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公 告

令 和 2 年 8 月 31 日

条件付一般競争入札公告

　条件付一般競争入札を執行するので、周南市条件付一般競争入札（事前審査方式）実施要領（平成２３年
４月１日制定）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

 周南地区福祉施設組合長　　佐田　邦男

記

（１）入札に付す事項

工事名 養護老人ホーム「旧・きさんの里」解体工事

工事場所 周南市大字徳山字金剛山8405番地

建設工事の種類 解体工事

工事の概要
解体工事(鉄筋コンクリート2階建（一部平屋）2438.145㎡)、外壁アスベスト撤
去、伐採・抜根・整地等

工　期 令和3年5月31日 まで

予　定　価　格 事後公表とする

（２）入札参加形態

　入札参加形態は、単体企業とする。

（３）入札参加資格

　周南市条件付一般競争入札（事前審査方式）実施要領（以下「実施要領」という）第３条第１項に掲げる条件
(ただし、（１）は除く。)のほかに、次の各号を満たしていること。

2019-2020年度周南市競争入札参加資格者名簿又は平成31・32年度下松市競争入札参加資格者名簿

において　解体工事　に登録されていること。

解体工事業 について、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条

第６項に規定する特定建設業の許可を受けていること。

解体工事 について経営事項審査を受審し、総合評定値通知書における雇用保険、健康保険

及び厚生年金保険加入の有無が「有」又は「除外」であること。(公告日直近のもの。ただし、公告日

において有効なものに限る。）

解体工事 の総合評定値が　600　点以上

　であること。

解体工事業 に係る監理技術者資格者証※の交付を受け、かつ法第２６条第４項の国土交通大臣

の登録を受けた講習（以下｢登録講習｣という。)を受講した監理技術者（以下「監理技術者」という。）

を入札日から専任で配置できること。

※とび・土工工事業の技術者資格で解体工事業の監理技術者となることができるものも含む。

配置予定監理技術者は、令和２年９月１４日以前に３か月以上の雇用関係を有していること。

本公告中（13）に掲げる同種・類似工事の施工実績を有すること。

法第３条第１項の営業所のうち、主たる営業所の所在地が周南市内又は下松市内であること。

周南市に本社・本店のある企業で、中間年納税状況等確認提出書の提出が必要な者にあっては、

令和2年6月末までに 市に提出し、受付が完了していること。

周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該当する

者でないこと。



（４）入札参加資格に関する書類・提出期限及び提出場所

提出するもの

１.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号の３)

２.同種・類似工事の施工実績調書（第２号様式、別紙）

３.配置予定技術者届（第３号様式）

４.監理技術者資格者証の写し（おもて面、裏面とも）

５.配置予定監理技術者が登録講習を受講したものであることを証する書面の写し

６.配置予定監理技術者の雇用関係を確認するための書面の写し

※３～６の書面について
　　申請時点で配置予定監理技術者を特定できない場合は、複数の候補者
　（３人を限度とする）を届出することができるので、この場合は、全員
　について提出すること。

７.建設業の許可通知書の写し又は許可証明書（証明日が3か月以内のもの）

８.経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書の写し

９.宛先を記入した返信用封筒

(84円切手貼付のこと。入札参加資格適合・非適合通知書を郵送時に使用。)

提出期間及び
時間

令和2年9月1日 から 令和2年9月14日 までの午前９時

から午後４時まで。（土・日・祝日を除く。）

提出場所 　周南地区福祉施設組合　事務局

提出方法 　持参して提出するものとし、郵便又は電信によるものは、受け付けない。

（５）入札参加資格確認結果の通知日

通知の発送日 令和2年9月24日 までにファックス及び郵便で発送する。

まで

（６）設計図書の閲覧・配付の期間、場所及び方法

閲覧期間
令和2年8月31日 から 令和2年10月1日 まで

の土・日及び祝日を除く執務時間内とする。

配付方法

　配付方法は周南地区福祉施設組合ホームページからのダウンロードとする。

※なお、ホームページ上の設計書等を開く際に、パスワードが必要となるので配付され
た公告に記載してあるパスワードを入力し取得すること。(配付期間を過ぎるとダウン
ロードできないため早目の取得を推奨する。)

閲覧場所 周南市建設部建築課

配付期間 令和2年8月31日 から 令和2年9月14日

質問方法 工事内容質問書により、工事担当課へファックスすること。

質問期限 令和2年9月14日 17時00分 まで

質問回答日 令和2年9月16日

質問回答方法 工事担当課において、開札日の前日まで閲覧に供する。

（８）入札保証金及び契約保証金に関する事項

入札保証金 免除

契約保証金 　 必要



FAX

FAX

（９）入札書等の提出方法

提出するもの
１.入札書

２.工事費内訳書

提出方法

　指定の表紙を使用し、一般書留又は簡易書留郵便により
日本郵便株式会社徳山郵便局留めにて郵送すること。
提出する外封筒は角形２号を推奨する。
 ※　入札担当課窓口への持参による提出は認めない。

（１０）入札書等の到達期限

提出期限（郵送） 令和2年10月1日 までに日本郵便株式会社徳山郵便局へ到達すること。

（１１）開札の日時及び場所

日　時 令和2年10月2日 11時00分 から

場　所 周南市役所２階入札室

（１２）入札の無効に関する事項

（３）入札参加資格に掲げる資格要件を満たさない者のした入札、不正な入札は無効とする。そのほか「周南市条件
付一般競争入札（事前審査方式）実施要領」、「周南市条件付一般競争入札心得」による。

（１３）その他

同種・類似工事
の要件

平成17年4月1日から令和2年8月31日までの間に、公共工事（法人税法（昭和40年法律第34
号）別表第１に掲げる公共法人が発注するものを含む。）で、1つの工事における床面積の
合計が80㎡以上の建築物の解体工事を元請人として施工完了したもの。

支払条件

前払金 有

中間前払金 無

部分払 　　無

工事担当課 周南市建設部建築課 0834-22-8393

様式の入手方法 周南地区福祉施設組合のホームページよりダウンロードすること。

再度・再々度の入札の
実施について

　周南市条件付一般競争入札(事前審査方式)実施要領により再度、再々度の入札を実施す
る場合は、有効な入札をした参加者にＦＡＸで入札方法、入札日等を通知する。

※周南市条件付一般競争入札（事前審査方式）実施要領、周南市条件付一般競争入札心得及び入札公告を遵守のうえ
入札すること。

（１４）担当課

（１５）この公告に関する問い合わせ先

周南地区福祉施設組合事務局（さつきの里内） 電話番号 0834-21-3641

※本状は周南市又は下松市に本社・本店のある企業を対象に送付させていだたいております。入札参加資
格に該当されない場合はご了承ください。

入札担当課
周南地区福祉施設組合　事務局（さつきの里
内）

0834-32-3494

契約担当課 周南地区福祉施設組合　きさんの里



（４）入札参加資格に関する書類・提出期限及び提出場所

提出するもの

１.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第１号の３)

２.同種・類似工事の施工実績調書（第２号様式、別紙）

３.配置予定技術者届（第３号様式）

４.監理技術者資格者証の写し（おもて面、裏面とも）

５.配置予定監理技術者が登録講習を受講したものであることを証する書面の写し

６.配置予定監理技術者の雇用関係を確認するための書面の写し

※３～６の書面について
　　申請時点で配置予定監理技術者を特定できない場合は、複数の候補者
　（３人を限度とする）を届出することができるので、この場合は、全員
　について提出すること。

７.建設業の許可通知書の写し又は許可証明書（証明日が3か月以内のもの）

８.経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書の写し

９.宛先を記入した返信用封筒

(84円切手貼付のこと。入札参加資格適合・非適合通知書を郵送時に使用。)

提出期間及び
時間

令和2年9月1日 から 令和2年9月14日 までの午前９時

から午後４時まで。（土・日・祝日を除く。）

提出場所 　周南地区福祉施設組合　事務局

提出方法 　持参して提出するものとし、郵便又は電信によるものは、受け付けない。

（５）入札参加資格確認結果の通知日

通知の発送日 令和2年9月24日 までにファックス及び郵便で発送する。

まで

（６）設計図書の閲覧・配付の期間、場所及び方法

閲覧期間
令和2年8月31日 から 令和2年10月1日 まで

の土・日及び祝日を除く執務時間内とする。

配付方法

　配付方法は周南地区福祉施設組合ホームページからのダウンロードとする。

※なお、ホームページ上の設計書等を開く際に、パスワードが必要となるので配付され
た公告に記載してあるパスワードを入力し取得すること。(配付期間を過ぎるとダウン
ロードできないため早目の取得を推奨する。)

閲覧場所 周南市建設部建築課

配付期間 令和2年8月31日 から 令和2年9月14日

質問方法 工事内容質問書により、工事担当課へファックスすること。

質問期限 令和2年9月14日 17時00分 まで

質問回答日 令和2年9月16日

質問回答方法 工事担当課において、開札日の前日まで閲覧に供する。

（８）入札保証金及び契約保証金に関する事項

入札保証金 免除

契約保証金 　 必要



FAX

FAX

（９）入札書等の提出方法

提出するもの
１.入札書

２.工事費内訳書

提出方法

　指定の表紙を使用し、一般書留又は簡易書留郵便により
日本郵便株式会社徳山郵便局留めにて郵送すること。
提出する外封筒は角形２号を推奨する。
 ※　入札担当課窓口への持参による提出は認めない。

（１０）入札書等の到達期限

提出期限（郵送） 令和2年10月1日 までに日本郵便株式会社徳山郵便局へ到達すること。

（１１）開札の日時及び場所

日　時 令和2年10月2日 11時00分 から

場　所 周南市役所２階入札室

（１２）入札の無効に関する事項

（３）入札参加資格に掲げる資格要件を満たさない者のした入札、不正な入札は無効とする。そのほか「周南市条件
付一般競争入札（事前審査方式）実施要領」、「周南市条件付一般競争入札心得」による。

（１３）その他

同種・類似工事
の要件

平成17年4月1日から令和2年8月31日までの間に、公共工事（法人税法（昭和40年法律第34
号）別表第１に掲げる公共法人が発注するものを含む。）で、1つの工事における床面積の
合計が80㎡以上の建築物の解体工事を元請人として施工完了したもの。

支払条件

前払金 有

中間前払金 無

部分払 　　無

工事担当課 周南市建設部建築課 0834-22-8393

様式の入手方法 周南地区福祉施設組合のホームページよりダウンロードすること。

再度・再々度の入札の
実施について

　周南市条件付一般競争入札(事前審査方式)実施要領により再度、再々度の入札を実施す
る場合は、有効な入札をした参加者にＦＡＸで入札方法、入札日等を通知する。

※周南市条件付一般競争入札（事前審査方式）実施要領、周南市条件付一般競争入札心得及び入札公告を遵守のうえ
入札すること。

（１４）担当課

（１５）この公告に関する問い合わせ先

周南地区福祉施設組合事務局（さつきの里内） 電話番号 0834-21-3641

※本状は周南市又は下松市に本社・本店のある企業を対象に送付させていだたいております。入札参加資
格に該当されない場合はご了承ください。

入札担当課
周南地区福祉施設組合　事務局（さつきの里
内）

0834-32-3494

契約担当課 周南地区福祉施設組合　きさんの里



この工事は

です。

●この入札は、低入札価格調査制度の対象工事です。

●応札の際に、工事費内訳書を入札書と同時に提出する必要があります。

数値的判断基準は o 該当します。

 該当しません。

判断基準額（失格ライン）は o 定めています。

 定めていません。

現場管理費相当額の算式は  直接工事費の1/10

o 直接工事費の2/10

組合が設定する低入札調査基準価格の算式は

   

※直接工事費の額・・・直接工事費－現場管理費相当額

　現場管理費の額・・・現場管理費＋現場管理費相当額

　現場管理費相当額・・直接工事費×

低入札価格調査資料等

・提出者

調査基準価格を下回った応札者のうち、入札執行者から資料の提出を求められた者

・提出期限

入札執行者が提出者に対して指定した調査日

・提出者

配付用（重要）

工事費内訳書・低入札価格調査制度に関する注意

工　事　名 養護老人ホーム「旧・きさんの里」解体工事

入　札　日 令和2年10月2日

周南市低入札価格に関する事務取扱要綱に掲げる別記第4号様式（第8条関係）「低
入札価格調査表②」に基づき調査するので、調査項目における状況が判断できる資
料

●工事費内訳書の作成・提出にあたっては、指定した様式の表紙に、代表者印を
押印することなど、注意点がありますので（「工事費内訳書提出にあたっての留
意事項」記載事項）、市契約監理課のホームページで確認するか、周南地区福祉
施設組合へお尋ねください。

　（直接工事費の額×１０／１０）＋（共通仮設費× ９ ／１０）
＋（現場管理費の額× ８ ／１０）＋（一般管理費× ７ ／１０）
※（各費目毎に所定の率を乗じたもの（小数以下切捨）を合計）から千円未満を切り捨てる

0.1

※「周南市低入札価格に関する事務取扱要綱」を必ずご覧ください。

※工事費内訳書提出にあたっての留意事項も必ずご覧ください。

周南地区福祉施設組合事務局　電話　0834-21-3641



周南地区福祉施設組合事務局　電話　0834-21-3641

５　入札後の工事費内訳書の取り扱い
　⑴　低入札価格調査対象となった場合、調査に利用します。
　⑵　談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合に、必要に応じ工事費内訳書を公正取
　　引委員会に提出することになります。

・工事費内訳書において積上げた金額を、値引等により調整して算出したもの

・明細表が添付されていないもの（ただし、予定価格が1,000万円未満の工事は除く。）

　　　①　任意様式　　　　　　　　　　　　設計図書配布場所において
　　　②　配布された「設計書」の利用　　　記入例を掲示しています

問い合わせ先　周南市財務部契約監理課　工事担当
　　　　　　　電話　０８３４－２２－８４２５

・工事費内訳書の未提出又は未記入等の不備

・表紙が添付されていないもの

・表紙に住所、商号又は名称並びに工事名の記載のないもの

・表紙に代表者又は代理人の押印を欠いたもの

・鉛筆書き等により意思表示の不明瞭なもの

・工事費内訳書の合計金額と入札書の金額が同一でないもの

　　　ください。

３　工事費内訳書の提出方法

　　入札書と一緒に提出してください。（入札執行者の指示による。）

４　入札の無効について

　　次のいずれかに該当する場合は、当該工事費内訳書提出業者の入札が無効となりますので、内容

　を十分確認のうえ提出してください。

　　②　営繕系工事（建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事）について

　　　は、工事費内訳書、種目別内訳書、科目別内訳書、中科目別内訳書及び細目別内訳書に記載

　　　のある施工名称等に対応する数量、単位、単価及び金額を表示したもの（ただし、予定価格

　　　が1,000万円未満の工事については、科目までが表示されていれば可とする。）

　⑵　様式

　　　配布された表紙に必要事項を記入・押印のうえ、次の①、②のいずれかを添付して提出して

　　①　土木系工事（土木等一般工事、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事）については、

　　　設計書の本工事費内訳表及び工種明細表に記載のある施工名称等に対応する数量、単位、単価

　　　及び金額を表示したもの（ただし、予定価格が1,000万円未満の工事については、工種（レベ

　　　ル２）までが表示されていれば可とする。）

１　対象工事

　　入札に付する工事

２　工事費内訳書の内容及び様式

　⑴　内容

工事費内訳書提出にあたっての留意事項

　（改正　Ｈ27年4月1日）

　入札参加者の適正な見積もりを促すとともに談合等の不正行為の排除、ダンピング受注の防止等

を図る観点から、工事費内訳書の提出が必要ですので、提出にあたっては下記の事項に留意してくだ

さい。

記
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