平成２９年８月１０日
入 札 公 告
条件付き一般競争入札について次のとおり公告します。
特定非営利活動法人かもめ保育園 理事長 町田 幸作
第１ 入札に付する事項
（１）工事名
（２）工事施工場所
（３）工
期
（４）工事概要
目的
規模

認定こども園かもめ保育園 改築工事
小樽市張碓町 558-1
平成２９年９月１日〜平成３０年２月２８日
現園舎の老朽化による改築
木造２階建て 建築一式工事（延べ床面積：792.35 ㎡）

第２ 入札参加資格について
本工事の入札参加者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 小樽市指名競争入札参加資格者名簿において工事種別「建築」で登録され、かつ、
「建築」の等級が「Ａ
１」等級又は「Ａ２」等級である者
(2) 小樽市内に本社があること
(3) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、これら
の者を配置できること。
(4) 小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を本公告日から本工事の開札日ま
での間に受けていないこと
(5) 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）第３条第１号に規定する事業協同組合にあっては、そ
の構成員が同一の入札に同時に参加していないこと
(6) 相互に資本関係又は人的関係のある者が、同一の入札に同時に参加していないこと
(7) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること
① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所
からの更生計画認可の決定がされていない者
② 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判
所からの再生計画認可の決定がされていない者
第３ 入札（開札）の日時及び場所等
（１）日 時
平成２９年８月２５日（金）１５時３０分から
（２）場 所
認定こども園かもめ保育園 ホール
（３）立会人
小樽市職員及び特定非営利活動法人かもめ保育園理事を立会とする。
（４）開札の傍聴 希望者は傍聴できる。
なお、傍聴しようとする者は、入札執行者の指示に従うこと。
入札会場にあっては、入札の執行を妨げる行為をしてはならない。入札会場の都合により、
傍聴人の数を制限することがある。
第４ 現場説明会
実施しない。
第５ 予定価格
平成 29 年 8 月 21 日までに、ＨＰ上 及び 既存認定こども園玄関へ書面にて公表する。
第６ 入札保証金
免除
第７ 最低制限価格又は調査基準価格について
調査基準価格の設定あり（低入札価格調査制度を適用）
第８ 現場代理人の兼務
対象工事としない

第９ 設計図書等の貸出しについて
設計書、仕様書、図面等（以下「設計図書等」という。
）は、閲覧に供さず、貸し出すものとし、その方法等
については、次のとおりとする。
(1) 設計図書等の貸出し期間、場所及び貸出し方法
①貸出し期間
公告の日から ８月２１日１７：００まで
②貸出し場所
認定こども園かもめ保育園

③設計図書等貸出し確認書
特定非営利活動法人かもめ保育園が用意する確認書
④貸出し方法
貸出し場所に赴き、必要事項を記入押印した設計図書等貸出し確認書を提出し、設計
図書等の貸出しを受け、返却時に確認印が押された設計図書等貸出し確認書を受領するものと
する。
※この確認印が押された設計図書貸出し確認書は、入札書とともに同封し、郵送する必要書類である。
(2) 設計図書等をもって現場説明会に代えるものとする。
(3) 入札参加者は、設計図書等に疑義が生じたときは、質問書によりＦＡＸで質問することができる。
①送信先
SUMI 建築計画室
電 話 ０１１－６８８－６２３３
ＦＡＸ ０１１－６８８－６２３５
②質問締切日
平成２９年 ８月１７日（木）17：00 まで
③回答方法
平成２９年 ８月２１日（木）17：00 までにＦＡＸにて回答する。
第 10 入札書等の郵送方法等
(1) 封筒の作成
特定非営利活動法人かもめ保育園より配布封筒により郵送（封筒の表紙には、宛先・配達指定日・工事
名は記載済）
(2) 郵送する書類等（特定非営利活動法人かもめ保育園より配布）
① 入札書
② 入札価格内訳書
③ 条件付き一般競争入札参加申請書
④ 資本関係・人的関係調書（関連会社がある場合に添付する）
⑤ 設計図書等貸出し確認書（確認印が押印されているもの）
(3) 郵便発送期限
・平成２９年８月２３日（水）まで
(4) 配達日の指定
・配達日は、入札（開札）日を指定すること。
(5) 郵便の送付先
・小樽市張碓町 550-5 特定非営利活動法人かもめ保育園 宛
(6) 作成済の封筒に、必要事項を記載した(2)の書類等を入れて封をし、郵便発送期限までに、配達日指定
郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、郵便局窓口から郵便の送付先
あてに郵送（発送）すること。
第 11 入札無効についての事項
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）本公告第２に掲げる入札参加資格を有しない者のした入札
（２）虚偽の申請書類等を提出した入札
（３）本公告第 10(2)に掲げる書類等が同封されていない入札
（４）申請書等を指定の期限までに、指定の方法により発送しなかった入札
（５）申請書等が指定の期日に到達しなかった入札
（６）封筒に工事名又は差出人が記載されていない入札
（７）封筒に記載の工事名又は差出人と同封された入札書及び入札価格内訳書の工事名若しくは入札者が相違す
る入札
（８）記名押印を欠く入札
（９）金額を訂正した入札
（10）予定価格を上回る額の入札
（11）入札価格内訳書の計算に誤りがある入札
（12）入札価格内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない入札
（13）入札価格内訳書に記載すべき事項が記載されていない入札
（14）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
（15）訂正が容易な筆記用具で記載された入札書及び入札価格内訳書を提出した入札
（16）同一人が複数の入札書を提出した入札
（17）明らかに連合によると認められる入札
（18）その他入札に関する条件に違反した入札
（19）前各号に掲げるもののほか、入札執行者において無効と認めた入札
第 12 最低価格入札者の決定
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を最低価格入札者とする。
なお、最低制限価格を設けている場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入
札した者を最低価格入札者とする。

ただし、最低価格入札者となる同価格の入札をした者が複数の場合は、あらためて当該入札者によるくじ引
きで最低価格入札者を決定するものとし、当該入札者には、速やかにくじ引きの日時・場所を通知するものと
する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に
関係のない職員にくじを引かせるものとする。
第 13 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定
資格確認は入札（開札）会場において実施する。
（１） 参加資格要件の確認は、最低価格入札者を決定した後、直ちに入札（開札）会場においてその者の資格
の有無を確認することとする。
（２） 確認の結果、当該最低価格入札者に資格がないと認めたときは、次順位の者を、また、その者にも資格
がないと認めたときは、第３位と順に資格確認を行うものとする。
なお、次順位の者が複数の場合は、当該入札者によるくじ引きで最低価格入札者を決定するものとする。
（３）資格確認の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
ただし、
調査基準価格を設定している入札にあって最低価格が調査基準価格以下の場合や最低価格入札者
となる同価格の入札をした者が複数の場合又は入札執行者が入札（開札）会場において資格確認を完了する
ことが困難と認めたときは、落札者の決定を保留し、入札を終了することがある。
（４）資格確認を行う者以外の入札参加者については、資格確認は行わないものとする。
第 14 確認結果の通知
（１）資格確認の結果、落札者を決定したときは、当該落札者に対し、電話により連絡する。
（２）資格確認の結果、入札参加資格がないとした最低価格入札者に対し、その旨を書面により通知する。
第 15 入札結果の公表
（１）本公告第 13(3)により落札者を決定したとき
入札（開札）終了後、速やかに特定非営利活動法人かもめ保育園ホームページにおいて公表する。
なお、ホームページにおける公表は、翌日以降になる場合がある。
（２）本公告第 13(3)ただし書きにより落札者の決定を保留したとき
入札（開札）終了後、速やかに落札者の決定を保留した旨を（１）における場で公表し、落札者が決定次
第あらためて公表する。
第 16 契約について
（１）契約書の配付
配布はしない。
（落札者用意とする）
（２）契約保証金
免除
（３）前金払
無し
（４）部分払
あり（契約金額の約２０％とする）
第 17 注意事項
（１）やむを得ない事情により、当該入札を延期し、中止し、又は取り消す場合がある。
（２）入札執行に当たって、入札者がいない場合又は入札参加資格要件の確認の結果、入札参加資格がある者
がいない場合は、入札を中止し、又は取り消すこととする。
（３）
（１）又は（２）により、入札を延期し、中止し、又は取り消した場合でも、申請書及び資料等の作成
費用等は申請者の負担とする。
（４）落札決定に当たっては、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額）
をもって落札価格とするので、
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。
（５）入札参加者は、小樽市契約規則、小樽市条件付き一般競争入札実施要綱その他関係法令等の規定を承知
すること。
第 18 その他
申請書類等に記載された事項は、提出者に無断で使用することはしない。
第 19 問合せ先
特定非営利活動法人かもめ保育園
電 話 ０１３４－６２－１２８４
ＦＡＸ ０１３４－６４－１５２８

