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入札説明書 

１ 発注者 

   兵庫県神崎郡福崎町大貫 580 

   社会福祉法人円融会 理事長 前川 清寿 

 

２ 工事内容 

（１）工 事 名   （仮称）ナーシングピア子母口 新築工事 

 （２）工事場所   神奈川県川崎市高津区子母口根田町 373及び 374 

（３）工事内容   用  途  社会福祉施設 

                 生活介護事業（定員 40名）、短期入所事業（定員 12名）、共同生

活援助事業（定員 10名）、相談支援事業、日中一時支援事業（定

員 10名）、障害者生活支援・地域交流事業 

          構  造   鉄筋コンクリート造 地上４階建て 

          工事面積   2,029.76㎡（敷地面積 1,096.02㎡＋道路 等）  

          建築面積       639.75㎡ 

          延床面積     2,016.31㎡ 

           工事内容   建築工事、電気設備工事、給排水衛生工事、空調換気設備工事、昇

降機設備工事、外構工事ほか 

（４）工  期   契約締結日から令和５年７月 31日まで 

（５）設計・監理  株式会社ＮＣ設計 

 

３ 入札方法 

（１） 入札方法  一般競争入札 

（２） 予定価格  あり（非公開） 

（３） 入札保証金 なし 

 

４ 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国内通貨に限ります。 

 

５ 入札参加に必要な資格に関する事項  

    

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１）川崎市競争入札参加者選定規程（昭和 50年６月 30日訓令第７号）第６条に規定する入札参加資格

を有することについて川崎市長の認定を受けている者。ただし、共同企業体（ＪＶ）のうち市内事

業者でない者については、当該事業者の本店、支店が所在する自治体が規定する入札参加資格を有

すると認定を受けている者。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規程に該当しない者。 
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（３）発注工種（建築工事）につき、有効な経営事項審査結果通知を受けている者。また、当該工事の種

類に係る特定建築業者の許可を有する者。 

（４）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要領（平成 24 年８月１日施行）に基づく指名停止期間中で

ない者。ただし、ＪＶのうち市内事業者でない者については、当該事業者の本店、支店が所在する

自治体の処分による指名停止期間中でない者。 

（５）川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱（平成 30年８月 16日施行）に基づく指名除外期

間中でない者。ただし、ＪＶのうち市内事業者でない者については、当該事業者の本店、支店が所

在する自治体が規定する暴力団等排除措置にかかる規定に基づく指名除外期間中でない者。 

（６）入札参加資格確認申請期限以前２年前に銀行取引停止処分を受けたことのない者。但し会社更生法

又は民事再生法に基づく裁判所の更正（再生）手続きの開始決定を受けた後、（１）の入札参加資

格の再認定を受けた者を含む。 

（７）入札参加資格確認申請期限６箇月以内に、取引銀行において不渡手形、不渡り小切手を出したこと

のない者。 

（８）債務の不履行がなく、所有する資産に対し仮示差押え、保全差押え又は差押えの命令及び競売手続

きの開始決定がなされていない者。 

（９）法人税その他納税に関する滞納がない者。 

（１０）発注工種に係る建築業法第 26条に規定する技術者を現場に配置できる者。 

（１１）工事費内訳書等を提出できる者。 

（１２）「営業所実態調査における指導事項の改善について（通知）」を県から受けていない者又は上記通

知を受けた者で改善確認通知を受けた者。 

（１３）対象工事に係る設計業務等の受注者でなく及び当該受注者と資本又は人事面において関連がな

い者。 

 

６ 入札日程等 

諸手続等 期間・期日・期限 場所 

入札参加申請書類等の受付 R4. 6. 9 ～ R4. 6. 22 社会福祉法人円融会公式サイト 

入札参加申請書類等の提出 R4. 6. 9 ～ R4. 6. 22 社会福祉法人円融会法人本部 

入札参加資格確認通知の交付 R4. 6. 23  社会福祉法人円融会法人本部 

設計図書配布 R4. 6. 24着で送付 株式会社ＮＣ設計 

設計図書等に対する質問受付 R4. 7. 8締切り  株式会社ＮＣ設計 

設計図書等に対する質問回答 R4. 7. 12  株式会社ＮＣ設計 

入札 R4. 7. 15 社会福祉法人清昭会ルピナス王禅寺 

 

７ 入札参加手続き等 

（１） 入札に参加しようとする者は、入札説明書を確認のうえ、入札参加資格審査申請書等に必

要事項を記入の上、（３）の必要書類（ア～カ）を（４）に送付すること（ＪＶの場合は、

ク、ケも対象）。送付後に入札を辞退する場合は（３）のキの書類を送付すること。 

（２） 提出期限  令和４年６月 22日（火）15時必着 （メール、郵送可、ＦＡＸ不可） 
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入札者は提出書類の引換え、変更又は取消しをすることが出来ません。 

提出書類等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とします。 

提出された入札参加に関する提出書類等は返却いたしません。 

（３） 入札参加必要書類 

ア 入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

イ 施工実績調書（様式第２号） 

ウ 配置予定技術者調書（様式第３号） 

エ 建設業許可通知書の写し 

オ 建設工事等入札参加者資格者名簿「登録通知書」の写し 

カ 経営事項審査結果通知書の写し 

キ 入札辞退書（様式第４号） 

ク （ＪＶの場合に限る）委任状（様式第５号） 

ケ （ＪＶの場合に限る）共同企業体協定書（様式第６号） 

※ この他に、入札参加要件を満たすことを確認できる書類の提出 

 

（４） 提出場所 

  〒679-2201 兵庫県神崎郡福崎町大貫 580 

社会福祉法人円融会 (仮称)ナーシングピア子母口 開設準備室 

（５） 入札参加資格の確認結果通知 

令和４年６月 23日（木）に通知する。 

 

８ 入札参加資格を認められなかった者に対する理由の説明 

（１） ７において入札参加資格を認められなかった者に対しては、書面により通知するものとする。 

（２） 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、社会福祉法人円融会理事長に対し

て書面により説明を求めることができる。この場合、令和４年７月５日（火）までの受付期間

中に当該書面を持参により提出しなければならない。 

（３） （２）の書面を提出した者に対する回答は、令和４年７月８日（金）までに書面により行う。 

（４） （２）の書面の提出先は、７（４）に掲げる場所 

 

９ 現場説明 

  入札説明書及び設計図書等、必要な資料を配布することで現場説明に代えるものとする。 

 

１０ 設計図書等の配布等 

（１） 入札参加資格が有ると認めた者には、設計図書を株式会社ＮＣ設計において配布する。 

   配 布 日  令和４年６月 23日（金） 

   配布場所  株式会社ＮＣ設計 

         〒171-0031東京都豊島区目白３丁目 12-30 コスメル目白２Ｆ 

         ℡ 03-5988-7708 
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   図  面  ＣＤデータの配布（ＰＤＦデータ） 

入札参加資格が有ると認めた者には、設計図書を株式会社ＮＣ設計より、令和４年６月 24日着

で、宅急便にてＣＤデータ（ＰＤＦ）を配布する。 

（２）  設計図書の記載内容に関する質問等 

 仕様書等について質問がある場合には、質問書（エクセル 様式自由）をメールにて送付し

てください。 

 電話、ＦＡＸ及び口頭による質問は受け付けません。 

   期  間  令和４年７月８日（金）午後５時まで 

   受  付  株式会社ＮＣ設計  e-mail kata@ncsek.co.jp 

         担当 片岡 

   回答期日  令和４年７月 12日（火）にメールにて回答する。 

 

１１ 落札者の決定等 

（１） 入札者は入札説明書等に基づき入札しなければなりません。この場合において入札説明書等に

疑義があるときは、関係職員に説明を求めることが出来ます。ただし、入札書の提出後は、こ

れらの不明を理由として異議を申し立てることはできません。 

（２） 落札の決定は、予定価格の範囲内で一番安価な入札者を落札者とします。入札者は金額を記入

した入札書を提出してください。 

（３） 入札金額は、工事費の他、消費税等を含め引渡しするまでに要する一切の費用を含むものとし

ます。 

（４） 入札書の内訳書の提出方法 

   ア 入札時には、工事費内訳明細書を提出していただきます。 

イ 内訳書の様式は適宜とし、記載の内容は、数量、単価及び金額等を明らかにしてください。 

ウ 内訳書は２部作成し、入札書とは別の封筒に入れ提出してください。 

（５）入札書の提出方法 

   ア 入札者は入札書（様式第７号）を作成し、封筒に入れ封印し、且つその封筒に氏名（法人の場

合は、その名称又は商号）及び「令和４年７月 15日入札後開札（仮称)ナーシングピア子母口 

新築工事」と記載してください。 

イ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることが出来ません。 

（６）入札書の提出日時・提出場所 

提出日時  令和４年７月 15日（金）14時 

提出場所  社会福祉法人清昭会 特別養護老人ホームルピナス王禅寺 多目的ホール 

      川崎市麻生区王禅寺東３丁目２番 36号 

（７）代理人による入札 

   ア 代理人が入札する場合には、委任状（様式第８号）を作成し、入札時に提出してください。 

イ 入札者又は代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできませ

ん。 

 （８）入札に関する注意事項 
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   ア 入札者は、「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）等に

抵触する行為を行ってはなりません。 

イ 入札者は、入札にあたって競争を制限する目的で、他の入札者と入札価格又は入札意思につい

ていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 

ウ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 

 

１２ 入札の無効 

    次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。 

（１） 入札参加資格が無い者が提出した入札書 

（２） 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

（３） 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正についての訂正印のない入札書 

（４） 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書 

（５） 明らかに連合によると認められる入札書 

（６） 明らかに錯誤と認められる入札書 

（７） 同一の入札について、２通以上提出された入札書 

（８） 入札公告に示した日時までに到着していない入札書 

（９） 入札者に係る資格審査が入札時までに終了していないとき又は資格を有すると認められなかっ

たときの入札書 

（１０）入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

（１１）申請書等に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書 

 

１３ 入札の延期等 

    入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが  

できない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがあり

ます。 

 

１４ 開札 

（１） 開札の日時及び場所 

日  時   令和４年７月 15日（金）入札終了後 

場  所   社会福祉法人清昭会 特別養護老人ホームルピナス王禅寺 多目的ホール 

  （２）開札 

   ア 開札は、希望があれば入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。ただし、入札者又はそ

の代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 

イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできません。 

ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札事務関係職員の求めに応じ

入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提出してください。 

エ 入札者又はその代理人は、入札事務関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合の

外、開札場を退場することができません。 
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（３）再度入札 

 ア 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに

再度入札を行います。 

イ 最初の開札時に立ち会わない入札参加者は、再入札を辞退したことと見なします。 

ウ 再度入札しても落札者がないときは、入札をやめることがあります。この場合、異議の申し立 

てはできません。 

１５ 契約書作成の要否及び契約事項 

（１） 契約に関する細目は民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に準拠する。（必要に応じた補正

を行うこと） 

（２） 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とします。 

（３） 落札者は、工事請負契約書（案）の提出時に、請負代金額の 10分の 1以上の額の契約保証がな

されていることが証明される書類を提出すること。保証の相手方は「社会福祉法人円融会」で

あること。 

（４） 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に理事長がその

当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとします。 

（５） 理事長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約

は確定しないものとします。 

（６） 契約金額は、税込の総額とします。 

 

１６ 支払条件 

     第１回（着手時） 

     第２回（中間） 

     第３回（完成引渡時） 

    ※但し、補助金申請手続きによって若干変更される場合があります。 

 

１７ 問い合わせ先 

   社会福祉法人円融会 

    〒679-2201 兵庫県神崎郡福崎町大貫 580 

    社会福祉法人円融会 (仮称)ナーシングピア子母口 開設準備室 

      ℡ 0790-22-8500  ＦＡＸ0790-22-4108 

      e-mail jimu@enyuukai.jp 

            担当 藤本、山本 

   必ず書面（ファクシミリでも可）又は電子メールで行うこと。 

mailto:jimu@enyuukai.jp

