
 

 

公告 第２号 

１ 

 

入札公告 

 

制限付き一般競争入札（事前審査型）を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第

16 号）第 167 条の 6の規定により公告する。 

 

令和 2年 4月 6日 

 

                             淡路広域消防事務組合 

                             管理者  門 康彦 

 

記 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事番号              淡消工第０２００１号 

 (2) 工事名称       淡路広域消防事務組合出張所庁舎建設工事 

(3) 工事箇所       洲本市由良町由良 地内 

(4) 工事概要       建築一式工事 

鉄骨造 2階建て 延べ床面積 467.82 ㎡ 

             外構工事及び消防ホース干し場設置工事を含む。 

(5) 工期(又は施工期間)  令和 3年 3月 16 日まで 

(6) 入札方式       制限付き一般競争入札（事前審査型） 

(7) 最低制限価格     有 

(8) 低入札価格調査    無 

 ① 調査最低制限価格   無 

(9) 契約締結条件     落札決定の日から７日以内に契約を締結する。ただし、本

工事契約が淡路広域消防事務組合議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和48年２月26

日条例第 16号）第２条に規定する議会に付すべき契約に該

当する場合は、７日以内に仮契約を締結し、議会の議決を

経た後に本契約を締結する。 

(10) 支払条件 

① 前払金        有（契約金額の 40％以内） 

② 中間前払金           有（契約金額の 20％以内） 

③ 部分払        有 

④ 中間前払金と部分払の選択該当工事の別  有 

⑤ 年割払        無 
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２ 応募方法 

  単独企業による。 

 

３ 入札参加資格 

(1) 営業所の所在地に関する要件  淡路島内 3 市のいずれかにおいて、建設業の許可

を受けた本店（主たる事業所）を有すること。 

(2) 建設業の許可に関する要件   建設業法第 3 条第 1 項の規定による建築工事業の

特定建設業許可を有すること。 

(3) 経営事項審査結果に関する要件 建築一式工事の総合評定値(Ｐ)が 600 点以上であ

ること。 

(4) 配置技術者に関する要件    建設業法第 26 条第 1項及び第 2 項の規定により、

本工事の工種の技術者を適正に配置できること。 

(5) 同種・類似工事の施工実績又は 無 

  専門性に関する要件 

(6) 入札保証金          淡路広域消防事務組合財務規則第 78条第１項第３

号の規定により免除とする。 

(7) 契約保証金           契約金額の 100 分の 10 以上とする。ただし、淡路

広域消防事務組合財務規則 94 条第１項第１号又は

第 3 号の規定に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除することができる。 

(8) その他の要件 

ア 指名停止             淡路島内 3市のいずれかにおいて、指名停止を受 

けている期間中でない者であること。 

イ 経営状況           経営状況が著しく不健全な者でないこと。   

  ウ 設計業務受託者との関係性    設計業務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。             

 

４ 入札参加資格確認（事前審査）について 

入札参加希望者は、制限付き一般競争入札参加申込書（以下、入札参加申込書とい

う。）及び必要添付書類を書面により各一部提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出書類 

 ① 入札参加申込書 

② 建設業許可証明書等の写し 

③ 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し 

④ 各種税金に滞納のないことを証明するもの（納税証明書の写しなど） 

⑤ 配置予定技術者の資格調書 

⑥ 免許等を証する書類の写し（各種法令に基づく資格者証等）  
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⑦ 配置予定技術者等の継続雇用を証する書類の写し（健康保険証等） 

（②③④については、直近で取得可能な原本からの写しとすること。） 

 (2) 提出期間           当該公告日から令和 2年 4月 20 日(月)午後 5時まで 

                   ※各日午前 9時から午後 5時まで(正午から午後 1時の間、及

び土日を除く) 

 (3) 提出場所           洲本市塩屋１丁目２番３２号 

淡路広域消防事務組合消防本部総務課財政係(消防庁舎 3階) 

TEL：0799-24-0236  FAX：0799-24-4860 

(4) 提出方法      申込書及び添付書類は持参により提出すること。 

 

５ 入札手続全体の流れ 

(1) 提出書類様式等の交付 

交付期間    令和 2年 4月 6日(月)から 

交付方法    当組合ホームページからダウンロード 

(2) 入札参加資格確認 

申込方法    上記４に記載のとおり 

 (3) 入札参加資格確認結果の通知 

   通知期間    令和 2年 4月 13 日(月)から令和 2年 4月 20 日(月)まで 

           入札参加申込書が届けられたものより順次確認し、結果の通知を

行う。 

   通知方法    郵送による    

(4) 仕様書等の閲覧 

 閲覧期間    入札参加資格確認結果の通知後から令和 2年 5月 14 日(木)まで 

閲覧方法    淡路広域消防事務組合消防本部総務課窓口での閲覧、及び当組合

ホームページからのダウンロードとする。 

※窓口での閲覧は、各日午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午

後 1時の間、及び土日・祝祭日を除く) 

(5) 質問書の提出 

  提出期間    令和 2年 4月 13 日(月)から令和 2年 5月 7日(木)まで 

※各日午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時の間、及び

土日・祝祭日を除く) 

  提出方法        質問書の提出は持参又は FAX とし、FAX による場合は送付の旨 

を電話により連絡すること。 

 (6) 質問に対する回答書の公表 

   回答方法    原則として質問書到着日の翌日から起算して３日以内（土日及び

祝祭日を除く）に、入札参加申込者全体に対してＦＡＸ送信によ

り行う。 



 

4 

 

(7) 入札 

入札日時    令和 2年 5月 15 日（金）10 時 00 分 

  入札場所    淡路広域消防事務組合 消防庁舎 3階多目的室 

入札方法    入札書の持参による提出 

  提出書類    入札書及び工事費等内訳書  

          工事費等内訳書の様式は問わないが、仕様書等内金抜設計の内容

に基づき主要項目が分かるものであること。 

          工事費等内訳書は、入札書とは別封とすること。 

  委任状     代理人が入札書を提出する場合には、併せて委任状を提出しなけ

ればならない。 

  決定方法    淡路広域消防事務組合財務規則第 79 条第 1 項の規定に基づき決

定された予定価格の範囲内において、同規則第 80 条第 1 項に基

づき決定された最低制限価格以上の入札を行った者のうち、最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札者となるべき同額の入札をした者が 2人以上あるときは、くじ

により落札者を決定する。 

 

６ 入札に関する注意事項 

 (1) 入札執行回数は 2回とする。 

   再入札は入札日当日に行うこととし、参加対象者は 第 1回目の入札に参加し、最 

低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者とする。  

 (2) 入札書に記載する額は、消費税抜額とすること。 

  

７ 無効とする入札 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札 

 (2) 入札参加申込書又は入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者がした入札 

  (3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札又はこれらの者がさら

に他の者を代理してした入札 

(4) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札 

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札 

  (6) 工事費等内訳書を提出しない者又は提出された工事費等内訳書に不備のある者がし

た入札 

 (7) その他、手続き等に不備のある入札 
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８ 契約 

 落札者は、落札決定日から７日以内に契約書を提出すること。ただし、本工事契約が

淡路広域消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和 48年２月 26 日条例第 16 号）第２条に規定する議会に付すべき契約に該当する場

合は、落札決定の日から 7 日以内に仮契約を締結し、議会の議決を経た後、本契約を締

結することとする。この場合の落札者は、落札決定の日から 7 日以内に仮契約書を提出

し、及び議会の議決の日から７日以内に契約書を提出すること。 

 

９ 支払条件 

前金払、中間前金払及び部分払については、以下のとおりとする。中間前金払、部分

払については、契約締結時に落札者がいずれか一方を選択すること。 

 (1) 前金払の割合    契約金額の 10分の 4以内の額とする。 

 (2) 中間前金払の割合  契約金額の 10分の 2以内の額とする。 

  (3) 部分払の回数    淡路広域消防事務組合財務規則第 101 条第 2項第 4号に規定

する回数を上限とする。 

 

10 入札の中止等 

談合等により公正な入札の執行ができないと認められるとき、又は、天災その他やむ

を得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を延期又は中止若

しくは取りやめることがある。 

 

11 苦情申立て 

 入札参加資格の確認その他の手続に不服がある者は、淡路広域消防事務組合消防本部

に対して書面により説明を求めることができる。 

 

12 その他 

  別紙「制限付き一般競争入札（事前審査型）公告共通事項」のとおりとする。 

  起工式（安全祈願祭）等の世俗的な儀式等の経費は、受注者の負担とする。 

入札に伴う手続き等で不明な点については、淡路広域消防事務組合消防本部総務課財

政係へ問合わせを行い、解決を図ること。 

   

13 入札担当課(問い合わせ先) 

 〒656-0021 洲本市塩屋１丁目２番３２号 

 淡路広域消防事務組合消防本部 総務課財政係 

         TEL：0799-24-0236  FAX：0799-24-4860 


