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令和元年 10月 3日 

                                                         

社会福祉法人 宝 樹 

理 事 長 大野 裕久 

 

 

「ニコニコット発電装置設置工事」に係る一般競争入札の実施について 

 

下記の工事に係る一般競争入札を実施するので、参加を希望する場合は、関係資料を作成の上、

下記の事業所に持参して提出して下さい。 

 

1. 一般競争入札に付する事項 

(1) 工 事 名 称 : 

(2) 工 事 場 所 : 

(3) 工 事 期 間 : 

(4) 電気工事の種類： 

(5) 工事の概要  : 

(6) 予定価格  

(7) 最低制限価格 

「ニコニコット発電装置設置工事」 

市原市有秋台東 2-4-10 

契約締結の翌日から令和 2年 2月 28日まで 

50/60kVA 新設 1 台 

上記に伴う、電気設備工事一式 

6,205,100 円（消費税を及び地方消費税を含む） 

設定あり  

(計算方法は市原市最低制限価格運用要領第 4条による) 

 

(8) 本工事の契約に関する注意事項 

(ア)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

法）対象工事ではない。 

(イ) 本工事のかし担保期間は２年とする。 

 

2. 入札の参加に必要な資格に関する事項 

(1) 平成30・31年度市原市入札参加資格者名簿（建設工事部門）に登載されている者のう

ち、電気工事の登録がある者 

(2) 平成30・31年度市原市入札参加資格がＡ又はＢランクの者 

(3) 電気工事の主任技術者（直接かつ恒常的に雇用している者）を配置できる者 

(4) 一般建設業又は特定建設業の許可（電気工事業）を受けている者 

(5) 本入札の契約の締結日前１年７か月以内の審査基準日による経営事項審査を受けて

いる者 

(6) 市原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を本工事の公

告の日から落札日までの間に受けていない者 

(7) 市原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を、本工事の

公告の日から落札日までの間に受けていない者 

(8) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者 

(9) 次の各号に該当しない者 

(ア) 本工事の公告の日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を

受けた者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出した者 

(イ) 会社更生法（平成14年法律第154号）の適用を申請した者にあっては、本工事の公
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告の日までに同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

(ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、本工事の公告

の日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

 

 

3. 入札日時及び揚所 

(1) 日時: 令和元年 10月 23日(水) 14時 00分より 

(2) 場所: 社会福祉法人 宝樹  障害者支援施設 太陽の丘ホーム会議室 

       〒299-0112    千葉県市原市畑木 246-2  ℡0436-60-3266 

 

4. 入札参加資格の審査等 

入札参加を希望する者は、下記に記載されている一般競争入札参加資格確認申請書及び

関係資料(以下「資格確認資料」という。) を持参により提出し、入札参加資格の審査を受けな

ければならない。なお、入札参加資格確認申請書及び設計図書データ借用書は、当法人ホ

ームページ（太陽の丘ホーム）よりダウンロードして使用すること。  

(http://www.aa.alles.or.jp/~sun-sun-sun./)   

(1)資格審査資料の提出期間等 

①  提出期間  ： 

 

②  時   間  ： 

③  場   所  ： 

 

④  提出部数 ： 

令和元年 10月 3日（木）から令和元年 10月 10日（木）まで  

（ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

午前 8時半～午後 5時半（10月 10 日は 12時まで） 

グループホーム ニコニコット 

〒299-0124 千葉県市原市有秋台東2-4-10  ℡0436-37-1173 

1部 

申請書類は持参するものとし、郵送等によるものは受け付け

ない。 

(2) 提出書類 

①  入札参加資格確認申請書(工事) 

②  添付書類 

(ア) 配置予定の主任(監理)技術者の国家資格又は監理技術者資格者証の写し 

(イ) 建築業許可通知書の写し 

(ウ) 最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（経審）の写し 

(エ) 配置予定の主任（監理）技術者の健康保険被保険者証の写し 

(オ) 返信用封筒 （定形封筒に切手を貼り、返信用宛名を記入したもの） 

 (3) 入札参加資格の審査結果通知 

令和元年 10月 11日(金)午後 3時までに、電話にて直接担当者に連絡するとともに、

同日付で文書にて通知する。 

 

5. 契約条項等を示す場所 

本工事に係る入札約款、設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という)及び入札に必要な

書類一式の貸出を次のとおり行う。貸与は原則として1セットを限度とし、入札時に返却

することとする。 

http://www.aa.alles.or.jp/~sun-sun-sun./
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(1) 期   間 ： 

(2) 時   間 ： 

(3) 場   所 ： 

 

(4) 質   疑 ： 

 

 

       

 

(5) 回    答 ： 

 

 

 

令和元年10月3日（木）から令和元年10月23日（水）まで 

午前10時～午後5時 (土曜、日曜日、祝祭日を除く) 

グループホーム ニコニコット 

千葉県市原市有秋台東2-4-10  ℡ 0436-37-1173 

設計図書に対する質問がある場合は、電子メールにより書面を送

信するものとする。 

送信先 社会福祉法人 宝 樹  niconicoto@bz04.plala.or.jp 

受付期間 ： 令和元年 10月 3日（木）午前 10時 

から令和元年 10月 10日（木）午後 5時まで 

上記ホームページ上で公開する。 

    最終 令和元年 10月 11日（金） 午前 10時 

 

6. 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

 

7. 契約保証金 

落札者は、契約履行の安全性を担保するため契約金額の１００分の１０以上を納付する

こと。契約保証金の還付などについては、市原市契約規則第 30 条の 2 及び第 31 条の規

定を準用する。 

   

8. 入札書に記載する金額 

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、見積った契約希

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。 

 

9. 落札価格の決定  

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(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)をもって落札価格とする。 

 

10. 落札者の決定 

本工事の入札には、最低制限価格を設定されてあるので、当該最低制限価格を下回る価格

で入札した者の入札は失格とする。 

予定価格と最低制限価格との範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、入札をした者にくじを引かせて

落札者を決定する。 

 

11. 入札に関する注意事項 

(1) 入札者は、代表者印を必ず持参すること。 

(2) 入札者は代理人をして入札させるときは入札の前に委任状を提出すること。代理人が入

札を行うに際し、委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委

任状は代理人の印では修正できない。 

mailto:niconicoto@bz04.plala.or.jp


- 4 - 

 

(3) 入札書及び委任状には、工事名及び工事を施工する場所を、この公告の記載に従って

記入すること。 

(4) 入札者が代理人をして入札させる場合においても、入札書には代表者印を押すこと。 

(5) 入札資格審査結果通知を受けた後、入札を希望しない場合には、入札辞退届を持参に

より提出すること。 

(6) 本工事の入札の入札回数は1回とする。 

 

 

12. 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格を有しない物若しくは虚偽の申請を行った者のした入札、市原 

市契約規則第11条各号に該当した入札又は市原市入札約款等入札に違反した入札は、無効

とする。 

なお、競争参加資格確認通知書の通知後から本工事の開札日までの間に市原市建設工事

請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けた者の行った入札又は市原市が

行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく排除措置を受けた者の行った入札は無

効とする。 

 

13. 契約締結時期 

   落札者は、5日以内に理事会の議決を得て本契約を行なう。 

 

14. 入札参加資格がない場合の措置 

   資格審査の結果、入札参加資格がないと通知された者は、その理由について説明を求めるこ

とができる。説明を求める場合は、入札参加資格がないと通知を受けた日の翌日から起算し

て5日以内(士・日・祝日を除く)に、社会福祉法人 宝樹へ書面を持参して行わなければならな

い。回答は、説明を求められた日の翌日から起算して5日以内(士・日・祝日を除く)に書面で

行う。 

 

15. 契約金の支払方法 

(1) 竣工検査済証確認後一括払い 

 

16. その他 

(1) 資格審査資料作成に係る説明会及び現場説明会は実施しない。 

(2) 資格審査資料に係るヒヤリングは行わない。ただし、記載内容が不明瞭で資格審査に支

障が生じる場合には、別途説明を求める事がある。 

(3) 提出された資格審査資料は返却しない。 

(4) 提出された資格確認資料を公表し、また無断で他の目的に使用することはしない。 

(5) この入札は、市原市入札約款を準用して執行する。入札参加者は、市原市入札約款を

遵守すること。 

(6) 落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現揚に専任で

配置すること。 

(7) 入札を公正に執行することが困難と認めるとき、その他止むを得ない事情があるときは、

入札を延期、又は中止することがある。この場合において、入札参加資格を有する者は

異議を申し立てることはできない。 
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17. 問い合わせ先 

〒299-0124 千葉県市原市有秋台東2-4-10 

社会福祉法人 宝樹  

グループホーム  ニコニコット 

℡ 0436-37-1173   Fax 0436-37-1052 

E-mail: niconicoto@bz04.plala.or.jp    担当：村社 

 


