一般競争入札説明書
２０２２年７月２０日
２０２２年７月２０日付をもって公告した一般競争入札に関し、下記のとおり実施する。
記
１

工事発注者
〒061-3211 石狩市花川北１条５丁目１７１番地
社会福祉法人はるにれの里 理事長 木村 昭一
TEL0133-62-8360 FAX0133-72-1316

２

対象工事

（１）工 事 名 「
（仮称）さっぽろ西部自閉症者地域生活支援センター」新築工事
（２）工事場所 札幌市手稲区星置３条１丁目４５４番１０
（３）工事概要 木造

地上２階建て 準耐火構造

建築面積：４０９．５０㎡

期 契約締結日から２０２３年３月２０日まで

（４）工
３

延床面積：７９２．００㎡

入札参加資格

（１）入札参加者は単体企業であること。
（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）167 条の４の規定に該当しない者であること。
（３）２０２１・２０２２年度「札幌市競争入札参加資格者名簿」に登録され、工種（建築）等級「A」
で承認されていること。
（４）申請書及び資料の提出期限の日から落札決定の時までの期間に、札幌市競争入札参加停止等措置
要領（平成 14 年４月 26 日札幌市財政局理事決裁）の規定に基づく参加停止の措置を受けていない
こと。
（５）会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の
申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
（６）札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第６号。以下「条例」という。）に基づ
き、次に掲げる者でないこと。
ア 役員等（申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合にはその役員又はそ
の支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、申請者が団体である場合
は代表者、理事等をいう。以下同じ。
）が暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
）であると認められる者
イ

暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的
に関与していると認められる者

ウ

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正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を利用するなどしたと認められる者

エ

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

オ

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

（７）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
ア 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
イ 申請者と３カ月以上の雇用関係があること。
（８）現場代理人を当該工事現場に常駐させることができること。
（９）対象工事ごとに示す当該工事に係る設計業務等の受託者（以下「受託者」という。）でないこと。
（10）受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50
を超える出資をしている者でないこと。
（11）代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。
（12）当法人の理事等と業者間に特別の利害関係（租税特別措置法施行令第 25 条の１第６項第１号に
規定する親族等の関係にある者をいう。
）がないこと。
（13）入札の適正さが阻害されると認められる札幌市工事等一般競争入札施行要綱第６条（５）で定め
る一定の資本関係又は人的関係にある者が同一入札に参加してないこと。
（14）札幌市に建設業法第３条第１項に規定する本店又は支店等を有していること。
（15）建設業経営事項審査結果において建築一式の総合評定値が 1000 以上であること。
（16）原則として、過去１０年間に元請として同種同等の社会福祉施設の施工実績があること。
（17）過去１０年間に木造 500 ㎡以上の施工実績があること。
（18）その他、公告に定めた参加資格について満たしていること。
４

入札参加申請等
この一般競争入札に参加を希望する者は、３に掲げる資格を有するか確認を受けるため、次に従い、

この説明書が定める様式２による申請書及び資料を提出し、当法人による入札参加資格の確認を受けな
ければならない。
（１）申請書類
ア 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１）
イ

同種工事施工実績調書（様式２）

ウ 同種業務の履行を証する書面（工事施工証明書又は契約書（写）及び工事概要（写））
エ

配置予定技術者経歴書（様式３）及び資格を確認できる書類（保有資格及び雇用関係を確認でき
る書類等）

オ

特定関係調書（様式４）

カ

札幌市競争入札参加資格認定通知書（写）

キ

その他必要と認める書類（申出書（別紙）、３（15）に係る書類）

（２）提出期間
２０２２年７月２０日(水)から２０２２年７月２２日(金)
午前９時から午後５時３０分まで。
（３）提出場所

〒061-3211 石狩市花川北１条５丁目１７１番地
社会福祉法人はるにれの里（法人本部：オノビル２階）
担当者 事務局長 小野 司
（４）提出方法
１部を持参して提出することとする。
（５）その他
ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。
ウ 提出された資料は、当法人が行う入札参加資格の確認以外の目的には使用しない。
５

入札参加資格の審査等

（１）入札に参加しようとする者は、３に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
（２）審査結果は、２０２２年７月２５日（月）までに申請者に書面にて通知（参考として電子メール
でも通知）する。なお、入札参加資格がないと認められた者は、その理由を付して通知する。
（３）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面により説明を求めることができる。
書面は、２０２２年７月２８日（木）までに、４の（３）に記載の場所まで持参すること。
６

入札方法、開札等

（１）入札場所

〒007-0032 札幌市東区東雁来１２条４丁目１番５号
札幌市自閉症者自立支援センター２階会議室

（２）入札日時

２０２２年８月４日（木） 午前１０時００分

（３）開札の日時

２０２２年８月４日（木） 入札終了後直ちに開札

（４）開札場所

（１）に同様

（５）提出方法

（２）の日時に直接持参とすること。

（６）開札は、入札終了後、直ちに６（１）で示す入札場所において行うので、入札参加者はこれに立
ち会うこと。
７

入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金：入札保証金は、免除する。
（２）契約保証金：契約保証金は、免除する。
８

落札者の決定方法

（１）本工事の予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
（２）開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。入
札回数は３回とし、３回で落札しない場合は入札を不調とする。
（３）最低の価格の入札者が複数いた場合はくじ引きとする。
９

入札金額等に係る消費税等の取扱い
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

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）をもって契約金額と
するので、入札参加者は、消費税等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(消費税相当額を含んだ額)の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
10

前金払及び部分払

（１）前金払：無し
（２）部分払：無し
11

設計図書等の閲覧及び配布

（１）閲 覧
ア 期 間：２０２２年７月２０日(水)から２０２２年７月２２日(金)まで
午前９時から午後５時３０分まで
イ 場 所：社会福祉法人はるにれの里（法人本部：オノビル２階）
（〒061-3211
（２）配 布

石狩市花川北１条５丁目１７１番地）

入札参加希望者に限り設計図書を下記の通り配布する。

ア 期 間：２０２２年７月２０日(水)から２０２２年７月２２日(金)まで
午前９時から午後５時３０分まで
イ 場 所：社会福祉法人はるにれの里（法人本部：オノビル２階）
（〒061-3211

石狩市花川北１条５丁目１７１番地）

ウ 配布形式：CD-R 又は DVD-R（PDF ファイル形式）
なお、来所については事前に電話連絡すること。
12

設計図書等に関する質問等

（１）受付期限
期 限：２０２２年７月２６日(火)午後５時まで。
（２）受付場所：株式会社

安藤敏郎建築設計事務所

担当者 奥 恵理子

（札幌市中央区宮ヶ丘２丁目１－２ヒルサイドテラス２F）
TEL

011-641-7832 FAX

011-641-6929

Email: e-oku@ando-sekkei.co.jp

（３）提出方法
質疑書の提出は Excel 形式の質疑書をメールに添付して提出のこととする。
（４）回答日時
２０２２年７月２８日（木）午後５時まで。
（５）回答方法
全社担当者宛にメールに添付して回答する。
13

消費税等課税事業者等の届出
落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者か免税事業者であるかを申し出る
こと。

14

契約書作成の要否
契約書は本公告、説明書に準じ作成する。
（ただし、削除改訂部分その他については別途指示する。）
その他、建築関係民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款に準じることとする。

15

その他

（１）開札の時において、３に規定する資格を有しない者の行った入札、この入札説明書に定める入札
に関する条件に違反した入札及び下記で定める入札は無効とする。
ア 入札書に入札者（代理人）の記載又は押印がなされていない入札
イ 入札書の金額を訂正した入札
ウ ２以上の入札書を提出した入札
エ 入札書の内容が確認できない入札、記載漏れがある入札

オ 入札に関し不正の行為をした者の入札
カ 委任状を持参しない代理人がした入札
キ その他理事長が定める入札に関する条件に違反した入札
（２）入札参加者は、本法人の経理規程、札幌市が定める「社会福祉法人等における施設整備事務取扱
要領」及びその他関係法令を遵守すること。
（３）入札に関する必要な各種書類の様式(申請書、委任状等)については、この説明書の様式を参考に
するほか、札幌市の様式等に準じて、入札に参加する者が作成すること。
（４）以下に係る費用は工事請負者の負担とする。
諸官公署、電力会社等への各種申請書、届出書等の提出に係る費用
（５）２０２３年３月２０日の竣工は本体工事のみで可とする。
（６）貸与した CD-R 又は DVD-R の設計図書は、入札日までに返却すること。
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問い合わせ先
社会福祉法人はるにれの里
担当：小野 司
TEL 0133-62-8360 FAX

0133-72-1316

