
 

 

公  告 

 

制限付一般競争入札を次のとおり実施するので、井原市財務規則（昭和３９年井原

市規則第８号）第１００条の規定により告示します。 

 

  平成３０年 ６月２６日 

 

 

井原市長 瀧 本 豊 文 

 

 

記 

  １ 入札の方法 

     次の工事の入札は、井原市郵便入札実施要領（平成１９年８月１日実施）の規定に

よる郵便による入札で実施します。 

 

 

２ 入札対象工事  

（１）工 事 番 号 207－30－1115 

（２）工 事 名 公共下水道 汚水管埋設工事 

（３）工 事 場 所 井原市七日市町花野 地内 

井原汚水枝線 補助その１－１外 

（４）工 期 契約締結日から平成３１年 ３月 １日まで 

（５）工 事 概 要 土木一式工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）予 定 価 格 ８１，５１０，０００円（消費税相当額を除いたもの） 

 

 ３ 入札参加資格 

  （１） 「平成２９年度井原市建設工事請負契約指名競争入札参加資格名簿」に

登録されていること。 

（２）井原市内に本社又は本店を有する者で、市税を完納している者（市内業 

者）。 

管径 φ75～φ300 ㎜     施工延長 Ｌ＝316.80ｍ 

管きょ工  

 開削工法 PEφ75 ㎜ L= 21.20ｍ 

 開削工法 VUφ150 ㎜ L= 49.50ｍ 

 開削工法 VUφ200 ㎜ L= 37.60ｍ 

 推進工法 VPφ200 ㎜ L=139.50ｍ 

 推進工法 RP（RM 型）φ300 ㎜ L= 69.00ｍ 

人孔設置工  

1 号ﾚｼﾞﾝ組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 N=  1 箇所  

2 号ﾚｼﾞﾝ組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 N=  1 箇所 

1 号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 N=  4 箇所 

2 号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 N=  3 箇所 

ﾚｼﾞﾝ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 N=  4 箇所 

公共桝設置工  

公共桝（塩ビ製φ200）設置工 N=  3 箇所 



 

 

（３） 井原市建設工事請負契約指名競争入札参加資格規程(昭和５３年井原市規

程第２号)第６条に基づく経営事項資格審査結果において、「土木一式工

事」の等級がＡ級以上であること。 

（４）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定に基づき、土木工

事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（５）井原市の指名競争入札（土木工事）において、指名実績を有すること。 

（６）対象工事に関し、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規 

定に基づく主任技術者又は監理技術者を配置できること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に 

該当しない者であること。 

（８）本市の指名停止措置を受けていないこと。 

 

 

４ 入札執行場所及び日時 

（１）場 所 井原市役所 ４階 大会議室３ 

（２）日 時 平成３０年 ７月１９日(木)午前１０時１０分 

入札の開札には、入札参加業者の中から事前に選定した立会人２人が立 

会いをします。 

 

 

５ 入札参加申請及び資格の審査 

（１）入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申請書を持参して 

申請してください。 

申込先   井原市役所総務部財政課契約管理係 

申込期間 平成３０年６月２６日(火)から平成３０年７月２日(月) （土曜日、日

曜日を除く。）までの午前８時３０分から午後５時まで（正午から午

後１時までを除く。） 

＊ただし、７月２日（月）は、正午までとします。 

提出書類 制限付一般競争入札参加申請書 

（２）入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の審査後において、次のいずれかに該当するときは、当該工事に  

係る入札参加資格を喪失する。 

    ア この公告に定める条件のいずれかを満たさなくなったとき。 

    イ 制限付一般競争入札参加申請書に虚偽の記載をしたとき。 

    

  ６ 設計図書等について 

（１）この入札に係る設計図書等（図面以外）は、財政課で販売します。入札に参加

される方は、必ず購入してください。 

販売期間 平成３０年６月２６日(火)から平成３０年７月２日(月) （土曜日、  

日曜日を除く。）までの午前８時３０分から午後５時まで（正午から

午後１時までを除く。） 

（２）設計図書等の購入後、入札が中止又は不成立になった場合であっても代金は返

還しません。 

  

 

 



 

 

７ 質問書及び回答書 

設計図書等の内容について疑義がある場合は、質問書を平成３０年７月６   

日(金)午後５時までに財政課に提出するものとする。 

回答書は、制限付一般競争入札参加申請書の提出のあった者全てに、平成 

３０年７月１１日（水）正午までにＦＡＸにより回答するものとする。 

８ 内訳書の提出 

（１） 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を提出して 

ください。 

（２） 内訳書は、指定様式を井原市財政課入札情報のホームページから入手し、

作成してください。 

 

 

９ 入札書・内訳書の郵送方法 

（１）入札書を入札書用封筒(長３封筒)に封入し、郵送用封筒の中に内訳書とと

もに封入してください。郵送方法は、井原郵便局留一般書留郵便又は簡易書

留郵便のいずれかの方法により行い、入札書到達期限までに井原郵便局に到

達するように郵送してください。それぞれの封筒の規格は、これにより難い

場合は、この限りではありません。 

（２）入札書用封筒及び郵送用封筒の表面には、井原市財政課のホームページ又

は財政課に示した、入札参加者名、工事名、開札日時等を記入する用紙を貼

り付けし、２か所を封印してください。また、裏面の上下２か所を封印して

ください。 

（３）入札書・内訳書は、到着期限後に書替え、引替え又は撤回することはでき

ません。 

 

 

 １０ 入札書類等の郵送期間及び到着期限 

    郵送期間及び到着期限  平成３０年６月２６日（火）から 

                平成３０年７月１８日（水）まで 

＊ この期間に井原郵便局に到着するよう郵送してください。 

 

 

 １１ 入札の辞退 

（１）入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、到着期限までに入札辞退

届を財政課へ直接持参してください。 

（２）入札書等が到着期限までに到着しなかった場合は、当該入札を辞退したも

のとみなします。 

 

 

 １２ 入札保証金 

    免除 

 

 

 １３ 高落札率入札調査について 

この入札は、高落札率入札調査の対象となります。落札率が９５％以上となっ

た場合、落札の決定は保留します。 



 

 

１４ 低入札価格調査について 

   この入札は、低入札調査価格を設定しています。 

 

１５ 入札参加資格の確認及び落札者の決定 

（１）入札参加資格の確認及び落札者の決定は、入札を終了した後に行うものと

します。 

（２）制限付一般競争入札参加資格確認申請書等の提出については、予定価格以

下であって、かつ低入札調査価格以上の金額で応札した者を対象とし、最も

入札価格の低い者から求めます。ただし、低入札調査価格未満で応札した場

合は、応札した者を調査し、契約内容に適合した履行がなされると判断され

る場合は、当該応札者を落札者と決定します。 

（３）前号の申請は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書等を持参して申請してく

ださい。 

   申 請 先  井原市役所総務部財政課契約管理係 

   提出期限  提出を求められた日の翌日から起算して２日以内。土曜日及

び日曜日を除く午前８時３０分から午後５時まで（正午から

午後１時までは除く。） 

提出書類  ア 制限付一般競争入札参加資格確認申請書 

イ 経営事項審査結果通知書の写し 

ウ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し 

エ 主任技術者又は監理技術者の資格者証の写し及びその者

が３か月以上雇用関係にあることがわかるもの（健康保険

証等の写し） 

オ 井原市の市税完納証明書（発行日は確認申請日の３か月以

内。写しでも可） 

（４）入札参加資格の審査は、入札参加資格を満たしている者１人が確認できる

まで行い、資格を有している場合は、落札決定を行います。 

（５）落札者を決定したときは、速やかに落札者に対し電話等の方法により連絡

し、後に制限付一般競争入札参加資格結果通知書により通知します。 

入札参加資格を有していないことを確認したときも、制限付一般競争入札 

参加資格結果通知書により通知します。この場合において、不適格通知を受

けた日から起算して２日以内に、その理由について市長に対し書面で問い合

わせることができます。 

 

 

 １６ 入札に関する無効事項 

（１）競争入札に参加する資格のない者がした入札 

（２）入札方法に違反して行われた入札 

（３）入札者の記名押印のない場合又は入札書の記載事項が不明確な場合 

（４）  総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入 

 札 

（５）同一事項の入札に対し２通以上の入札書を提出した場合 

（６）一般書留郵便又は簡易書留郵便以外の方法で入札書を提出した入札 

（７）規定する様式以外の封筒で、入札書・内訳書及び公告で指定された書類を

郵送した入札 

 



 

 

（８）入札書用封筒並びに郵送用封筒記載の件名、差出人名及び同封された入札

書の件名又は入札者名が相違する入札 

（９）入札書用封筒並びに郵送用封筒に工事名又は差出人名が記載されていない

入札 

（10）入札書が指定する到着期限を過ぎて到着した入札 

（11）内訳書が郵送用封筒に同封されていない入札 

（12）内訳書の合計金額と入札書に記載された入札価格が異なるなど内訳書の内

容に不備がある入札 

（13）予定価格を事前公表したとき、その予定価格を上回った入札 

（14）入札に関し不正の行為をした者の行った入札 

（15）その他入札条件に違反してなされた入札 

 

 

１７ 契約保証金 

   有（１０％以上） 

 

 

１８ 支払条件 

前払金    有（４０％以内）ただし、請負金額による。 

中間前金払  有（２０％以内）ただし、請負金額による。 

部分払    無 

 

 

１９ 契約条項を示す場所  

井原市役所総務部財政課契約管理係 

 

 

２０ その他事項 

（１）入札者が３社に満たない場合は、入札の執行を中止します。 

（２）落札者にあっては、入札書に記載された金額の当該金額の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、

見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

（３）この告示についての問合せ先 

井原市役所総務部財政課契約管理係（0866-62-9507） 

 


