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入 札 公 告 

  

三栖小学校和室改修工事の入札について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の６第１項及び田辺市契約規則（平成

17 年田辺市規則第 44 号）第 6条の規定に基づき公告する。 

 

  平成２９年１２月２５日 

 

                           田辺市長 真 砂 充 敏 

 

１ 入札に付する工事の概要 

 （１）工事年度・工事番号  平成２９年度 小管理 第９号 

 （２）工事名        三栖小学校和室改修工事 

 （３）工事場所       田辺市中三栖地内 

（４）工事概要       和室改修工事 一式 

（５）工期         平成３０年３月３１日まで 

 （６）予定価格       5,194,800 円 

（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 （７）施工形態 単体企業 

（８）本工事は、係数抽出型最低制限価格制度の対象工事である。 

（９）支払条件       前払金 「８ 留意事項」参照 

部分払 「８ 留意事項」参照 

（10）契約の保証      「８ 留意事項」参照 

 （11）議会の議決      不要 

 （12）ＣＯＲＩＮＳ登録   「８ 留意事項」参照 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条に基づく営業停止の処分を受けてい

ない者であること。 

（３）田辺市が発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。 

（４）田辺市に本店を有する者であること。 

（５）建設業法に基づく建築工事業の特定建設業または一般建設業の許可を受けている

者であること。 

（６）田辺市が定めるランク基準により、建築工事のランクがロ、ハ、ニの者であるこ
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と。 

（７）次の各号のいずれかの施工実績を有する者であること。 

   ア 経営規模等評価結果通知書に基づく、建築一式工事の平均完成工事高が２５０

万円以上の施工実績を有する者 

   イ 経営規模等評価結果通知書に基づく、建築一式工事の平均完成工事高が、建設

工事全体の平均完成工事高の３０％以上の施工実績を有する者 

   ウ 過去５年間（入札公告日を基準日とする）において、公共工事における１件あ

たり２５０万円以上の建築工事を、元請負業者として施工した実績を有する者。 

※上記（７）のウの公共工事とは、国・地方公共団体又は和歌山県建設工事等入札 

参加条件における施工実績認定基準（平成 21 年１月 22日施行）に定める法人発 

注の工事である。 

   ※上記（７）のウに該当する工事は、既に完成引渡し済のものに限る。 

※上記（７）の平均完成工事高については、田辺市の平成 29・30 年度建設工事等入

札参加資格審査申請の際に田辺市に提出した経営規模等評価結果通知書又は直近

の経営規模等評価結果通知書によるものとする。 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更正手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき、再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（９）田辺市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づく入札参加資格停

止を受けている期間中でないこと。 

（10）現場代理人の常駐並びに建築一式工事の主任技術者の資格を有する者を配置する

こと。 

３ 入札参加手続等 

（１）本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加

申請手続等は要しない。 

（２）設計図書等の閲覧期間及び閲覧場所等 

  ア 閲覧期間  平成２９年１２月２５日（月）から平成３０年１月１０日（水） 

午前８時３０分から午後５時１５分 

イ 閲覧場所  田辺市新屋敷町１番地 

           田辺市役所総務部契約課 

           電話番号  ０７３９－２６－９９６４ 

           ※閲覧については、契約課ホームページに掲載している設計書デ

ータのダウンロードによる閲覧も可能。 

４ 入札等 

 （１）入札予定日時及び場所 

   ア 入札日時      平成３０年１月１１日（木）午前９時００分 



 3

   イ 入札・開札場所   田辺市中屋敷町２４番地の２ 

               田辺市役所庁舎別館（旧職業訓練センター） 

３階 大会議室 

 （２）入札書等の提出について 

   ア 入札書等は、次の方法により、（１）のイに示す場所に持参し提出することとし、

郵便及び電信による提出は認めないものとする。 

   （ア）入札書には、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載するものとする。 

（イ）入札書には、入札金額、工事年度・工事番号、工事名、及び入札者の住所・

氏名（押印）を記載すること。（代理人が入札する場合は、入札者の欄に代理人

の氏名を記載し、押印すること。） 

入札書の様式は、田辺市ホームページ（契約課：工事等各種様式ダウンロー

ド）に様式がありますので参照してください。 

   イ 入札書と併せて工事費内訳書を提出すること。（工事費内訳書の提出がない場合

は無効となるので注意すること。） 

   ウ 本人に代わって、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。 

委任状の様式は指定していないが、委任状には、代理人の氏名（押印）、入札日、

工事年度・工事番号、工事名及び入札者の住所・氏名（押印）を記載すること。 

エ 入札参加者は、入札担当者が入札の開始を宣した後、速やかに入札書を所定の

入札篭へ入れることとし、入札担当者が開札を宣した後は入札書の提出はでき

ないものとする。 

   オ 入札担当者が開札を宣した後に提出した入札書等は、理由の如何に関わらず受

理しないものとする。 

カ 一度提出された入札書等の書換え、引替え又は撤回は認めないものとする。 

キ 入札書の提出にあたり、封筒は不要である。 

（３）入札書等の不受理について 

    次の各号のいずれかに該当する入札書等は、不受理とする。 

   ア 持参以外の方法により提出された入札書等 

   イ 入札公告に示す提出期間によらない入札書等 

   ウ 開札日、工事年度、工事番号、工事名又は工事場所のいずれかが入札公告と異

なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書等 

 （４）入札の無効について 

    次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

   ア 開札日、工事年度、工事番号、工事名又は工事場所のいずれかが入札公告と異

なるか又は未掲載で意思表示が明確でない入札書による入札 

   イ 同一人が２通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 

   ウ 金額の記入がない入札書による入札 
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   エ 金額を訂正した入札書による入札 

   オ 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札 

   カ 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 

   キ 入札に参加する資格のない者がした入札 

   ク 工事費内訳書が提出されなかった入札 

   ケ 提出された工事費内訳書の内容に不備（入札者又は代理人が入札する場合の代

理人の記名押印の欠如、工事件名の誤記、入札金額と工事費内訳書の総額の相違、

総額の記載のみで内訳の記載がない場合等）がある入札 

 （５）失格について 

    次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 

ア 予定価格を上回った入札を行った者 

イ 最低制限価格を下回った入札を行った者（ただし、入札執行者が入札会場にお

いて、最低制限価格及び最低制限基準額を公表せず、当該入札が不調・不落であ

ることを宣告した場合を除く。） 

ウ 虚偽の技術資料を提出した者 

   エ 前各号に掲げるもののほか、入札公告において示した入札条件に違反して入札

を行った者 

 （６）再度入札について 

開札の結果、落札候補者決定に至らない場合は、最低制限価格及び最低制限基準

額を公表せず、直ちに出席者をもって再度入札を実施する。この場合、再度入札資

格者が１人になった場合は、入札を打ち切る。 

ただし、次に該当する入札をした者は、再度入札に参加できない。 

   ア ４の（４）のイ、カ、キのいずれかに該当する入札 

   イ 予定価格を上回る入札 

   ※再度入札は、落札候補者決定に至らなかった入札に引き続き行うため、予備の入

札書を準備しておくこと。 

５ 開札等に関する事項 

 （１）開札状況の公表予定 

    公表日    平成３０年１月１２日（金） 

 （２）落札予定について 

    落札予定日  平成３０年１月１２日（金） 

 （３）公表方法 

     落札・入札結果の公表については総務部契約課の掲示板において閲覧により公

表するものとする。 

６ 審査に関する事項等 

 （１）審査を行うに際し、提出された技術資料で判断する。 
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なお、その際の着目点は、次のとおりとする。 

技術者評価…配置予定技術者の資格（主任技術者） 

主任技術者を配置できること。 

技術資料等…ア．手持ち工事の技術者配置状況一覧 

イ．主任技術者の資格者証の写し 

ウ．現場代理人並びに主任技術者の常勤性が確認できる書類（健康

保険証（社会保険に限る）、雇用保険の加入を証する書類、源泉

徴収簿などのうちいずれか）※専任の技術者を求める工事の場

合は、３ヶ月以上の雇用関係が必要 

エ．現場代理人等通知書 

オ．現場代理人並びに主任技術者の経歴書 

カ．経営規模等評価結果通知書の写し 

キ．過去５年間における、請負額２５０万円以上の公共の建築工事

の施工実績を確認できる書類（工事請負契約書及び工事成績評

定結果通知書の写し）※経営規模等評価結果通知書に基づく、

建築一式工事の平均完成工事高が 250 万円以上又は建築一式工

事の平均完成工事高が、建設工事全体の平均完成工事高の３

０％以上の施工実績を有する者については、提出不要。 

※ア．エ．オ．については、田辺市契約課ホームページに掲載して

いる様式を使用のこと。 

（２）一度提出された技術資料の書換え、引替え又は撤回は特別な事情がない限り認め

ないものとする。 

（３）上記（１）に係る審査資料の提出期限は、入札の翌日の午後５時までとする。 

７ 落札者の決定方法 

 （１）落札候補者から提出された技術資料提出書の審査を行い、審査の結果、入札参加

資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定す

る。入札参加資格要件を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行っ

た入札を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、技術資料等の提出を

求め、審査を行うものとする。なお、落札者が決定するまで同様の手続を行うもの

とする。落札候補者となるべき同価格で入札したものが２者以上ある場合は、くじ

によって落札候補者を決定する。 

（２）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした落札候補者（最

低制限価格を下回った入札をした者を除く。）を落札者とする。 

８ 留意事項 

（１）入札に付する工事の概要に関すること 

  ア．工事前払金      請負金額 300 万円以上（消費税込み）   有 
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               請負金額 300 万円未満（消費税込み）   無 

イ．工事代金の部分払   請負金額 1,000 万円以上（消費税込み）  有 

               請負金額 1,000 万円未満（消費税込み）  無 

  ウ．契約の保証      請負金額 1,000 万円以上（消費税込み）  要 

               請負金額 1,000 万円未満（消費税込み）  不要 

  エ．ＣＯＲＩＮＳ登録   請負金額 500 万円以上（消費税込み）   要 

               請負金額 500 万円未満（消費税込み）   不要 

   

（２）入札の適正な競争性を確保するため、１者のみが参加した入札は取り止めること

とする。 

９ その他 

  この公告に定めのない事項については、田辺市契約規則に定めるところによる。 

 


