
令和３年６月 29 日	 

	 

一般競争入札公告	 

	 

（仮称）クニナ袖ケ浦保育園	 新築工事について、一般競争を執行するので、次の通り公

告する。	 

	 

社会福祉法人	 美咲会	 

理事長	 前地	 美紀	 	 

	 

１．工 事 名	 	 （仮称）クニナ袖ケ浦保育園	 新築工事	 

２．工 事 場 所	 	 袖ヶ浦市神納 2942 番 2	 

３．工 事 期 間	 	 契約締結日から	 令和４年２月末日まで	 

４．予 定 価 格	 	 事後公表とする	 

５．最低制限価格	 	 設定あり	 

６．工 事 概 要	 

	 ・	 用 途	 	 保育所	 

・	 工 事 種 別	 	 新築工事	 

・	 構造及び棟数	 	 鉄骨造	 地上２階建て	 １棟	 

・	 敷 地 面 積	 	 1,803．71 ㎡	 

・	 建 築 面 積	 	 353.87 ㎡	 

・	 延 床 面 積	 	 657.54 ㎡	 

７．工 事 内 容	 	 建築工事一式	 （太陽光発電設備、厨房設備等含む）	 

８．本件入札の参加資格	 

	 	 本件入札に参加できる者に必要な資格は次の通りとする。入札参加者は、これら全て

の資格をみたしていなければならない。	 

（１）	 共同企業体ではないこと。	 

（２）	 引き続き 2 年以上その営業を営んでいること。	 

（３）	 地方自治法１６７条の４の規定に該当しない者であること。	 

（４）	 袖ヶ浦市入札参加資格者名簿に登録された、等級Ａの特定建設業者。	 

（５）	 建築一式工事の業種において客観点数が 1000 点以上の者。	 

（６）	 令和元年 5 月 1 日以降に新設の認可保育園の新築工事の一式の元請けとして、完

成させた実績のある者。	 

（７）	 市の指名停止要綱に基づく指名停止期間中でない者。	 

（８）	 成績不良の者又は不誠実な行為や信用失墜行為を行っていない者。	 

９．現場説明会について	 



	 	 開催しない（CD にて設計図書一式を送付する）。	 

10．一般競争入札	 一般競争入札参加資格申請書等の提出	 

	 	 	 入札に参加を希望する者は、次の通り一般競争入札参加希望票の配布を受け、記入

し、	 

必要書類を揃えて期日までに提出すること。	 

（１）	 入札参加希望票の配布方法及び期間	 

令和 3 年	 ７月	 8 日（月）までに	 ㈱C&P マネジメントに連絡する（書面、FAX、

Mail いずれでも可）	 

確認後、入札参加希望票等を E-Mail にて配布する。	 

（２）	 入札参加希望票等の提出期限	 

令和 3 年	 7 月	 9 日（金）必着（Mail または FAX）	 

（３）	 入札参加希望票等の配布及び提出先	 

㈱C&P マネジメント	 橘	 

〒107-0052	 東京都港区赤坂４－１－４	 赤坂丸ビル 1 階	 

Tel：03-5575-5213	 	 Fax：03-5575-5214	 

E-Mail：j.tachibana@m-pm.jp	 	 

（４）	 提出書類	 

① 一般競争入札参加希望票（資格確認申請書）（写し）	 

② 袖ヶ浦市競争入札参加資格審査結果通知書（写し）	 

③ 施工実績を証明できる書類（契約書等の写し）	 

④ 経営事項審査結果通知書（写し）	 

11．入札参加資格の有無	 

	 	 入札参加希望者からの入札参加希望票に基づき、当該入札参加希望者の資格の有無、

そ	 

の他必要な事項について確認を行い、その結果を書面（E-Mail または FAX）にて通知す	 

る。	 

	 	 入札参加資格を有する者については、設計図書、仕様書及びその他必要な書類（入札

書	 

書式等）（以下「設計図書等」という）を貸与する。	 

① 貸与期間：令和 3 年７月 13 日（火）から令和 3 年７月 29 日（木）まで	 

② 貸与方法：宅急便にて CD 送付（㈱C&P マネジメントより）	 

③ 返却方法：入札書提出時に持参のうえ返却	 

12．設計図書等に関する質疑及び回答	 

	 	 （１）質疑の提出	 

① 期	 限：令和 3 年７月 22 日（木）まで	 

② 方	 法：E-Mail 又は FAX にて提出（書式は任意）	 



③ 提出先：㈱C&P マネジメント	 

	 

	 	 （２）質疑に対する回答	 

① 期	 限：令和 3 年７月 26 日（月）まで	 

② 方	 法：E-Mail 又は FAX にて回答	 

13．入札に関する事項	 

（１）	 最低制限価格	 

設定する。	 

（２）	 入札保証金	 

なし。	 

（３）	 入札日時	 

令和 3 年	 ７月	 30 日（金）	 14 時（受付	 13 時	 45 分より）	 

（４）	 入札場所	 

場所	 	 袖ケ浦商工会館	 

住所	 	 袖ケ浦市福王台 3 丁目１－３	 

TEL	 	 0438-62-5039	 

14．入札に関する注意事項	 

（１）	 再度入札は 1 回までとする。初度入札に参加しない者は、再度入札に参加する

ことはできない。	 

（２）	 代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。	 

（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。	 

（４）	 落札とすべき同額の入札をした者が 2 人以上いるときは、くじを実施して落札

者を決定する。	 

（５）	 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等額

に係わ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 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。	 

（６）	 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）及

び一括下請け行為等に抵触する行為を行ってはならない。	 

15．入札の無効	 

（１）	 入札に参加する資格を有しない者がした入札。	 

（２）	 入札者の押印のない入札書による入札。	 

（３）	 記載事項を訂正した場合において、その個所に押印のない入札書による入札	 

（４）	 記載すべき事項の記入がない入札書、または記入した事項が明らかではない入

札書による入札	 

（５）	 代理人で委任状を提出しないものがした入札	 



（６）	 他人の代理を兼ねた者がした入札。	 

（７）	 2 通以上の入札書を提出した者がした入札。	 

（８）	 2 以上の者の代理をしたものがした入札。	 

（９）	 郵便、電報、電話またはファクシミリによる入札。	 

（１０）	 明らかに談合、その他不正行為によると認められる入札。	 

（１１）	 虚偽の資料を提出した者がした入札。	 

（１２）	 その他、公国に示す事項に反した者がした入札。	 

16．落札。契約、支払い条件に関する事項	 

（１）	 落札者、落札金額、予定価格は、入札後ただちに公表する。	 

（２）	 支払条件は、下記のとおりとする。	 

① 工事着手前	 	 	 １０００万円	 

② 補助金交付後	 	 残金	 

17．その他	 

	 	 現場説明会は実施しないので、入札参加資格者は各自現場を熟知したうえ、入札に参

加すること。	 	 

18．発注者（事業者）	 

	 	 	 社会福祉法人	 美咲会	 

	 	 	 理事長	 	 前地	 美紀	 

	 	 	 E-Mail	 	 info@crecer-hoiku.jp	 

19．問い合わせ先	 

	 	 公告・工事の内容、見積もりに関する質疑について	 

㈱C&P マネジメント	 	 担当	 橘	 

〒107-0052	 東京都港区赤坂４－１－４	 赤坂丸ビル 1 階	 

Tel：03-5575-5213	 	 Fax：03-5575-5214	 

E-Mail：j.tachibana@m-pm.jp	 	 

	 


