入札に対して、２以上の入札を行った入札

(8) 所定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札

(9) 予定価格を超えて行った入札

(10) 入札者又は代理人が他の入札代理人をかねて行った入札

(11) 入札に関して不正の行為があった者が行った入札

(12) 前各号に定めるものの他、入札条件に違反した入札

18、 失格の入札 (1) 低制限価格を設定した入札で 低制限価格に達しない価格でした入札

19、 その他 (1) 提出書類は返却しない。

また提出に要する費用は提出者の負担とする。

(2) 入札を辞退する場合は次に定めるところにより届出を行うこと。

①入札執行前日までにあっては入札辞退届を発注者に提出のこと。

提出先： 〒657-0855　神戸市灘区摩耶海岸通2丁目3番14号

社会福祉法人 種の会　はっと保育園

TEL.078-805-3810

※入札辞退届は任意の様式でよい。

②入札執行当日にあっては、入札書の金額欄に「辞退」の旨を記入して入

　札時に提出のこと。

(3) 入札後は速やかに近隣説明会を行い地元自治会と協定を締結する必要があ

るため事前に工事仮設計画、工事車両の運行計画及び安全対策等の検討を

行うこと。また、建設地以外に工事関係車両の駐車、現場事務所を設ける

場合も検討を行うこと。

①作業時間 AM8：30～PM6:00（躯体工事）

AM8：30～PM6:30（仕上工事）

②休日 原則として日曜日及び祝日

※なお、敷地付近は地元小学校、幼稚園等の通学路に指定されているため

　AM7：30～AM9：30、PM2：00～PM2：30までの間は工事車両の搬出入はで

　きません。

　夏休みなどの大型連休中は除くこととするが夏休みの小学校でのプール

　解放など一部規制がかかる日があるので、その場合は関係者と事前に別

　途協議を行い決定する、

(4) 工事契約及び地元自治会との協定を締結後速やかに工事を着工する必要が

あるため、敷地周辺の仮囲い（万能板など）を 7月20日から行えるように

準備をあらかじ行うこと。

以上。
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