
令和 2年 11月 13日 

制限付き一競争入札公告 

 

建設工事に係わる制限付き一般競争入札を下記のとおり行うので公告する。 

 

株式会社 ＫＡＫＡ 

代表取締役 坂田 和子 

 

記 

1. 入札に付する事項 

(1)入札方法 

制限付き一般競争入札 

(2)工事名称 

(仮称) 湘南クレヨン保育園 朝日町園 内装工事 

(3)工事場所 

神奈川県藤沢市朝日町 19-8 
(4)予定工期 

令和 2 年 12 月 1 日から令和 3 年 3 月 1 日 
(5)予定価格 

事後公表 

(6)工事概要 

内装工事一式（建築、設備、電気を含む一式） 
    鉄骨造 2 階建て単独園舎 
    床面積 442.42 ㎡ 
 (7)発注者 

    株式会社 KAKA 代表取締役 坂田和子 

 

2. 入札に参加する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) 当該入札に係る契約を締結する能力を有する者であること。 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第

一項 各号に掲げる者でないこと。 

(4) 経営不振の状態（会社更生法第 17条第 1項に基づき更生手続き開始の申し立てをしたとき、

民事再生法第 21条第 1項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手

が不渡りとなったとき等)にないこと。 

(5) 建設業法第 3条に規定する建設業の許可を受けている者であること。 

(6) 藤沢市内に本店または支店があること。 



(7) 過去 5年以内に保育所の建築工事の施工実績を有すること。 

(8) 本工事の受注に際し、建設業法に規定された資格を有する者を主任技術者又は監理技術者

として施工現場に配置すること。 

(9) 発注者と入札に参加しようとする者との間に特別の利害関係(租税特別措置法施行令第 25

条の 17 第 6 項第 1 号に規定する親族等の関係にある者をいう)がないこと。法人の関係者

ではないこと。 

 

3. 入札執行及び入札参加申し込みに関する事項 

(1)入札日時 

令和 2年 11月 25日（水）午前 10時 00分 

(2)入札場所 

神奈川県藤沢市藤沢 106番地 文華堂ビル 2階  

株式会社 ストーブカンパニー 本社 会議室 

(3)入札保証金 

免除 

(4)最低制限価格 

設定する(最低制限価格を下回った入札をした者は再度入札には参加できない)。 

(5)設計図書等 

令和 2年 11月 13日（金)～11月 19日（木） Eメールにて交付。 

(6)現場説明会 

実施しない。 

(7)設計図書等に関する質問 

設計図書、現場及び契約内容に関する質問は設計図書等に関する質問書により提出すること。 

ア 受付期限 

令和 2年 11月 20日(金)正午まで 

イ 提出先 

「8 連絡先 担当者②」に示す場所。 

ウ 提出方法 

書面は必ず Eメールにより提出すること。 

エ 回答書の送付 

令和 2年 11月 20日(金)午後 5時までに入札参加資格を有していると認められた者のみに

Eメールにて送付する。 

 (8)入札参加申し込み 

この入札に参加を希望する者は、「8 連絡先 担当者①」宛に別紙様式（様式-1）及び添付書

類を期日までに郵送にて提出すること。 

ア 受付期限 

令和 2年 11月 13日(金)から令和 2年 11月 19日(木)正午まで 

 



イ 提出先 

 「8 連絡先 担当者①」に示す場所。 

ウ 提出方法 

書面は郵便等により提出すること。 

エ 入札参加 

発注者により入札参加資格を有していないと認められた者はこの入札に参加できない。 

オ 入札参加通知 

令和 2年 11月 20日(金)午後 5時までに原則 Eメールにて送付する。 

 

4. 契約の特定条件 

(1)工事期間 「1-（4）予定工期」に示す通り 

(2)支払条件 契約時請負金額の 50%、工事完了後補助金交付後 50% 

 

5. 落札者の決定方法 

(1)入札書は、定められた日時及び場所に直接持参して割印をした封書にて提出すること。 

(2)代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。 

(3)入札は、入札日に 2 回を限度とする。2 回までの入札で落札者がいない場合は随意契約に向

けた協商を行う。 

(4)落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格を上回った最

低の価格をもって入札した者を落札候裡者とする。 

(5)落札となるべき価格について同価の入札が 2社以上あったときは、直ちに抽選を行い落札者

を決定するものである。 

(6)入札に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した額(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

て契約金額とするので、入札者は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に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7)入札参加申し込みを行ったあとに、入札を辞退する場合は「8 連絡先 担当者①」に示す場

所に入札辞退届(様式-2)を提出しなければならない。 

 

6. 入札の無効 

次に掲げる事項に該当する入札は無効とする。 

(1)入札に参加する資格を有しない代理人のした入札。 

(2)委任状を持参しない代理人のした入札。 

(3)記名・押印を欠く入札。 

(4)金額訂正をした入札。 

(5)誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 

(6)明らかに談合であると認められる入札。 

(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2人以上の代理をした者の入札。 



(8)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札。 

(9)その他入札に関する条件に違反した入札。 

 

7． その他事項 

(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 

(2)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書及び現場等についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

(3)設計図書等の交付を受けなかった者は入札の参加資格を失うものとする。 

 

8. 連絡先 

担当者①（入札参加申し込み・辞退） 

株式会社 ＫＡＫＡ 坂田 和子 

〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町 11-3 ロイヤルハイツサトウ 1F 
    TEL：0466-55-1419  FAX：0466-55-4419 

     E-mail：crayon@peace.ocn.ne.jp     
担当者②（設計図書等に関する質問） 

黒川智之建築設計事務所 
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 12-3 ニュー渋谷コーポラス 1106 
TEL： 070-6674-7538  FAX ：03-4333-7246 
E-mail： kurokawa@tkarchi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(様式-1) 

制限付き一般競争入札参加資格審査申込書 

令和 2年  月  日 

 

株式会社 ＫＡＫＡ 

代表取締役 坂田 和子  様 

 

 

(申請者) 住所                   

会社名                   

代表者氏名                  印 

    （電話番号               ） 

担当者氏名                   

  （電話番号               ） 

 

 

 

令和 2 年 11 月 13 日付けで入札公告のありました「（仮称）湘南クレヨン保育園 朝日町園」 内装

工事の入札に参加いたしたく、申請致します。 

 

なお、当該入札に係る契約を締結する能力を有しないものでないこと、以下の事項及び添付書類の

内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

 

保育所の建築工事実績（JV の場合は出資比率の記載された協定書等の写しも添付） 

工事名・工事場所 発注者 規模・構造 工期 

        

 

 

提出申請書類 

(1) 建設業の許可証明書の写し 

(2) 保育所の建築工事実績を示すもの(契約書、図面等)の写し 

 

 

 

 

 



(様式-2) 

制限付き一般競争入札辞退届 

令和 2年  月  日 

 

株式会社 ＫＡＫＡ 

代表取締役 坂田 和子  様 

 

 

 

 

(申請者) 住所                   

会社名                   

代表者氏名                  印 

 （電話番号               ） 

担当者氏名                   

（電話番号               ） 

 

 

 

令和 2年 11月 13日付けで入札公告のありました「（仮称）湘南クレヨン保育園 朝日町園」内装

工事の入札に参加の申込みを致しましたが、入札を辞退致したくお届けを致します。 

 

 

 

 

 

理 由    

 

 


