
建設工事請負一般競争入札公告 
 

 社会福祉法人 秩父正峰会の発注する「 (仮称)特別養護老人ホーム荒川園 新築工事 」について、  

下記のとおり一般競争入札を行うので公告いたします。 

 

令和 ４年  ７月  ４日 

社会福祉法人 秩父正峰会 

理 事 長  吉 田   廣 文 

 

１．工事概要 

(1) 工事名称   (仮称)特別養護老人ホーム荒川園 新築工事 

(2) 工事場所   埼玉県秩父市和泉町１６番他地内 

(3) 工事種別   新築 

(4) 工事内容   建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 

(5) 工事期間   契約締結日から令和５年７月３１日まで（予定） 

          （諸官庁検査済証取得含む） 

(6) 建物概要   用途：特別養護老人ホーム（62 床） 

         構造：鉄骨造 地上２階建て 

         １階床面積：1,497.50 ㎡ 

２階床面積：1,239.75 ㎡ 

延床面積：  2,737.25 ㎡ 

         建築面積： 1,689.87 ㎡ 

         ※面積は今後の事務手続きにより若干変更される可能性があります。 

(7) 発注者    社会福祉法人 秩父正峰会  

         〒369-1911 埼玉県秩父市荒川贄川 1088 番地 

(8) 監理者    株式会社 江田設計  

         〒368-0056 埼玉県秩父市寺尾 2060-22 

 

２．入札日時等 

(1) 入札日時   令和 ４年 ８月 ５日（金） 午前１０時より 

(2) 入札場所   社会福祉法人秩父正峰会 楓の森 会議室（後日、ご案内致します） 

(3) 入札方法   一般競争入札（入札書を封筒に入れ厳封の上、入札箱に投函。入札後即開札） 

(4) 最低制限価格 有（非公表） 

(5) 予定価格 非公表 

(6) 入札保証金  免除 

 

３．入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、ま

たは民事再生法（平成１１年法律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。ただし、手続開始決定を受けている者は除く。 

(3) 令和３年、４年度埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者名簿（建設工事）に登録されている

単体業者で、直近の評価等が次の条件を満たしていること。 

 ① 建築業種の格付がＡランク以上であること。 

 ② 直近の資格審査数値が８３０点以上であること。 

 ③ 埼玉県内の、飯能、東松山、秩父、本庄、熊谷のいずれかの県土整備事務所管内に本店登録が

あること。 

(4) 開札日から１年 7か月前の日以降の日を審査基準とする経営事項審査（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。）を受けていること。ただし、経営事項審査の審査基準日は開札日に直近のものとし、上

記（2）ただし書きに該当する者にあっては、手続き開始決定日以降のものであること。 

(5) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県及び県内自治体の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

(6) 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県及び県内自治体の契約に係る暴力団排除措置要綱に

基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

(7) 建設業の許可を有すること。 

(8) 過去に国、県の社会福祉施設整備費補助を受けた福祉施設の工事請負金額が１億円（税抜き）以

上の建築工事の実績が２件以上あること。 

(9) 当法人の理事が役員をしている企業でないこと（当該企業と親子関係の企業も含む）。 

 

４．一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

(1) 申請書の配布 下記のメールアドレスにご請求下さい。 

         E-mail: arakawaen@chichibu.ne.jp  担当：青木 榮  

         ※件名に「入札参加資格確認申請書送付依頼」と記入のこと。 

(2) 受付期間 公告日から令和４年７月１１日(月)までに参加申込をすること。 

(3) 受付時間 午前１０時から午後５時まで（土日祝日は除く） 

(4) 提出書類 

  ア 一般競争入札参加資格等確認申請書（書式あり、下記(6)宛配布請求のこと） 

  イ 会社案内・会社経歴書・建設業の許可証の写し 

  ウ 令和３年、４年度埼玉県競争入札参加資格ランク及び経営事項審査を証する書類の写し 

  エ 整備補助金を受けた福祉施設の施工実績（件名、金額、工期等）を証する契約書の写し 

  オ 管理技術者を証する資格証の写し 

  ＊提出された書類は、返却致しません。 

(5) 提出方法 持参あるいは郵送（持参・郵送共に事前連絡必須） 

(6) 提出・問合せ先 

社会福祉法人秩父正峰会 担当：青木 榮  

   〒369-1911 埼玉県秩父市荒川贄川 1088 番地  

TEL: 0494-54-1500（代） / FAX: 0494-54-1502   

   E-mail: arakawaen@chichibu.ne.jp   

 



５．一般競争入札参加資格確認通知及び設計図書等の配布 

(1) 入札参加資格確認審査後、全ての申請者に参加資格の有無について書面にて通知を行う。 

(2) 入札参加資格有りと確認された業者には設計図書等、入札書類書式一式、図面・仕様書（CD-ROM）

を郵送により配布する。（現場説明会は行わないものとする）。 

(3) 配布した図面・仕様書（CD-ROM）は入札日に持参し、返却するものとする。 

 

６．入札日程等 

(1) 公 告 日    令和 ４年 ７月 ４日（月） 

(2) 応募締切り日時  令和 ４年 ７月１１日（月） 午後５時まで（必着） 

(3) 設計図書等配布日 令和 ４年 ７月１３日（水） 

(4) 質疑書提出日時  令和 ４年 ７月２０日（水） 午後５時まで 

  ※質問はＥメールにて送信すること。（電話、FAXの質問は不可とする。） 

  ※質疑がない場合でも、質疑書式に「質疑なし」と書込み送信すること。 

(5) 質疑書回答日時  令和 ４年 ７月２７日（水） 

  ※回答は全ての入札参加者決定業者にＥメールにて送信します。 

 

７．落札者の決定 

(1) 予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した事業者のうち、最低価格で入札した者を落

札者とする。 

(2) 予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。

（再度入札は１回のみとする。但し、初回入札に参加しない者及び、初回入札において最低制限

価格を下回った者は再度入札に参加できないものとする。） 

(3) 上記（2）によっても落札者がいない場合は、①の場合に限り、下記の条件を遵守したうえで、

交渉による随意契約を行うものとする。 

  ① 最低価格で入札した者(但し最低制限価格を下回った者を除く)に契約締結の意思がある場合。

（最低価格で入札した者に契約締結の意思がない場合は順次、次に低い価格で入札した者を対

象とする。） 

条件１．随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上であること。 

条件２．交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。 

条件３．入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。 

条件４．契約額が確定した場合は、その内容を書面とし事業者及び業者が署名（捺印）すること。 

(4) 落札者とすべき同額の入札をした者が２以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するも

のとする。 

(5) 初回入札に参加する者の数が 1社のみである場合も入札は執行する。 

(6) 上記（5）によっても落札者がいない場合は、(3)の条件を遵守したうえで、交渉による随意契

約を行うものとする。 

 

８．入札に当たっての注意事項 

(1)入札書に記載する金額に関して 

 落札決定にあたっては、入札書に掲載された金額に当該金額の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、これを切り捨てた額）をもって落札価格とし

ますので、入札する方は、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、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

(2) 次の各号に該当する入札は、これを無効とします。 

 ① 入札に参加する者に必要な資格がないものが入札した場合。 

 ② 入札者の記名押印の無い場合。 

 ③ １つの入札に同一の入札者から２通以上の入札書が出された場合。 

 ④ 金額が不明確な場合。 

(3) 入札日時までに参加がない場合は棄権とします。 

(4) 設計図書及び図面等は入札前に返却してください。 

(5) 入札者が談合等の明らかな不正行為があったと認められる場合は、入札は無効となりますので

このような疑惑を招くことのないように注意してください。 

(6) 落札した場合、建設業法第２２条に規定する一括下請負を禁止します。 

 

９．契約方法・支払い方法について等 

(1) 様式契約に関する細目は、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に準ずる。 

(2) 契約保証金の徴収は免除する。 

(3) 工事履行保証保険契約（工事請負額の 10 分の 1以上の金額を保証する保険）を締結するものと

する。 

(4) 契約の履行については、発注者及び監理者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合に

はこれに従うこと。 

(5) 本契約の締結は、本法人から契約締結の申出を受けた後、１週間以内に契約の締結が出来ない場

合は、本法人は相手方に契約の意思がないものと見なし、２番目に低価格で入札した業者と契約

する事が出来るものとする。 

(6) 落札決定から本契約までの間に埼玉県及び県内自治体の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

第２条に規定する入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結できない。（契約辞退を申し出

るものとする。） 

(7) 請負代金の支払い時期に関しては、埼玉県の特別養護老人ホーム等整備事業費補助金の交付時

期並びに独立行政法人福祉医療機構等借入機関からの交付時期に沿い、契約締結時２０％、完成

引渡時に残金を支払うこととする。 

(8) 近隣に影響の無いよう、請負業者側で駐車場、現場事務所等の土地の確保をすること。 

 

１０．この公告に関する問い合わせ先 

  社会福祉法人秩父正峰会  担当：青木 榮  

   〒369-1911 埼玉県秩父市荒川贄川 1088 番地  

TEL: 0494-54-1500（代） / FAX: 0494-54-1502 

   E-mail: arakawaen@chichibu.ne.jp   


