
入札説明書 

 

令和２年１０月２０日付けで公告した「社会福祉法人江戸川豊生会 特別養護老人ホ

ーム（仮称）みはなの郷福楽園 新築工事」に係る一般競争入札については、入札公告

及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）建 築 主 

社会福祉法人江戸川豊生会 理事長 柳内 光子 

（２）工 事 名 

社会福祉法人江戸川豊生会 

特別養護老人ホーム（仮称）みはなの郷福楽園 新築工事 

（３）工事を施工する場所 

千葉県習志野市東習志野一丁目１９８０番５ 

（４）工事期限 

令和２年１２月２１日から令和４年１月３１日まで 

（５）工事概要 

ア 事業内容 特別養護老人ホーム（１００床：ユニット型６０床、従来型４０

床）、老人短期入所事業（ユニット型１０床）、老人デイサービス

センター（２５名） 

イ 敷地面積 ３，９９９．９８㎡ 

ウ 規模及び構造 鉄筋コンクリート造 地上３階建て 

建築面積 ２，０２４．９５㎡ 

延床面積 ４，６７１．４０㎡ 

エ 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 

（６）予定価格 

落札決定後公表とする。 

（７）入札方式 

一般競争入札 

（８）その他 

本件は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づ

けられた工事である。 

（９）問い合わせ先 



〒１３４－００８６ 

東京都江戸川区臨海町１－４－４ 

社会福祉法人江戸川豊生会 法人本部 担当 新宅、川久保 

電話番号 ０３（３８０４）０７０２ 

ＦＡＸ番号 ０３（５６５９）４１３２ 

電子メールアドレス shintaku-h@e-houseikai.or.jp 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

登載されている者のうち、建築一式工事について建設業法に定める特定建設業の

許可を受けている者で、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指

名停止措置を、本工事の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日から本工事

の開札の時までの間、受けていない者。 

（２）令和２年１０月１日現在の資格者名簿における建築一式工事の格付けがＡ等級

であり、総合点数が１，２００点以上である者。 

（３）県内に本店又は建設業法に基づく許可を得た営業所がある者。 

（４）１級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者で、監理技術者資格者

証を有する者を本工事に専任で配置できる者。 

（５）過去１５年間（平成１７年１０月２０日～令和２年１０月２０日）に、鉄筋コ

ンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、入所定員８０人以上かつ

延べ面積３，０００㎡以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他これ

らに類する施設（高齢者の入所施設に限る。）の新築・増築又は改築に係る建築

一式工事を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場

合のものに限る。）として施工した実績がある者。 

（６）上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がないこと。 

ア 本工事に係る設計業務等の受託者 

商 号  株式会社新環境設計 

所在地  東京都文京区本郷４－９－１５ 

イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者 

① 当該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。 

② 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 

（７）過去１年間に、千葉県の補助金を受けて整備される特別養護老人ホームの入札

に参加し、落札したのにも関わらず、契約を辞退した経験がある者でないこと。 



（８）次の届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でな

いこと。 

ア 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48条の規定による届出の義務 

イ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務 

ウ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 

（９）地方自治法施行令第 167 条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本

工事の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。 

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。 

（10）千葉県経常建設共同企業体取扱要領に基づき結成された経常建設共同企業体

（以下「経常ＪＶ」という。）に必要な資格に関する事項 

ア 経常ＪＶとして、上記（２）の要件を満たしていること。 

イ 経常ＪＶすべての構成員が上記（１）、（３）、（４）、（６）、（７）、（８）及び

（９）の要件を満たしていること。 

ウ 経常ＪＶいずれかの構成員が上記（５）の要件を満たしていること。 

エ 経常ＪＶで参加した場合には、その構成員は参加することができない。 

 

３ 入札参加資格の確認等 

本工事の入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書（別添資料１）

及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を次のとおり提出し、入札参加資格

の確認を受けなければならない。 

（１）資格確認資料の提出期間等 

ア 期  間  令和２年１０月２１日（水）から令和２年１１月５日（木）ま

で（土日、祝日を除く。） 

イ 時  間  午前１０時から午後４時まで 

ウ 提 出 先  上記１（９）に持参又は郵送（必着） 

エ 提出部数  ２部 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

令和２年１１月１７日に入札参加資格確認結果通知書により通知（発送）す

る。 

（３）その他 

ア 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 提出された資格確認資料は、申請者に返却しない。 



なお、公表し、また無断で使用することはしない。 

 

４ 契約条項等を示す場所 

本工事に係る契約書案、設計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の配

付等は、次のとおり行う。 

（１）設計図書等の配付 

入札参加資格が有ると認めた者に、入札参加資格確認結果通知書と併せて、

令和２年１１月１７日に郵送により配付する。 

（２）設計図書等に対する質問 

設計図書等に対する質問がある場合は、社会福祉法人江戸川豊生会理事長宛て

に書面により提出すること。 

ア 提出期間  令和２年１１月２６日の午後４時まで（必着） 

イ 提 出 先  上記１（９） 

ウ 提出方法  配布する指定書式データに記入のうえ電子メール（着信を確認

すること。）にて提出すること。 

なお、メールには回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及

びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併記するものとする。 

質問に対する回答は、令和２年１１月３０日の午後５時までに、すべての入札

参加資格を有する者に電子メールにより行う。 

 

５ 入札保証金  免除 

 

６ 入札書の金額 

落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の 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）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の

100 に相当する金額とすること。 

 

７ 工事費内訳書の提出 

（１）本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を

提出しなければならない。 

（２）工事費内訳書は、次の各号に定める事項を備えていること。 

ア 入札参加者名、工事名及び工事場所。 

イ 工事費の内訳となる各項目（細目別内訳まで）に対応した数量、単位、単価

及び金額。 



（３）工事費内訳書は、封書にし、持参により第１回目の入札書提出時に入札書と併

せて提出しなければならない。 

（４）次の各号に該当した場合、重大な不備があるものとして、入札を無効とする。 

ア 工事費内訳書の提出がない場合。 

イ 工事費内訳書とは無関係な書類である場合。 

ウ 工事費内訳書に入札参加者名、工事名又は工事場所の記載がない場合。 

エ 工事費内訳書に押印が欠けている場合。 

オ 工事費内訳書に記載された内容から、明らかに他の工事の工事費内訳書であ

ると発注者が判断した場合。 

カ 工事費内訳書に直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等のそ

れぞれの金額とその合計額（工事価格）の記載がない場合。ただし、直接工事

費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等と同等な項目がある場合は、同

様に取り扱うものとする。（以下、同じ。）。 

キ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計額と工事価格

とが異なる場合。 

ク 工事費内訳書の工事価格と入札額が異なる場合。 

（５）前（１）～（４）の取扱いは、千葉県が定める「千葉県発注工事の入札におけ

る工事費内訳書取扱要領」（平成２７年３月１１日制定）に準ずるものとする。 

（６）落札者の工事費内訳書は受領し、落札者以外の工事費内訳書は返却する。 

 

８ 入札及び開札 

入札及び開札は、千葉県が定める入札約款（別添資料３）に準じて、次のとおり行

う。 

（１）入札の執行 

資格確認の結果として資格を有すると認められた者が一人の場合においても

入札を執行することとし、また、入札執行の結果として有効な入札者が一人の場

合においても落札決定を行うこととする。 

第１回目の入札が予定価格の制限の範囲内でない場合は、再度入札を行う。 

なお、再度入札の回数は１回とし、再度入札においても内訳書の添付を必要と

する。 

（２）入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 令和２年１２月１０日 午後２時 （午後１時５０分より受付開始） 

イ 場所 東京都江戸川区臨海町２丁目２−９ 

東京都江戸川区臨海町コミュニティーセンター 集会室 

（３）入札書の提出方法 

入札参加者は、上記（２）の日時及び場所において入札書を提出するものとす



る。 

（４）最低制限価格 

本工事には、最低制限価格を設定する。当該最低制限価格の設定について

は、千葉県が発注する工事又は製造の請負に係る入札において最低制限価格を

設ける場合に準ずるものとする。 

（別添資料４） 

（５）入札の無効 

本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者

のした入札並びに入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け

入札時において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

（６）その他 

ア 入札参加者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

イ 入札書、誓約書及び委任状には、工事名及び工事場所を入札参加資格確認結

果通知書の記載に従い記入すること。 

ウ 入札者が、代理人である場合においても、誓約書及び入札書には代表印を押

印すること。 

エ 誓約書及び代理人が入札を行う場合の委任状の提出がない場合は、入札に参

加することができない。なお、委任状は、代理人の印では修正できない。 

オ 入札を希望しない場合は、参加しないことができるので、入札辞退届を持参

又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）により提出すること。 

 

９ 配置予定技術者の確認 

（１）本工事の入札参加を希望する者は、資格確認資料と併せ、別に配付する「専任配

置予定技術者の従事工事等の状況（別添資料２）」を提出すること。 

また、配置予定技術者を複数提出する場合は、技術者ごとに提出すること。 

（２）落札者決定後、配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、

契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で発注者

がやむを得ないと認め、適正な工事に支障がないと判断した場合のほかは、配置技

術者の変更は認められない。 

 

10 落札者の決定方法 

入札を行った者のうち、予定価格の範囲内であって、最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をし

た者にくじを引かせて落札者を決定する。 



 

11 契約締結時期 

落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。 

 

12 契約の保証 

落札者は、契約の締結と同時に、「別添資料５」に基づく保証を付さなければばら

ない。 

 

13 その他 

入札参加者は、契約書案及び千葉県が定める入札約款（別添資料３）を熟読し、遵

守すること。 

工事契約については上記 11 のとおりであるが、工事着手は本工事敷地の定期借地

契約締結後（令和２年１２月下旬から令和３年１月上旬予定）とする。 

 

（添付資料） 

・別添資料１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

・別添資料２ 専任配置予定技術者の従事工事等の状況 

・別添資料３ 入札約款 

・別添資料４ 最低制限価格の設定について 

・別添資料５ 契約の保証について 

 


