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＜ 入札公告 兼 入札説明書 ＞ 

 

次のとおり、社会福祉法人湖成会（以下「湖成会」という。）が発注する「特別養護老人

ホーム雪のほこら新築工事」について、条件付き一般競争入札を行います。 

 

令和 ２年 １月２０日 

社会福祉法人湖成会 

理事長 湖山 泰成 

１ 入札に関する事項 

（１）入札日時  令和 ２年 ３月１９日（木）１５時００分 

（２）入札場所  東京都中央区銀座７－４－１２ 銀座メディカルビル９階 

（３）工事名   特別養護老人ホーム雪のほこら新築工事 

（４）工事場所  神奈川県鎌倉市関谷１６１０番地１ほか 

（５）工事概要 

ア 敷地面積 ４，３６７．７６㎡ 

イ 構造規模 鉄筋コンクリート造 地上３階建 

ウ 延床面積 ４，５７９．４４㎡ 

エ 建物用途 特別養護老人ホーム ユニット型個室 定員１００人（短期１０人含む） 

（６）発注工種  建築一式 

（７）工事期間  契約締結日から令和 ３年 ６月１５日（完成期限） 

（８）設計監理  株式会社奥野設計 

（東京都中野区東中野3-20-10  電話 03-5348-5771） 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加し、落札者となるためには、入札参加資格確認申請期限日（申請期間の末

日）から落札決定までの全期間に渡って、次に掲げる要件をすべて満たしていることを要

します。（（１）の「サ」は落札候補者審査時に満たしていること。） 

（１）入札参加資格基本要件 

ア 神奈川県の競争入札参加資格（当該工事に係る業種）を有することについて神奈川

県知事の認定を受けている者であること。 

イ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

ウ 発注工種につき有効な経営事項審査結果通知を受けている者であること。 

エ 下請け総額が建設業法で定める額以上（建築工事6,000万円以上）の場合は、当該

工事の種類にかかる特定建設業の許可を有する者であること。 

オ 神奈川県又は鎌倉市が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

カ ２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は

民事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、「ア」の競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除きます。 



2 

 

キ ６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社更

生法又は民事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、

「ア」の競争入札参加資格の再認定を受けた者を除きます。 

ク 債務不履行により所有する資産に対し、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る者でないこと。 

ケ 神奈川県税、鎌倉市税、消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

コ 発注工種に係る建設業法第26条の技術者を配置できる者であること。 

サ 工事費内訳書（入札金額を積算したもの）を提出できる者であること。 

シ 「営業所実態調査における指導事項の改善について（通知）」を神奈川県から受け

た者は、改善確認通知を受けていること。 

ス 社会保険等（健康保険、年金保険及び雇用保険）に加入している者であること。社

会保険等未加入建設業者を一次下請契約の相手先としてはならない。 

セ 湖成会の役員又はその親族（以下「法人役員等」という。）が役員に就任している

法人、法人役員等が議決権の過半数を有している法人その他の法人役員等が特別の利

害関係を有する者でないこと。 

ソ 本工事に係る設計業務等の受託者（株式会社奥野設計）又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関係がある者でないこと。 

（２）入札参加資格個別要件 

ア 企業形態は単体企業とする。 

イ 神奈川県の競争入札参加資格者名簿において、認定業種が「建築一式」で、「Ａ」

ランクに区分されている者であること。 

ウ かながわ電子入札共同システムの神奈川県の令和元年度・２年度競争入札参加資格

認定時の「建築一式」の経営事項審査総合評定値が1,200点以上の者であること。 

エ 神奈川県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 

オ 経営事項審査（建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23第1項の規定による経

営に関する客観的事項についての審査をいう。）を受けており、建築一式の総合評定

値（Ｐ点）が1,200点以上の者であること。 

カ 過去10年間（2010年2月から2020年1月）に完成した特別養護老人ホーム、介護老人

保健施設、介護付有料老人ホームの新築工事（延べ床面積4,000㎡以上のものに限

る）の建設事業を２施設以上受注し、完全に履行した経歴を有する者であること。 

 

３ 入札日程 

（１）入札参加資格確認申請書の配付及び受付 令和 ２年 １月２０日から 

令和 ２年 ２月１０日まで 

（２）入札参加資格の確認結果の通知     令和 ２年 ２月２６日 

（３）設計図書（現場説明書を含む）配付   令和 ２年 ２月２６日 

（４）質問受付               令和 ２年 ２月２８日から 

令和 ２年 ３月 ５日まで 
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（５）質問への回答             令和 ２年 ３月１０日 

（６）入札                 令和 ２年 ３月１９日 

 

４ 入札参加資格確認申請等 

入札参加希望者は、（２）により入札参加資格確認申請を行ってください。（３）のと

おり資格の有無を通知します。 

ただし、入札参加資格「有」と通知された場合でも、開札後、改めて資格を確認し、資

格が確認できた場合のみ落札者として決定しますので注意してください。 

（１）入札参加資格確認申請書の配付場所 

〒417-0801 静岡県富士市大淵847番地4 

社会福祉法人湖成会（月のあかり内）法人事業部 担当 財津 電話 0545-35-2244 

（２）入札参加資格確認申請 

ア 受付期間 

令和 ２年 １月２０日から令和 ２年 ２月１０日 １６時まで 

イ 申請方法 

郵送または持参により申請書を提出してください。 

〒417-0801 静岡県富士市大淵847番地4 

社会福祉法人湖成会 法人事業部 担当 財津 電話 0545-35-2244 

ウ 提出書類 

（ア）入札参加資格確認申請書 

（イ）建設業許可証明書 

（ウ）神奈川県の競争入札参加資格認定通知書の写し 

（エ）経営規模等評価結果通知書・総合評定値及び評点通知書の写し 

（オ）「２（２）カ」に該当する施工実績を証明する書類 

（カ）別紙「誓約書」 

（キ）設計図書（現場説明書を含む）発送宛先住所、社名、部署、担当者氏名、電話番

号、ＦＡＸ番号、メールアドレスを記載した書面 

（３）入札参加資格確認結果の通知 

令和 ２年 ２月２６日（水）に申請者全員に郵送で入札参加資格確認結果通知書を

発送し、同時にファクシミリで連絡します。 

 

５ 設計図書（現場説明書を含む）の配付方法等 

（１）設計図書配付日 

令和 ２年 ２月２６日（水）に、株式会社奥野設計より、宅配便で発送します。 

（２）設計図書の配付機関 

〒164-0003 東京都中野区東中野3-20-10 

株式会社奥野設計 担当 佐々 電話 03-5348-5771 
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（３）販売額 

無料 

（４）現場説明会 

現場説明会は実施しません。 

６ 設計図書（現場説明書を含む）に関する質問及び回答 

（１）質問期間 

令和 ２年 ２月２８日（金）から令和 ２年 ３月 ５日（木）（１６時）まで 

（２）質問方法 

質問期間内に、設計図書と一緒に配付する質問票に質問事項を入力のうえ、下記のメ

ールアドレスへ電子メールにて提出してください。 

なお、電子メールでの提出ができない場合はご相談ください。 

株式会社奥野設計 担当：佐々 

メールアドレス sassa＠okuno-associates.com 電話 03-5348-5771 

（３）質問の記載事項 

電子メールの件名「特別養護老人ホーム雪のほこら新築工事（質問）」 

（質問文の形式） 

質問する設計図書（現場説明書を含む）の名称、該当ページ、担当、連絡先を記載

し、質問文は簡潔にお願いします。 

なお、質問がない場合はその旨を電子メールで連絡してください。 

（４）回答日 

令和 ２年 ３月１０日（火）に回答及び追加、変更事項を連絡します。 

（５）回答方法 

入札参加事業者全員に対して、指定のメールアドレスあてに、質問と回答を整理した

エクセルファイルを添付して電子メールで送信します。 

 

７ 最低制限価格 

この入札では、最低制限価格を設定します。最低制限価格は「神奈川県公共工事等にお 

ける最低制限価格」による最低制限価格率を適用して設定します。 

【公共工事の最低制限価格率（％）の算出の具体式について】 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p1201583.html 

 

８ 入札書の提出 

（１）入札日に提出又は持参する書類 

ア 入札参加資格確認結果通知書の原本 

イ 委任状（代理人の場合） 

ウ 本人確認ができる身分証明書（運転免許証等） 

エ 入札書 

オ 工事費内訳書（種目別内訳書、科目別内訳書） 
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（２）入札書に記載する金額 

入札書には、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

った契約金額の110分の100に相当する金額を記載してください。（落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額（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）をもって落札価格とします。） 

（３）失格 

次に掲げる者は失格とします。 

ア 工事費内訳書の提出がない者（ただし、再度入札の場合は除く。） 

イ 最低制限価格未満の価格をもって入札した者 

（４）入札執行回数 

入札執行回数は、原則として１回としますが、開札の結果、予定価格の範囲内（最低

制限価格以上）の入札がないときは、再度入札を１回行います。 

なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は１回目の入札で失

格となった者は再度入札に参加することができません。 

 

９ 落札候補者及び落札者の決定 

予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とします。 

落札候補者に対しては入札参加資格を審査し、要件を満たしていることが確認できた場

合に落札者として決定します。 

審査の結果、その者が要件を満たしていることが確認できないときは、当該入札を無効

とし、次に価格の低い入札者について同様の審査を実施します。その入札を無効とした場

合は、順次、価格の低い入札者から同様の審査をします。 

ただし、最低の価格をもって入札を行った者が複数ある場合は、くじ引きにより落札候

補者を決定し、その者について審査した上で、要件を満たしていることが確認できた場合

に落札者として決定します。 

 

10 落札候補者の提出書類 

落札候補者として連絡を受けた者は、令和 ２年 ３月２４日（火）１６時までに次の

書類を入札担当部署に持参してください。 

（１）工事費内訳書 

入札金額を積算したもの。再度入札の場合は、再度入札金額を積算したもの。 

端数処理の場合を除いて、値引きや割引など理由のない減額項目を記載しないこと。 

種目別内訳書、科目別内訳書、細目別内訳書（数量、単価を記載したもの）。 

（２）配置予定技術者について、資格要件及び雇用関係を確認できる書類 

 

11 契約事項 

（１）契約は、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に基づく契約とします。 

（２）一括下請契約は、禁止します。 
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（３）入札保証金は、免除します。 

（４）契約保証金は、契約金額の100分の10に相当する金額以上を契約締結と同時に納付す

るものとします。ただし、神奈川県債証券若しくは利付国債証券の提供又は金融機関

（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第３条に規定する金融機関を

いう。）若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項

に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。また、落札者が公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契

約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとします。 

（５）支払条件 

ア 工事中間時（令和2年10月頃） 令和2年8月末の工事進捗率10％を想定し、 

                神奈川県及び鎌倉市の補助金として34,000,000円 

イ 工事中間時（令和3年5月頃） 令和3年3月末の工事進捗率80％を想定し、 

                神奈川県及び鎌倉市の補助金として238,000,000円 

ウ 工事終了後（令和3年8月頃） 残金 

ただし、神奈川県及び鎌倉市の補助金相当額は、当該補助金の入金後に支払います。 

また、独立行政法人福祉医療機構からの借入金相当額及び市中金融機関からの借入金

相当額は、当該借入金の入金後に支払います。 

上記支払時期に変更がある場合は、その旨を発注者より請負者に対して書面にて通知

するものとします。 

なお、その場合、金利の精算は行わないものとします。 

 

12 その他 

（１）落札者が契約締結までに「２」に掲げた入札参加資格のうち、一つでも満たさなくな

った場合は契約を締結しません。 

（２）契約の締結に当たっては、契約書の作成を要します。なお、契約書の作成に要する費

用は、落札者の負担とします。 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

（４）次に掲げる入札は無効とします。 

ア 入札参加資格のない者がした入札又は入札参加資格を確認した者で、落札決定まで

に入札参加の資格要件を欠いた者がした入札 

イ 委任状を提出しない代理人がした入札 

ウ 記名押印がない入札又は入札事項を表示しない入札 

エ 入札参加資格の確認に必要な書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

オ 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札 

カ 同一事項に対し、２通以上入札した入札 

キ 談合等の不正が発覚したとき 

ク その他入札に関する条件に違反した入札 

 



7 

 

（５）入札金額の算出にあたっては、設計図書中の設計図を優先することとします。（設計

書は参考数量です。） 

（６）「10」の（１）に基づく工事費内訳書を提出しない者が行った入札は失格とします。 

（７）落札者が落札決定通知のあった日から７日以内に当該契約を締結しない場合は、その

落札は効力を失います。 

（８）公正に入札を執行できないと認められる場合、又はそのおそれがある場合は、当該入

札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあ

ります。 

（９）開札した後であっても、契約を締結する前に、発注者による入札執行手続の誤り又は

入札公告や設計図書の誤りが原因で、入札の公正性が損なわれていることが判明した場

合には、入札を無効とすることがあります。 

 

 

入札担当部署 

静岡県富士市大淵847番地4 

社会福祉法人 湖成会 

担 当 財津 

電 話 0545-35-2244 

ＦＡＸ 0545-35-3111 

 


