平成３０年６月２９日
関係者各位

公益社団法人あおもり農林業支援センター

理事長

条件付き一般競争入札実施公告
下記の工事については、条件付き一般競争入札（地域限定型（単体Ⅰ））により契約
を締結しますので、公告します。
記
１ 競争入札に付する事項
(1) 工事番号
農公社第３号
(2) 工 事 名
日の本中央畜担第１０号工事
(3) 工事場所
上北郡東北町字夫雑原地内
(4) 工
種
建築一式工事
(5) 工
期
平成３１年３月２５日
(6) 工事概要
家畜保護施設整備
１棟
家畜排せつ物処理施設整備 １棟
(7) 予定価格
４０７,２６８,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）
２

競争入札に参加する者に必要な資格
次の各号に該当することについて、あらかじめ、３に定めるところにより審査を受
けた者であること。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条
の４第１項に規定する者に該当しないこと。
(2) 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。以下「財務規則」という。）
第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3) 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（平成２年青森県
規則第１８号。以下、
「参加資格規則」という。）第５条第１項の規定により一般競
争入札に参加する資格があると認定された者又は同条第４項の規定により一般競
争入札に参加する資格があると認定したものとみなされた者であること。
(4) 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。
(5) 次の管内に本店を有していること。
青森県十和田市、三沢市、むつ市
青森県上北郡
(6) 参加資格規則第６条第１項の規定により、建築一式工事で特Ａ級に決定されて
いること。

(7) 建築一式工事の建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の
規定による経営事項審査の直近年度の総合評定値が、８１０点以上であること。
(8) 過去１０年間に同種の建設工事で契約金額７千万円以上の施工実績（下請人とし
てのものを除く）を有する者であること。ただし、共同企業体の構成員としての施
工実績は、出資比率２０パーセント以上の場合に限る。
(9) 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
）及び社会保険（健康保険
及び厚生年金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がない
者であること。
(10) 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。
(11) 建設業法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者を専任で設置すること
ができること。ただし、主任技術者にあっては、１級相当の国家資格等を有する
者に限る。
(12) 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの
間に、知事の指名停止の措置等を受けていない者であること。
(13) 参加資格規則第５条第１項の規定により一般競争入札に参加する資格があると
認定された日から開札の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領（昭和６０
年６月１日付け青監第３２３号）別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件
に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。
）がないこと。
(14) 警察当局から理事長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は
これに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続してい
ないこと。
３ 資格の審査
入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、あらかじめ、２
に定める資格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査
申請書（以下「申請書」という。）により、審査を受けなければならない。
(1) 提出期限 平成３０年７月９日（月）正午（持参に限る。
）
(2) 提出部数 １部
(3) 提出場所 青森市新町２丁目４－１
公益社団法人あおもり農林業支援センター 総務・担い手支援課
(4) その他
ア 申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。
ウ ２に定める資格を認められなかった者は、イの通知を受けた日の翌日から３日
（日曜日、土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（以下、
「休日」という。）を除く。）以内に、書面をもって、その
理由の説明を求めることができる。
エ 提出した申請書の差替えは、原則として認めない。
４ 指名停止の措置等
申立書（第２号様式の１）の提出により、地方公共団体等から指名停止の措置等を

受けていないことを確認する。
(1) 提出期限 平成３０年７月９日（月）正午（持参に限る。
）
(2) 提出部数 １部
(3) 提出場所 青森市新町２丁目４－１
公益社団法人あおもり農林業支援センター

総務・担い手支援課

５

入札説明書の交付及び設計図書の縦覧
(1) 入札説明書の交付
ア 期 間 平成３０年６月２９日(金)から平成３０年７月２０日(金)まで
イ 方 法 公益社団法人あおもり農林業支援センターＨＰ
(2) 設計図書の縦覧
ア 期 間 平成３０年６月２９日(金)から平成３０年７月２０日(金)まで
イ 方 法 公益社団法人あおもり農林業支援センターＨＰ
3) その他
入札説明書及び設計図書に対して質問がある場合は、平成３０年７月９日
(月)までに、書面により、公益社団法人あおもり農林業支援センターに提出す
ること。

６

現場説明
なし。

７

入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時 平成３０年７月２３日（月） 午前１０時３０分
(2) 場 所 青森市新町２丁目４－１
青森県共同ビル１階大会議室

８

入札執行回数
原則として１回を限度とする。

９

入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金
ア 契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、次のいずれ
かに該当するときは、その納付を免除する。
(ア) 契約者が保険会社との間に公益社団法人あおもり農林業支援センターを被保
険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(イ) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(ウ) 契約保証金に代え、次に掲げる有価証券等を提供したとき。
(ⅰ) 国債又は地方債

(ⅱ) 政府の保証のある債券
(ⅲ) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(Ⅳ) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連
合会の発行する債券
(ⅴ) 銀行若しくは理事長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の
保証
イ
アにかかわらず、公益社団法人あおもり農林業支援センター低入札価格調査
制度運用マニュアルによる調査を受けた者との契約については、契約金額の
１０分の３以上の契約保証金を納付させるものとする。ただし、契約金額の１０
分の３以上に相当する額について、アの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当すると
きは、その納付を免除する。
１０ 契約の締結
(1) 落札決定の日から７日以内に契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約締結までの間において、当
該落札者が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、知事の指名停止を
受けている場合又は指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件
に該当する事実があった場合には、当該請負契約を締結しない。
１１ 落札者の決定の方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者に決定
する。ただし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれ
があるとき、又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれ
があって著しく不適当であるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申
し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込をした者を落札者とするこ
とがある。
１２ 入札条件
(1) 別に定める入札者心得書を遵守すること。
(2) 入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書（設計図書（建築・
営繕工事等にあっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書）に規
定する工事内容の数量及び金額を示したものをいう。）を提出すること。
１３

入札書記載金額等
(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、見積もった契約希望金額の１
０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)

１４

入札書の余白に備考として次のように記載すること。
備考 入札額は、この入札書に記載し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）である。

その他
(1) 入札の無効
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記
載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2) 配置予定監理技術者等の確認
落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報シ
ステム（ＣＯＲＩＮＳ）等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制
違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
(3) 低入札価格調査制度対象工事
次の事項に留意の上、入札すること。
ア 建設工事に係る入札における低入札価格調査基準価格の設定
イ 低入札価格調査制度における数値的判断基準の設定
ウ 調査基準価格未満工事施工中の者の新たな調査基準価格未満の入札の制限
【参考】公益社団法人あおもり農林業支援センター ＨＰ
(4) 請負代金額が１００万円以上の工事については、受注者は、契約締結時に、中
間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めな
い。

１５ 事務所の所在地
(1) 名 称 公益社団法人あおもり農林業支援センター
(2) 場 所 青森市新町２丁目４－１
（電話 ０１７－７７３－３１３１）

