
 

工事入札参加業者募集要項 

(仮称)げんき桜桃保育園新築工事の建設にかかる工事入札参加業者募集要項 

 

 下記の入札に付する事項及び工事名に掲げる工事の入札等については、富田林市保育所等整備交

付金事業費補助金を活用して実施するため、関係法令及び富田林市の公共工事における手続きに準

拠した取扱とするほか、この要項によるものとします。 

 

１．入札に付する事項 

入札方法  公募型指名競争入札 

工事発注者  社会福祉法人 千早赤阪福祉会  理事長 向井 秋久 

募集開始日  令和４年１月２７日（木） 

工事名 （仮称）げんき桜桃保育園新築工事 

工事場所  大阪府富田林市甲田 1 丁目 754 番 

完成期限  令和５年２月２８日（火） 

工事概要  構造 鉄骨造 

 規模 2 階建 延床面積 699.04 ㎡ 

 種類 建築工事一式、各種設備工事一式、外構工事一式 

前払金の有無  無 

予定価格の事前公表  無 

その他 最低制限価格 有（事前公表） 

一括下請負は一切認めない 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

  Ａ.単独企業であり、入札参加資格において、次の用件は必ずすべて満たしていること。 

①地方自治法施行令第 167 条の４第 1 項（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）に定める要件に該当しな

い者 

②建設業法第３条（昭和 24 年法律第 100 号）による許可を受けている者 

③入札参加者募集の公告の日から入札を実施するまでの期間において建設業法による営業停止の行政

処分等を受けていない者 

④正常な入札執行を妨げる等の行為を行う恐れがなく及び行わない者 

⑤法人の役員、若しくはこれらの者の親族 （6 親等以内の血族、配偶者又は 3 等親以内の姻族）が役員に就

いている業者など、法人の役員が特別の利害関係を有する業者でない者。 

⑥建築工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有していること。 

⑦大阪府に本社、支店、営業所を設置していること。 

⑧応募者は富田林市（もしくは大阪府）の入札参加資格を有する者で、建築工事の承認種目登録をしている

者で、項目 A．建築工事の総合評定値（P）が 840 点以上である事。 



 

⑨過去の経営状況において、財務実績の良好な者 

⑩当該工事に配置する監理技術者は専任とし、現場代理人は一級建築士又は、一級施工管理技士の資格を

有すること 

⑪富田林市契約からの暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと 

⑫入札参加者募集の公告の日から入札を実施するまでの期間において富田林市競争入札指名停止要綱に

基づく停止措置を受けていないこと。 

⑬事業者（社会福祉法人）に対し、工事請負契約における収入状況、下請業者の工事実績や請負金額等に

関する関係資料の提供に協力を行うことができる者。 

  Ｂ. 下記に掲げる者については入札に参加できないものとする。 

     １.引き続き１年以上その営業を行っていない者。 

     2.法人税、所得税及び消費税（地方法費税を含む）を滞納している者。 

     3.手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止処分等の事実が有り、経営状況が著しく不健

全な者。 

     4.暴力団員が経営する建設業者、又は暴力団員が実質的に経営をする建設業者、及びこれに準ずる者。 

 

３．入札参加資格の審査の申請方法 

（１）申請書の配布場所及び提出先 

   受付期間  令和４年１月２７日（木）から 令和４年２月７日（月）まで（※土曜・日曜・祝日を除く。） 

   受付時間  午前 10 時 から  午後 3 時    下記の照会先まで電話のうえ、持参すること。 

   提出先   大阪府南河内郡河南町大字一須賀 76 番地の 1 TEL0721-90-2068 

           （公私連携幼保連携型認定こども園 石川こども園）内法人事務局 

           社会福祉法人 千早赤阪福祉会   

（２）提出書類  

①入札参加申込書兼誓約書（別紙）     

②資格確認調書（別紙）      

③現場代理人等配置予定届（別紙）     

④建設業の許可書（写）      

⑤経営規模等評価結果通知書、総合評定通知書（写） 

⑥法人登記簿謄本 

⑦印鑑証明書 

  

⑧使用印鑑届（別紙）      

⑨富田林市の入札参加資格登録が確認できるもの（写） 

⑩委任状（必要な場合のみ）（別紙）     

上記（別紙）-配布書類とする（入札書も配布） 

 

 

 

 

 

 



 

４. 図面配布について 

   現場説明なし 

   日時   令和４年２月８日（火）より 

   場所   大阪府南河内郡河南町大字一須賀 76 番地の 1 TEL0721-90-2068 

          公私連携幼保連携型認定こども園 石川こども園 

 

 

  

５. 質疑応答 

   （1）質問は次のとおりＥメールでのみ受けします。 

       菊田建築設計事務所 Ｅメール t_kikuta33@mist.ocn.ne.jp 

       質疑送付のタイトルは「(仮称)げんき桜桃保育園新築工事（社名）」として 

下さい。 

      期間 令和４年２月２１日（月）午前９時～午後３時までの間 

   （2）回答は入札参加資格のある全社にＥメールにて回答します。 

      回答日 令和４年２月２５日（金） 

 

６．入札日 

   入札日時   令和４年３月７日（月）   時間 午前１０時３０分開始 

   入札場所   大阪府南河内郡河南町大字一須賀 76 番地の 1 TEL0721-90-2068 

          公私連携幼保連携型認定こども園 石川こども園 

 その他  通知した入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

      入札に代表者が出席できない場合は入札に参加する者が委任状を持参すること。 

      入札時に見積内訳書を提出してください。尚見積内訳書は返却いたしません。 

 

７．入札の方法等 

  ①入札の執行回数は、２回までとする。 

  ②落札決定にあたっては、入札所に記載する金額は当該価格の１０％に相当する消費税相当額を加算し

た金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であ

るか問わず、見積もった契約金額の 100 分の 110 に相当する金額を入札書に記載すること。 

③入札には、富田林市職員の立ち会いがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８．落札の決定方法 

  ①予定価格の範囲で、最低制限価格以上の価格をもって入札した業者のうち最低価格をもって入札した

業者を落札者とする。 

②入札となるべき同価の入札をした者が２社以上あるときは、くじ引きで落札者を決定する。 

③落札者が決定した場合は、落札金額及び落札者名並びに落札者以外の入札金額及び入札者名の発表を

行う。全ての業者名及び入札金額を公表することとし、最低制限価格に達しない価格で入札した業者に

ついては、業者名と最低制限価格を下回ったため無効であることを公表し、入札金額は公表しない。 

 

９．入札の無効に関する事項 

  ①入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  ②入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において入札参加資格を失っている者

のした入札は無効とする。 

  ③入札当日に不参加であった者。 

  ④最低制限価格未満で入札した者。 

 

 

１０．契約履行の担保 

工事請負契約の締結にあたっては、工事請負業者により、履行保証保険契約の締結を行うこと。 

 

 

 

１１．関係会社の制限 

当該比較見積に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1 者しか参加

できない。 

(1) 資本関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び第４号の規定によ

る子会社をいう。以下同じ）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下

「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は

除く。 

① 親会社（会社法第２条第３号及び第４号の規定による親会社をいう。以下同じ）と子会社の関係に

ある場合 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(2) 人的関係 

以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法

第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67 条第１項又は民事再生法第64 条第２項の規定

により選任された管財人を現に兼ねている場合 

(3) 以下のいずれかに該当する２者の場合 

① 組合とその組合員 



 

② 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合 

③ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又

は、受任者を設けている場合は、その支店、営業所の所在地が、同一場所である場合 

④ 一方の会社の電話、ﾌｧｸｼﾐﾘ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合 

⑤ 一方の会社の本村入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社と同一である場合 

(4) その他比較見積の適正さが阻害されると認められる場合 

 

１２．支払条件 

この工事は富田林市保育所等整備交付金事業費補助金の補助対象となっており、支払いは当法人が富田林市

から補助金を受領したあとで一括払いとなる。 

 

１３．工事の施工計画について 

1. 安全管理・衛生管理について 

    工事中は近隣住民・家屋等に危害・損害を及ぼさないよう充分注意する事。 万一、本工事に起因

して損害・危害を及ぼした事が確認された場合速やかに対処する事。 

 工事現場には、仮囲い・養生シート・養生ネット等を設け、安全対策に留意する事。 

 （図面指定範囲以外にも必要な部分） 

    敷地場内及び周辺は全て禁煙とする。 

工事作業員等全てベスト又は腕章を着用の事 

又、作業員は作業服及びヘルメット等を着用し規律・風紀について、関係者一同が充分認識し合い、 

管理監督する事。 

  2. 騒音・塵埃（じんあい）の防止について 

    工事中は騒音・塵埃を最小限にとどめる様、低騒音・低振動型のものを使用し騒音規制に適応した 

工法を採用する事。 

       騒音等については、園と当該工事前（１週間工程）に協議する事。（大きな騒音等を発生する工事は 

極力隣接するこども園の午睡時（午後 1時から 3時）は避ける事。） 

  4. 工事中の道路使用、車両通行について  

    工事関係車両については駐車しないよう充分管理するとともに、路上の通行については、市道「甲

田 3 号線」より最徐行（時速 10ｋｍ）とすること。  

 工事作業日には現場出入り口付近に警備員を配置し、園送迎用駐車場側にもは配慮し利用者の安全

確保に努める事。特に工事車両が頻繁に出入りする場合には、警備員を増員し、通行人・園児等の

安全、事故防止に万全を期すこと。 

また、車両の運転車及び積載についても指導を徹底し、道路交通法を厳守する事。 

 工事車両による道路等の汚れ防止に努力し、適宜清掃を実施するとともに、防塵に努める事。 

5.工事用看板設置について 

 建設現場出入り口付近に「工事用車両徐行」「駐車禁止」等看板を設置する。     

6.作業時間及び工程看板について 

 作業時間は午前９時より午後５時までとすること。      

日曜日及び祭日については原則として休業日とする。 

  



 

7.工事工程の開示について         

週間工程表については作業所前に掲示し近隣・園等関係者に開示する事。 

8.工事関係者の風紀について         

工事関係者の規律・風紀については、関係者一同が充分認識し管理監督を行う事。 

9.家屋調査について 

  隣接近隣家屋調査を行う事。（第３者機関による）      

    工事着手前・竣工後に既存部分の調査を行う事。 

  

 

１４.契約書作成 

  （1）民間（七会）連合協定工事請負契約書及び、同約款（最新版）を使用し、落札者が落札後作成し、

社会福祉法人千早赤阪福祉会事務局に提出するものとする。 

  （2）民間（七会）連合協定工事請負契約約款加除訂正項目 

    1 第５条「ただし」以下を削除する。       

     2 第８条全文削除する。         

    3 第１９条第２項「発注者がこれを負担する」を「発注者と受注者が協議する」に改める。  

    4 第２９条第１項 e 中「または経済事情の激変」を削除する。     

    5 第２９条第１項 f 中「または物価、賃金などの変動」を削除する。    

     6  第２９条第２項 「時価」を「請負代金内訳書」に改める。     

 

１５．その他 

  ①応募時提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

  ②応募時提出書類は、原則として返却しない。 

  ③上記の内容に変更があった場合には、応募者または入札参加者に速やかに通達する。 

  ④入札参加者が２社に満たない場合は公告期間の延長や再公告するなどし、２社以上確保した上で、あ

らためて入札を実施することとする。 

 

 


