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幕真幸告示第１号 

一般競争入札公告 

 

社会福祉法人幕別真幸協会の発注する工事の請負について、下記のとおり制限付 

一般競争入札に付する工事としましたので、その内容を公告いたします。 
 

令和４年１１月２５日  

社会福祉法人幕別真幸協会 
理事長    川瀬 俊彦 

 

記 

１ 入札対象工事  

（１）工事名 特別養護老人ホーム札内寮非常用自家発電設備工事 

（２）工事場所 中川郡幕別町字依田３７９番地 

（３）工事期間（予定） 令和４年１２月契約の日から令和５年３月３１日 

（４）工事概要 ア 構   造 RC構造 

イ 規    模  延床面積：59.2㎡ 

ウ 工事内容  災害等による停電に備え、屋外用発電機を設置し、既 

       存の受変電設備に電源供給のための工事 

２ 建築主 (1) 名  称  社会福祉法人幕別真幸協会 

(2) 住   所  中川郡幕別町字依田３７９番地 

(3) 電   話  ０１５５－５６－４７０６  

(4) 担   当 成田（総合施設長） 

３ 制限付一般競争入 

 札参加資格審査申請 

 書の請求 

「20連絡先」まで電子メールにて請求すること。 

その際には、件名を「札内寮非常用自家発電設備工事：制限付一般競

争入札参加資格審査申請書送付希望」とする。 

※幕別真幸協会ホームページに様式あり 

４ 制限付一般競争入 

 札参加資格審査申請 

 書の提出 

(1) 受付締切：令和４年１２月１日（木）１７時締切 

(2) 提出先：特別養護老人ホーム札内寮（「20 連絡先」宛て） 

(3) 提出方法：郵送または宅配便必着（かつ同じ書類を電子メール

にて送付）「20 連絡先」宛て 

(4) 提出書類  

 ① 制限付一般競争入札参加資格審査申請書（別記第 1号様式） 

 ② 令和３・４年度北海道競争入札参加資格決定通知書の写し 

 ③ 入札参加資格申請日現在で有効な建設業許可の写しまたは証明 

  書 

 ④ 入札参加資格確認資料（配置予定技術者調書・別記第５号様 

  式、特定関係調書・別記第７号様式） 

⑤ 過去１０年以内に 同規模の工事施工実績を有する者であること 

   を証明できる書類（同種工事等施工実績調書・別記第６号様

式） 

⑥ 法人登記簿謄本全部事項証明書(原本又は原本証明付き) 

※幕別真幸協会ホームページに様式あり 
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５ 入札参加資格審査

の結果通知 

申請受付後、当法人において審査を行い、入札参加決定者には入札参

加通知書等を電子メールで送信します。入札参加資格が無いとみなし

た者にはその旨と理由を通知します。令和４年１２月２日（金）に電

子メールを送信します。 

６ 設計図書等の配布 入札参加者には、令和４年１２月１日（木）９時から１６時の間に、

「20連絡先」にて配布いたしますので、ご来所下さい。尚、配布した

資料は入札時に返却すること。 

７ 設計図書等に関す 

 る質疑及び回答につ 

 いて 

(1) 質疑提出期限 令和４年１２月７日（水） 

(2) 質疑提出先  「20 連絡先」宛て 

(3) 質疑提出方法 質疑書に記載の上、「20 連絡先」まで電子メール

にて送付すること。質疑が無い場合は質疑書に「質疑無し」と明記

して電子メールにて送付すること。その際 件名を「札内寮：設計

図書等の質疑」とすること。 

(4) 質疑回答日時 令和４年１２月９日（金）１８時までに回答（予定） 

(5) 回答方法 メールにて各社質疑をまとめた文書を発信します。  

※幕別真幸協会ホームページに様式あり 

８ 入札日等 (1) 日時： 令和４年１２月１３日（火）１０時より 

(2) 場所： 札内コミュニティプラザ会議室１ 

（中川郡幕別町札内青葉町３１１番地の１１） 

９ 開札日時 入札後、即開札とする。 

10 入札に参加する者に必要な資格 

（１）建設業の許可 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第３条の規定による「電気工事

業」の許可を受けている者であること。 

（２）資格者名簿への 

   登載 

令和３・４年度北海道競争入札参加資格者名簿に電気工事で登録され

ている企業であること。 

（３）所在地 資格者名簿に登載された本店・本社所在地が十勝総合振興局管内とす

る。 

（４）格付 (1) 北海道の電気工事の格付がＡ等級業者であること。  

(2) 北海道の資格審査決定通知書（令和３・４年度）の総合評点が 

  ９００点以上であること。 

（５）施工実績 北海道または他官庁及び民間における過去 10 年間（2012 年 11             

月～ 2022年 11 月）に同規模の施工実績を有すること。 

（６）配置予定の技術者 一級電気工事施工管理技士の資格を有した監理技術者を専任で配置

できる者であること。 
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（７）その他の参加資格 (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4  及び北海道財務規則第 91条 

 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については更

正手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査

の再審査を受けた後、北海道知事が別に定める競争入札参加資格の

再審査を受けていること。 

(3) 建設業法第 27 条の 23 第 1項の規定による経営事項審査を受 

 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の直近 

 のものとする。 

(4) 公告日から落札決定までの期間に、北海道及び道内自治体の契約 

 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。 

(5) 公告日から落札決定までの期間に、北海道及び道内自治体の契約 

 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。 

(6) 当法人の理事長及び理事若しくはこれらの者の親族(６親等以内 

 の血族、配偶者又は３親等以内の姻族）が役員に就いている業者な 

 ど、当法人と特別の利害関係を有する業者でないもの。又、設計業 

 務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連 

 がある企業でないこと。 

11 予定価格 公表しない 

12 最低制限価格 設定しない。 

13 設計額  公表しない 

14 入札保証金  免除する。 

15 契約(履行)保証金 免除する。ただし、工事請負契約時に保険会社との間に発注者を被保 

険者とする工事履行保証保険契約を締結すること。（工事請負額の１

０分の１以上の金額とする。） 

16 支払条件  (1) 前払い金は無しとする。 

(2) 部分払い １回以内とする。 

(3) 残金は竣工引渡後、補助金交付後現金振込で支払う。 

17 契約書作成の要否 契約書は当法人の様式により作成 

18 入札に関する注意事項 

（１）入札の執行 (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

 100 分の 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）をもって落 

 札価格とするので、入札者は、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、110 分の 100 に相 

 当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 初度入札における落札者は入札金額見積内訳書を提出するこ 

 と。ただし、再度入札における落札者、または落札者がいない場 

 合において随意契約を締結することとされた者は、入札金額見積 

 内訳書を後日提出すること。 

(3) 代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 

(4) 入札書は代表印にて封印して提出すること。 
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（２）その他の注意事項 (1) 談合は絶対に行わないこと。 

(2) 談合情報があった時は、参加業者から事情を聴取します。 

（３）落札者の決定 (1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落 

 札者とする。 

(2) 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施す 

 る。なお、初度入札に参加しない者、初度入札で最低制限価格に満た 

 ない者は再度入札に参加できないものとする。（再度入札は２回まで実 

 施するものとする。） 

(3) 初回入札に参加する者が１社のみの場合は、１回のみ入札を行うも 

 のとする。 

(4) 上記(2)によっても落札者がいない場合は、次の①及び②の場合に限 

 り、下記４条件を順守したうえで、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に随意契約の意思がある場合 

（最低価格で入札した者に随意契約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。） 

 ②再度入札において、入札に応じる者が１社のみとなった場合 

 条件１：随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。 

 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にし、事業者及び業者 

 が記名押印をすること。 

(5) 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。 

（４）入札の無効  次のいずれかに該当する行為は無効とする。 

(1) 所定の日時及び場所に出席及び提出しない者の入札。 

(2) 入札に参加する資格のない者がした入札。 

(3) 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札。 

(4) 談合その他不正行為があったと認められる入札。 

(5) 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札。 

(6) 金額の記載が不明確で判読不可能な入札・記名押印を欠く入札・誤 

 字、脱字等により、意思表示が不明瞭な入札。 

(7) 入札者の押印のないもの。 

(8) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの。 

(9) 押印された印影が明らかでないもの。 

(10)記載すべき事項の記入のない入札書、又は記入した事項が明らかで 

 ない入札書によるもの。 

(11)代理人で委任状を提出しない者がしたもの。 

(12)他人の代理を兼ねた者がしたもの。 

(13)虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札。 

(14)郵便・電報・電話や FAX による入札。 

(15)入札金額を訂正した入札書による入札。 

(16)２以上の入札書を提出した者がしたもの。 

(17)２以上の者の代理をした者がしたもの。 

(18)前各号に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者 

 がした入札。 
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19 その他 (1) 現場説明会は実施しない。 

(2) 入札会場には、新型コロナウイルス感染防止のため１名の入室 

 となります。 

(3) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書等の作成及び提出に要 

 する費用は、提出者の負担とする。  

(4) 一般競争入札参加資格審査申請書等の提出された書類は返却し 

 ない。 

(5) 提出された書類は提出者の承諾なしに無断で他の目的に使用し 

 ない。 

(6) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現 

 場に配置すること。  

(7) 入札参加者は入札後、この公告、設計図書等、現場等について 

 の不明な理由として異議を申し立てることはできない。 

(8) 一括下請けを禁止する。  

(9) 本工事における一般競争入札については、北海道保健福祉部建 

 設工事手続マニュアル及び社会福祉法人幕別真幸協会地域限定型 

 一般競争入札に関する要綱に準じて行う。 

(10)公告の内容に変更があった場合は、入札参加通知を有する申請 

 者に遅滞なく通達する。  

(11)提出書類に虚偽の記載があれば入札に参加できない。  

(12)その他、関係法令等、契約内容等を厳守し、北海道から指導等 

 があった場合はそれに従うこと。 

20 連絡先 〒089-0571  中川郡幕別町字依田 379番地 

 特別養護老人ホーム札内寮  担当：成田（総合施設長） 

 電 話 ：0155-56-4706 FAX：0155-56-5680 

 E-mail：narita@maku.or.jp 

 


