
認可保育園「（仮称）みらいのこども保育園」 

内装工事における一般競争入札の実施（公告） 
 

令和 3 年 10 月 1 日 
 
社会福祉法人 歩育の会が発注する認可保育園「（仮称）みらいのこども保育園」内装工事の
請負について次のとおり一般競争入札（条件付）を行う。 
 

発注者：社会福祉法人 歩育の会 
住 所 ：神奈川県横浜市緑区台村町 633 

 
 

1 入札に付する事項  

別紙「一般競争入札参加者説明書」（以下「説明書」という。）のとおり。  
 

2 入札参加資格に関する事項 

入札に参加し、落札者になろうとする者（共同企業体の場合は全ての構成員）は、この
公告の日から落札決定までの全期間にわたり、次に掲げる条件のいずれをも満たさな
ければならない。 

 
⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 及び大和市契約規則（昭

和 55 年大和市契約規則（昭和 55 年大和市規則第 38 号）第 3 条第 1 項に掲げる者
でないこと。 

 
⑵ 大和市条件付一般競争入札実施要領（以下「実施要領」という。）第 5 条の要件を

満たしていること。 
 

⑶ 公告日現在、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条の規定による指示又は
営業停止の処分を受けていないこと。 

 
⑷ 公告日前 2 年以内に銀行又は手形交換所の取引停止処分を受けていないこと（た

だし、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て



又は⺠事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが
なされている者であって、当該手続開始の決定後に入札参加資格の再認定を受け
たものを除く。）。 

 
⑸ 公告日前 6 月以内に手形又は小切手の不渡り（支払資金の不足を事由とするもの

に限る。）がないこと（ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又
は⺠事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者であって、当
該手続開始の決定後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）。 

 
⑹ 所有する資産に対し、債務不履行による仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売

手続の開始決定がなされていないこと。 
 

⑺ 入札参加資格要件（登録業種、総合評定値、建設業許可、地域区分、現場代理人、
技術者及び元請施工実績）について、説明書に規定する要件を満たしていること。
（登録業種及び所在地については、かながわ電子共同入札システムにおける大和
市の資格者名簿に登録があること） 

 
⑻ 設計図書の申込みを行い、かつ、競争参加資格確認通知日の前日までに受領してい

ること（申込みを行ったにもかかわらず、何らかの事由により、当該期日までに受
領していない場合は、その旨申し立てること。）。この場合において、受領した設計
図書を他人に譲渡、販売又は貸与をしてはならない。 

 
⑼ その他説明書に規定する条件を満たしていること。 

 
⑽ 役員等（参加をしようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合に

はその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれ
らに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。以下同じ。）
が暴力団員等（大和市暴力団排除条例（平成 23 年大和市条例第 4 号。以下「市条
例」という。）第 2 条第 4 号に掲げる暴力団員等をいう。以下同じ。）でないこと。 

 
⑾ 暴力団（市条例第 2 条第 2 号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団経営

支配人等（市条例第 2 条第 5 号に掲げる暴力団経営支配法人等をいう。）でないこ
と。 

 
⑿ 役員等が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していないこと。 



⒀ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与する等によ
り、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、又は関与していないこと。 

 
⒁ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこ 

と。 
 

3 入札参加申請に関する事項 

⑴ 申請期間及び申請時に添付する書類 
説明書のとおり。 

 
⑵ 申請に係る留意事項 

入札に参加しようとする者は、この公告、設計図書等を十分に確認の上、申請期間
中に社会福祉法人歩育の会・担当者へ、別紙の競争入札参加申請書を電子メールに
添付し、競争参加資格確認申請を行うものとする。 
e-mail:morinodai-hoikuen@nifty.com （担当：鈴木） 

 
⑶ 入札参加資格の確認結果の通知 

社会福祉法人歩育の会より、電子メールにて説明書に規定する通知日に競争参加
資格確認通知書を送信する。 

 
⑷ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認後において、入札参加資格を有することについての確認を受
けた者が、実施要領第 9 条各号のいずれかに該当することとなったときは、当該工
事に係る入札に参加することができない。 

 

4 入札に必要な書類を示す場所等 

⑴ 設計図書に関する事項 
ア 本工事に係る工事内容の確認については、設計図書により行うものとする。 
 
イ 設計図書の申込期間については、説明書のとおりとする。 

 
⑵ 入札関係書類に関する事項 

ア 設計図書に関する質問については、質問期間内に電子メールにて下記のメー
ルアドレスへ PDF ファイルにて送信することとする。 



 e-mail: s-abe@nikko-takara.co.jp  
㈱日興タカラコーポレーション（担当：阿部） 

 
イ 質問期間及び回答日については、説明書のとおりとする。なお、回答について

は、入札参加資格がない者からの質問については、回答しない。 
 

5 入札期間及び開札の日時 

説明書のとおり。 
 

6 入札の中止 

やむを得ない場合は、入札を中止し、その旨を社会福祉法人歩育の会ホームページに掲
載する。  
社会福祉法人歩育の会ホームページアドレス：https://hoikunokai.net/morinodai/ 

 

7 入札方法等 

⑴ 入札書は、入札日に入札場所へ持参することとする。尚、入札書については即日開
札することとし、当該入札案件について入札書を提出した者全員が確認できる方
法にて開札した後、その場において最低入札金額を決定する。（入札日及び入札方
法については説明書を参照） 

 
⑵ 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者のいずれか

を問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。
ただし、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
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、端数
を切り捨てた金額）をもって落札金額とする。 

 
⑶ 開札後、次に掲げる手続により疑義申立てを受け付ける。 

ア 疑義申立てができる期間（以下「疑義申立期間」という。）は、開札後から開
札日の翌日の正午までとし、疑義申立てができる者は、当該入札案件について
入札書を提出した者に限るものとする。 

 
イ 疑義申立期間内の疑義申立てがあった場合は、入札書を提出した者に対し社

会福祉法人歩育の会より電子メールにて落札保留通知書を送信し、かつ、当該



疑義申立ての内容を調査する。 
 

ウ その他疑義申立ての対応については、別に定める「大和市発注工事の入札にお
ける開札後の疑義申立てについて」に基づき行うものとする。 

 
⑷ 入札執行回数は、原則として 1 回とするが、予定価格に達していない場合、大和市

条件付一般競争入札実施要領の規定の基づき再度行うものとする。 
 

⑸ 落札者の決定は、次に掲げる手続により行うものとする。 
ア 最低入札金額による入札を行った者が 1 者の場合は直ちに落札候補者となる。 

 
イ 落札候補者は、社会福祉法人歩育の会から連絡を受けた後、説明書に規定する

落札候補者が提出する書類（以下「落札審査書類」という。）を社会福祉法人
歩育の会が指定した期日までに社会福祉法人歩育の会へ持参、また電子メー
ルにより提出するものとする。 
e-mail:morinodai-hoikuen@nifty.com （担当：鈴木） 

 
ウ 落札審査書類の審査（以下「落札審査」という。）の結果、入札参加資格要件

を満たしていることを確認できた場合は落札決定通知書を送信する。 
 

エ 落札審査で入札参加資格要件を満たしていることを確認できなかった場合は、
その者が行った入札を無効とし、次に価格の低い入札者を落札候補者として
この号の手続を行う。 

 
オ 最低入札金額による入札を行った者が 2 者以上である場合又は落札審査の結

果、審査対象者の入札が無効となり、次に価格の低い入札者が 2 者以上となっ
た場合は、直ちにくじ引きにより落札候補者を決定することとする。なお、く
じ引きの具体的な方法については、別に定める「くじ引きの方法について」に
よるものとする。 

 

8 設計金額及び予定価格 

落札者の決定後、速やかに公表する。 
 

 



9 最低制限価格 

大和市工事請負の入札に係る最低制限価格設定要領によるものとし、設定した場合は
落札者の決定後、速やかに公表する。 

 

10 契約金の支払方法及びその条件 

⑴ 前金払及び中間前金払 
大和市公共工事の前払金に関する規則（昭和 55 年大和市規則第 39 号）の規定に
よるものとする。 

 
⑵ 部分払 

大和市契約規則第 82 条の規定によるもとする。ただし、部分払いを選択した場合
は、中間前金払は行わない。 

 
⑶ 事後払 

一括払とする。 
 

11 入札の無効に関する事項 

大和市契約規則第 20 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
 

12 契約書作成の要否 

工事請負契約書を作成する。 
 

13 その他 

前各項に定めるもののほか、地方自治法その他の法令並びに大和市契約規則、実施要領
及び大和市条件付一般競争入札実施要領の定めるところによる。 



認可保育園「（仮称）みらいのこども保育園」内装工事
神奈川県大和市つきみ野1-13-3
延べ面積 延床面積 550.89㎡

・内装工事 一式
・電気設備工事 一式
・機械設備工事 一式
・給排水衛生設備工事 一式
・家具備品工事他 一式
 内装工事
 契約確定日の翌日から令和4年2月28日まで
 令和3年10月4日（月） 午後1時から
 令和3年10月8日（金） 午後4時まで
 期間中の午前9時（初日は午後1時）から午後4時までに下記まで電子メールにて申込みすること。
 email:s-abe@nikko-takara.co.jp ㈱日興タカラコーポレーション（担当：阿部）

営業種目  建築一式
細目  なし

「建築」について、名簿登録時及び現在において有効な総合評定値730点以上を受けていること。
 一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。
 大和市内に本店又は支店又は営業所で受任地登録をしている者。
・公告日現在において入札参加者と直接的な雇用関係にあること。
・建設業法に係る営業所の専任技術者でないこと。
・工種に係る監理技術者又は主任技術者（以下「監理・主任技術者」という。）の資格を有する者で、

公告日現在において入札参加者と直接的かつ恒常的な3月以上の雇用関係にあること。
・建設業法に係る営業所の専任技術者でないこと。
 過去3年以内に工事概要と同種及び同程度の元請施工実績があること。
 ただし、共同企業体での実績は代表構成員（出資比率が最大であるもの）としての実績に限る。
 兼任配置を認める。
 ただし、大和市現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領に規定する条件を満たす場合に限る。
 兼任配置を認める。
 ただし、大和市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領に規定する条件を満たす場合に限る。
 令和3年10月4日（月） 午後1時から
 令和3年10月8日（金） 午後6時まで
 期間中の午前9時（初日は午後1時）から午後6時までに
 下記電子メールに別紙の競争入札参加申請書を添付（PDFファイル）の上申込みすること。
 email:morinodai-hoikuen@nifty.com 社会福祉法人歩育の会（担当：鈴木）
 令和3年10月11日（月）
 令和3年10月11日（月） 午後1時から
 令和3年10月13日（水） 午後6時まで
 期間中の午前9時（初日は午後1時）から午後6時までに
 下記電子メールにて質問事項を添付（PDFファイル）にて送信すること。
 email:s-abe@nikko-takara.co.jp ㈱日興タカラコーポレーション（担当：阿部）
 令和3年10月15日（金）
 令和3年10月19日（火） 午前11時
 あり ・初度入札時に「工事費内訳書」を添付すること。
 令和3年10月19日（火） ※入札者全員が入札書を提出した後すみやかに開札
※開札時間は多少遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※開札後、落札決定を保留し、直ちに疑義申立ての受付を行います。
 場所：現地現場事務所 住所：神奈川県大和市つきみ野1-13-3 電話：045-941-0821
 開札から令和3年10月20日（水）正午まで
 ※疑義申立てがあった場合、調査期間を要するため落札決定日時が遅れる場合があります。

 その場合は入札参加者全員に社会福祉法人歩育の会より電子メールにて送信します。
 ①「現場代理人、監理・主任技術者配置予定調書」
 ②「現場代理人、監理・主任技術者配置予定調書」に記載した現場代理人の直接的な雇用関係を確認

 できる書類
 ③「現場代理人、監理・主任技術者配置予定調書」に記載した監理・主任技術者の直接的かつ恒常的な

  3月以上の雇用関係を確認できる書類及び資格を証明できる書類の写し
 ④ 建設業許可に係る最新の営業所専任技術者を確認できる「専任技術者証明書」の写し
 ※発注者が認めた場合、書類提出を一部免除する場合がある。
 令和3年10月21日（木）
 令和3年10月22日（金）
 令和3年10月26日（火）

落札候補者が提出する書類の提出期限

契約予定日

一般競争入札参加者説明書

質問回答期日
入札書提出日
内訳書の提出

落札候補者が提出する書類

競争参加資格確認通知日

入
札
参
加
資
格
要
件

登録業種

総合評定値
建設業許可

現場代理人兼任の可否

技術者兼任の可否

落札決定予定日

開札予定日時及び場所

疑義申立期間

工事名
工事場所

工種
工期

地域区分

設計図書の申込期間

工事概要

元請施工実績

競争参加資格確認申請期間

質問提出期間

現場代理人

技術者



令和3年　　月　　日

社会福祉法人　歩育の会　　宛

　

所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

　上記工事の一般競争入札への参加を申請します。

　なお、本工事の契約の相手方となったにもかかわらず、契約の締結前に技術者の専任制

違反となる事実が確認された場合、本工事請負契約の締結を辞退します。

建設業許可番号

業者コード

監理技術者番号

番号

その他の資格番号 番号

工事名 事業主

契約金額

工事期間

従事期間

従事役職

工事内容

※「役職」欄は該当に〇をしてください。（現場代理人と管理技術者の兼任等の場合は両方に〇）

工事等の名称 （仮称）みらいのこども保育園　内装工事

配置予定技術者調書

フリガナ

その他

工
事
経
験

競争入札参加申請書

主任
（監理）
技術者

現場
代理人

役職

会社名

フリガナ

氏名

法令取得免許番号


