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制限付き一般競争入札参加者募集要領 

 

制限付き一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

令和 2年 6月 1日 

法人名 株式会社仙台進学プラザ   

代表者名 阿部 孝治 

１ 対象工事等 

（１） 対 象 工 事 名 

（２） 入 札 方 法 等 

（３） 予 定 価 格 

（４） 調 査 基 準 価 格 

（５） 失 格 基 準 価 格 

（６） 工 事 施 工 場 所      【別記】１のとおり 

（７） 工 期 

（８） 工 事 概 要 

（９） 支 払 条 件 

（１０）そ の 他 

 

 

２ 入札参加資格 

 入札に参加できる者は、入札日現在において次に掲げる要件のすべてを満たす者（以下

「入札参加資格者」という。）とする。 

（１） 対象工事に対応する工種について、仙台市契約規則（昭和３９年仙台市規則第４７

号。以下「規則」という。）第４条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載さ

れている者であること。 

（２） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する特定建設業者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立中及び更

生手続中でないこと。 

（４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立中または

再生手続中でないこと。 

（５） 有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和６０年１０月２９日市長決裁） 

第２条第１項の規定による指名停止を受けていないこと。 

（６） その他【別記】２に定める入札参加資格に該当する者であること。 
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３ 入札参加申請手続き等 

 対象工事の入札への参加を希望する者（以下「入札参加申請者」という。）は，次に掲げ

る書類を提出しなければならない。 

（１） 提出書類   

① 制限付き一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

② 誓約書（様式第２号） 

（２） 配布・受付場所【別記】３に定めるとおり。 

（３） 入札参加申請に必要な書類の配布・申請書受付期間【別記】３に定めるとおり。 

（４） 書類の作成に係る費用については入札参加申請者の負担とし、提出された書類は 

返却しない。 

 

４ 設計図書等の閲覧，複写及び設計図書等に対する質疑応答 

（１） 設計図書等の閲覧期間及び場所【別記】４の定めるとおり。 

（２） 設計図書等の複写 入札参加申請者は，【別記】４に示す場所において自己の負担に 

        より複写すること。 

（３） 設計図書等に対する質問及び回答 

① 設計図書等に対する質問 入札参加申請者は，設計図書等に対して質問がある場合

は【別記】４に定める期限までに質疑応答書（様式第３号）をＦＡＸにより提出  

（送信）すること。 

② 質問に対する回答 質問に対する回答は，【別記】４に定める期間に行う。 

 

５ 入札の執行及び方法 

 入札の執行は次のとおりとする。 

（１） 入札参加申請者は、入札書（様式第４号）及び工事費構成費目内訳書（様式第５号）

必要な場合は委任状（様式第６号）を、入札日当日に持参しなければならない。 

（２） 入札の日時及び場所は【別記】５に定めるとおり。 

（３） 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する

額を加算した金額を持って落札金額とするので、入札書に記載する金額は、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額とする。 

（４） その他入札に当たっては、別に定める入札心得を順守すること。 

（５） 入札は１回に限りこれを行う。 

（６） 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。

ただし調査基準価格を下回る入札において、直接工事費、共通仮設費、現場管理費

相当額、一般管理費等のいずれかが失格基準価格を下回った場合は、当該入札をし

た者を失格とし落札候補者としないものとする。 

（７） 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者に

くじを引かせて、落札候補者を定めるものとする。 
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６ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札参加資格者以外の者がした入札 

（２） 一の入札について同一の者がした二以上の入札 

（３） 入札者の記名押印がない入札 

（４） 金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

（５） 持参以外の方法による入札 

（６） 入札金額を訂正している入札 

（７） 入札金額に対応した工事費構成費目内訳書が入札時に提出されていない入札 

（８） 明らかに不正によると認められる入札 

（９） その他入札に関する条件に違反してなされた入札 

 

７ 入札保証金 免除 

 

８ 落札者の決定 

 落札者の決定は、次のとおりとする。 

（１） 落札者については、落札候補者の入札参加資格の有無を審査し決定するものとする。 

（２） 落札候補者が資格審査に必要な書類を提出期限内に提出しないとき、又は資格確認

のための指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格のな

い者のした入札とみなし無効とする。 

（３） 審査の結果、当該落札候補者に入札参加資格がないときは無効とし、次順位の価格

で入札した者を落札候補者として、同様に審査を行い、落札者を決定する。 

（４） 入札参加資格については、次に掲げる書類に基づき行うものとする。 

① 入札金額に対応した積算内訳書 

② 特定建設業者の許可証の写し 

③ 仙台市契約業者指名基準第２条に基づく建築工事の格付評点の写し 

④ 類似工事の施工実績調書（様式第７号） 

ａ．施工実績調書に記載された工事契約書の写し，または CORINS登録情報等の

写し。 

ｂ．施工実績を確認できる書類（CORINS 登録情報，図面，仕様書，施工証明書

の写し） 

  ⑤ 配置予定の技術者に関する調書（様式第８号） 

ａ．技術者の有する資格証の写し 

ｂ．技術者が監理技術者となる場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習

修了証（平成 16 年 3 月 31 日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた場合）の

写し 

ｃ．技術者の施工経験を確認できる書類（CORINS 登録情報等、図面、仕様書、

施工証明書等の写し） 
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ｄ．技術者の【別記】２に定める雇用関係が確認できる書類（健康保険被保険者

証、雇用保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書

等のいずれか）の写し 

  ⑥ その他必要と認められるもの 

（５） 資格審査書類の提出期限、提出場所及び提出方法は【別記】６に定めるとおり。 

（６） 審査の結果、入札参加資格がないとされた落札候補者に対しては、その理由を付し

て制限付き一般競争入札参加資格審査通知書（様式第９号）により簡易書留にて通

知する。 

（７） 入札参加資格を有しないとされた者は，【別記】７に定める期限までに資格を有しな

いとされた理由の説明を求めることができる。 

（８） 上記（７）による請求がなされたときは、理由説明請求に対する回答書      

（様式第１０号）により速やかに回答する。 

 

９ 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取扱い 

 入札日から契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったとき

は、当該入札を無効とし、契約締結を行わない。 

（１）「２ 入札参加資格」の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 

（２）制限付き一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載した 

ことが明らかになったとき。 

 

１０ 契約金額 

 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加

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）

とする。 

 

１１ 技術者の配置 

 当該工事を受注した場合の技術者の配置については、配置予定の技術者に関する調書 

（様式第８号）に記載されている者を配置しなければならない。 

 

１２ その他 

     本入札は、社会福祉施設等整備費国庫補助事業及び、仙台市私立保育所施設整備費補助事業

の実施に係るものであるため、本要領に定めた事項のほか詳細部分について疑義が生じた場合

は、仙台市その他関係機関と協議のうえ周知・実施するものとする。 

 

１３ 記載内容についての問い合わせ先 

【問い合わせ先住所】 980-0021 仙台市青葉区中央 3-10-19 

【問い合わせ先電話・ＦＡＸ番号】022-266-1431 FAX：022-267-4122 

【担当者】           株式会社久米設計 東北支社 高木洋 
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【別記】 

１ 対象工事の概要 

対象工事名 （仮称）ぷらざ保育園長町新築工事 

入札方法等 制限付き一般競争入札（入札後参加資格確認型） 

予定価格 

（税抜） 

   770,650,000   円 

※予定価格は事前公表型になります 

調査基準価格 

（税抜） 
契約締結後に公表 

失格基準価格 

（税抜） 
契約締結後に公表 

工事施工場所 仙台市太白区長町六丁目 836番 9の一部 

工期 契約締結後から令和３年３月１５日まで（引渡し） 

工事概要 

１， 建物概要 

（１） 構造 鉄骨造 

（２） 延床面積 1,770.09㎡ 

（３） 建築面積 1,175.76㎡ 

２，敷地面積  1,867.63 ㎡ 

支払条件 
契約金額の３０％を契約締結後、残金を補助金受領後（令和 3年 5 月予定）

に支払う。 

その他 

・ 本工事は仙台市の補助事業のため、仙台市で定める工事に関する契約の

規定に準拠して実施されるものである。 

・ 調査基準価格は、予定価格における各項目について、次の方法で算出す

る。 

直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費相当額×９０％

＋一般管理費×５５％ 

・ 失格基準価格は、予定価格の工事費構成費目について、次の方法で算出

する。 

入札金額が調査基準価格を下回り、かつ入札金額のうち、工事費構成費

目のいずれかが失格基準価格を下回った場合は失格とする。 

直接工事費×９０%，共通仮設費×９０％，現場管理費相当額×８５％，

一般管理費×５０% 

・ 本工事は建設リサイクル法の適用を受ける工事である。 
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２ 入札参加資格 

次の各要件を満たしていること。 

事業所の所在地等に 

関する条件 

建設業法に規定する特定建設業者で仙台市内に本店または営業所を有する者

であること。 

格付け評点に関する条件 
仙台市契約業者指名基準第 2条に基づく鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事の

格付評点が 950 点以上であること。 

施工実績に関する条件 

次の工事について，元請負としての施工実績があること（平成 26 年以降に

完成したものに限る） 

・ 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事または木造建築工事の新築工事で延床

面積が 800 ㎡以上の保育所。（共同企業体の場合は，出資比率が 20%以

上のものに限る。） 

配置技術者に関する条件 

次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 

・ 上記の施工実績を満たす工事の施工管理経験があること（完成年度は問

わないが、施工管理経験を証明できるものに限る。共同企業体の場合は

出資比率が２０％以上のものに限る。） 

・ 技術者が監理技術者となる場合は、建築工事業に対応した監理技術者資

格証の交付を受けている者であること。なお平成１６年 3 月 1 日以降に

監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証を取得

していること。 

・ 当該入札参加者と 3ヶ月以上直接雇用関係にある者。 

（注）施工管理経験とは、以下のいずれかをいう。 

①監理技術者又は主任技術者として施工経験があること。 

②管理技術者又は主任技術者としての資格を有し，現場代理人としての  

施工経験があること。 

 

 

３ 入札参加募集要領配布及び入札参加申請書受付期間・場所 

入札参加募集要領配布及び入札

参加申請書受付期間 
令和２年６月１日（月）～令和２年６月５日（金） 10 時～ 17 時 

配布・受付場所 

株式会社久米設計東北支社 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 3-10-19 電話：022-266-1431 

募集要項は、 

株式会社仙台進学プラザ HP(6/1～)にて掲載(ダウンロード可) 

建設新聞社 HP(6/2～)にて掲載（ダウンロード可） 
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４ 設計図書等の閲覧，複写及び質疑応答等 

閲覧・複写期間 
令和２年６月１日（月）～令和２年６月５日（金） 

  10 時～17 時 

閲覧場所 

株式会社久米設計東北支社 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 3-10-19 電話：022-266-1431 

図面、様式は CD にて配布するので、事前連絡後、来訪の事。 

複写場所 

上記に依る。 

質疑応答書の受付期限 

質疑応答書にて，令和２年６月５日（金）１２時までに 

（株）久米設計 東北支社 高木までにメールにて送信 

メールアドレス：Yo.Takagi@kumesekkei.co.jp 

質疑応答書の回答期限 

全ての質問事項に対する回答は一覧表にし、 

令和２年６月９日（火）に，全ての入札参加申請書提出業者に質疑

回答一覧をメールにて送信する 

 

５ 入札の日時及び場所 

入札日時 令和２年６月１５日（月）１4時 

入札場所 

株式会社仙台進学プラザ 本部 プラザコアビル５階 

〒984-0065 仙台市若林区土樋 104 

電話：022-217-7187 

提出書類 

１． 入札書（様式第４号） 

２． 工事費構成費目内訳書（様式第５号） 

３． 委任状（様式第６号） 

（いずれも指定の様式。委任状は必要な場合のみ提出すること） 

入札保証金 免除 
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６ 資格審査書類の提出期限及び場所等 

提出期限 令和２年６月１７日（水） １５時まで持参の上、提出のこと。 

提出場所 

株式会社久米設計東北支社 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 3-10-19 電話：022-266-1431 

提出書類 

① 入札金額に対応した積算内訳書 

② 特定建設業の許可証の写し 

③ 仙台市契約業者指名基準第２条に基づく建築工事の格付評点の

写し 

④ 類似工事の施工実績調書（様式第７号） 

ａ．施工実績調書に記載された工事契約書の写し、   

または CORINS 登録情報等の写し。 

ｂ．施工実績を確認できる書類（CORINS 登録情報，図面，

仕様書，施工証明書の写し） 

⑤ 配置予定の技術者に関する調書（様式第８号） 

ａ．技術者の有する資格証の写し 

ｂ．技術者が監理技術者となる場合は，監理技術者資格者

証及び監理技術者講習修了証（平成 16 年 3月 31日以降に

管理技術者資格者証の交付を受けた場合）の写し 

ｃ．技術者の施工経験を確認できる書類（CORINS   

登録情報等、図面、仕様書、施行証明書等の写し） 

ｄ．技術者の【別記】２に定める雇用関係が確認できる書

類（健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、住民税特

別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書等の    

いずれか）の写し 

⑥ その他必要と認めるもの 

 

７ 入札参加資格を有しないとした者からの理由説明請求 

提出期限 

制限付き一般競争入札参加資格結果通知書を受け取った日から２日

以内に提出すること。 

 １０時～１７時まで 

提出場所 

株式会社久米設計東北 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 3-10-19 電話：022-266-1431 

提出方法 持参により提出すること。様式自由ただし書面によること 

 




