
入札公告 

 

条件付き一般競争入札を執行するので、次のとおり公告します。 

 

 

 

平成３０年５月１４日 

 

 

社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 

会 長  遠 藤 敏 榮 ㊞ 

 

 

１． 入札に付する工事 

（１） 工 事 名 ケアホームあじさい（仮称）Ａ棟 用途変更工事 

（２） 施 工 場 所 宮城県大崎市鹿島台大迫字石竹８１番１１ 

（３） 工 期 契約締結の翌日から平成３０年８月２０日まで 

（４） 工 事 概 要 延床面積１８４．００㎡（５５．５４坪） 

  建築基準法（用途の０８０１０(一戸建ての住宅)から 

０８０４０(寄宿舎)に変更）による改修工事 

（５） 予 定 価 格 公表しない 

（６） 支 払 条 件 前払金 有 

  （前払金の額は当該工事の請負代金額の４／１０以内 

  （万円未満切捨て）の額） 

（７） 最低制限価格 設定有（宮城県建設工事執行規則取扱要綱による） 

（８） 契約保証金 契約金額の１０分の１以上の額 

（９） 入 札 方 法 条件付き一般競争入札 

 

 

２． 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項 

 宮城県から建設工事執行規則（昭和３９年宮城県規則第９号）第４条第１項に基

づく平成２９・３０年度建設工事競争入札参加登録（以下「登録」という。）を受け

ている業者で、入札日当日において次の要件を満たしていること。 

 

 



記 

(１) 宮城県の指名停止を受けている期間中でないこと。 

(２) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項各号の規定に該当しない 

こと。 

登録業種 建築一式工事 

宮城県の格付等級 Ｂ等級（特定含む）以上 

事業所所在地 

に関する条件 

宮城県内に本社（本店）を有していること 

施工実績に関する条件 社会福祉法人・公的機関発注の社会福祉施設等で工事

を施工した実績を有するもの。 

配置技術者に関する条件 

①本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法（昭

和２４年法律第１００号）の定めるところにより、当

該入札参加業者と直接雇用関係にある主任技術者又は

監理技術者（以下「配置技術者」という。）をこの工事

現場に配置できること。 

②配置技術者は、入札参加受付の手続きを行った日よ

り３か月以上前から、入札参加業者と直接的な雇用関

係にある者であること。 

③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取得している者であること。 

入札保証金 免除 

 

 

３． 入札担当課 

区分 担当課 電話番号 住所 

入札 

担当課 

社会福祉法人 

大崎市社会福祉協議会 

総務企画課 

0229- 

21-0550 

〒９８９－６１５４ 

宮城県大崎市古川 

三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階) 

工事 

担当課 

社会福祉法人 

大崎市社会福祉協議会 

鹿島台支所 

0229- 

56-9400 

〒９８９－４１０３ 

宮城県大崎市鹿島台 

平渡字上敷１９番地７ 

(特別養護老人ホーム 敬風園内) 

 

 

 



４． 入札日程 

手続等 期間・期日・期限 場所 

参加申込 

受付期間 

平成３０年５月１４日(月)から 

平成３０年５月１８日(金)まで 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(本所) 総務企画課 

資格審査 

期間 

平成３０年５月１４日(月)から 

平成３０年５月２１日(月)まで 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(本所) 総務企画課 

設計図書 

の 

閲覧期間 

平成３０年５月１４日(月)から 

平成３０年５月２８日(月)まで 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(本所) 総務企画課（2Ｆオーディオ編集室） 

質問の 

受付 

平成３０年５月１４日(月)から 

平成３０年５月２１日(月)まで 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(本所) 総務企画課 持参又は FAXにて受付 

回答書の 

閲覧等 

平成３０年５月１４日(月)から 

平成３０年５月２２日(火)まで 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(本所) 総務企画課又は FAXにて回答 

入札執行 

 

平成３０年６月１日(金) 

午後１時３０分 

(所在地)宮城県大崎市古川三日町二丁目 5番 1号 

(大崎市古川保健福祉プラザ 3階） 

(法人名)社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

(入札会場) 2階研修室 

注１ 上記の期間は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。「午前９時から午後４時まで(正午から

午後１時までを除く)とする。」 

注２ 設計図書等とは当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項をいう。 

 

 

 

 

 

 



５． 入札手続等 

（１） 入札参加申請 

入札公告に示すとおり、参加申込受付期間に入札参加資格審査及び資格

承認を受ける必要があります。 

申込書類として下記の書類を郵送して下さい。 

申込書類については、社会福祉法人大崎市社会福祉協議会ホームページ

（http://www.osaki-shakyo.com/）よりダウンロードして下さい。 

ア． 入札参加資格申請書 正１部・副１部 

イ． 配置技術者に関する調書 正１部・副１部 

ウ． 配置技術者の資格者証の写し 正１部・副１部 

エ． 配置技術者との雇用関係が確認できる書類 正１部・副１部 

オ． 施工実績に関する調書 正１部・副１部 

カ． 宮城県建設工事参加登録通知書の写し 正１部・副１部 

 

（２） 資格審査 

入札参加資格の確認は郵送された書類により行い、不適格者のみ、その結

果を５月２１日（月）までに FAXにて通知します。 

 

（３） 設計図書等の閲覧について 

当該工事に係る仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供

するほか、下記の場所において有料で複写することもできる。(ただし、日

曜日及び祝日を除く。) 

  株式会社アート     大崎市古川字本鹿島２５６－１ 

ア． 閲覧の期間及び場所は、入札公告に示すとおりです。 

イ． 設計等に対する質問について 

① 設計図書等について質問がある場合は質問書に記入の上、入札公

告に示す期間及び場所まで提出してください。 

② 質問書に対する回答書は、入札公告に示す期間及び場所で閲覧に

供します。 

 

（４） 工事費内訳書の提出 

入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

なお、提出された工事費内訳書の返却はしないものとする。 

 

 

 



６． 入札方法等 

（１） 本人出席の場合は「名刺」を、代理人出席の場合は「委任状」を提出して下

さい。 

 

（２） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８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しますので、入札参加

者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載して下さい。 

 

（３） 入札参加資格申請書を提出後、入札を辞退する場合はあらかじめ辞退届を社

会福祉法人大崎市社会福祉協議会（ＦＡＸ０２２９－２４－１１５８）へ提

出して下さい。 

 

 

７． 入札保証金  免除とします。 

 

 

８． 落札者の決定方法 

（１） 予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者

のうち、最低の価格で入札したものを落札者とします。 

（２） １回目の入札で、予定価格の範囲内の価格で入札がない場合は、直ちに再度

入札を１回のみ実施する。 

（３） 再度入札において、なお予定価格の範囲内の価格での入札がない場合は、最

低価格入札者と随意契約の協議を行う場合がある。（その場合は、随意契約

の協議用見積書の提出を求める。） 

 

 

９． 入札の無効等 

（１） 宮城県建設工事執行規則 第１５条の２に該当する入札は、失格とする。 

（２） 宮城県建設工事執行規則 第１６条各号のいずれかに該当する入札は、無効

とする。 

（３） 落札者が入札期日以降契約締結までの間に入札公告に掲げるいずれかの要

件を満たさなくなった場合は、当該落札者のした入札は効力を失うものとし

ます。 



（４） 契約締結後において、(2)又は(3)により入札が無効となることが明らかにな

った場合は社会福祉法人大崎市社会福祉協議会の指示に従わなければなら

ないものとします。 

 

 

１０． 契約保証金 

落札者は、工事請負契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付すること。ただ

し、金融機関の保証や履行保証保険契約、工事履行保証契約の締結が行われた場合

は、契約保証金の納付は免除される。 

 

 

１１． 契約 

落札者と社会福祉法人大崎市社会福祉協議会とは、当該工事請負契約の仮契約を７

日以内に締結するものとし、当該契約書は本会理事会において議決された場合のみ、

議決年月日をもって契約書とみなすものとします。又、契約書の作成は落札者とし

ます。（平成３０年６月１４日 本会理事会開催予定） 

 

 

１２． その他 

（１） 入札者は、宮城県財務規則・宮城県建設工事執行規則及び宮城県建設工事競

争入札参加心得を遵守することとします。 

 

 

１３． 問い合わせ 

〒９８９－６１５４ 

宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号（大崎市古川保健福祉プラザ３階） 

社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 

担当課  総務企画課 

ＴＥＬ  ０２２９－２１－０５５０ 

ＦＡＸ  ０２２９－２４－１１５８ 

アドレス http://www.osaki-shakyo.com/ 

http://www.osaki-shakyo.com/

