
入 札 公 告 

 

宗像市公告第 24号 

 

宗像市が発注する建設工事について、次のとおり事後審査型制限付一般競争入札（郵便入札）に付しま

す。 

 

平成 29年 2月 3日 

 

                              宗像市長  谷井 博美 

 

 

１ 入札に付する事項について 

（１）工事名等     学校管理課 起工 工事第 259号 

地島小学校大規模改造Ⅱ期工事（建築工事） 

（２）工事場所     宗像市地島 

（３）工事概要     地島小学校における施設老朽化に伴う内部改修工事を実施するもの 

ア 構造・規模  鉄筋コンクリート造 2階建（敷地面積 5,423平方メートル） 

イ 整備対象棟  校舎棟 

     延床面積  961平方メートル 

     整備面積  846平方メートル 

ウ 整備居室等  校長室、職員室、普通教室、音楽室、ＰＣ室、理科室、当直室 

エ 主な工事   内部改修工事（建築工事） 

（４）使用する主な資機材 

            ・床複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ     352平方メートル 

            ・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り         179平方メートル           

  ・壁 SOP塗り改修    692平方メートル 

･ 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り     575平方メートル ほか 

（５）工  期     契約日の翌日から平成 29年 8月 31日まで 

（６）予定価格     129,592,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

（７）最低制限価格   有（非公表） 

（８）支払条件     前払金 有   部分払 無 

 

 

２ 入札等の日程について 

事 由 日 程 備 考 

（１）入札公告日 平成 29年 2月 3日（金）  

（２）質疑書の提出期限 平成 29年 2月 17日（金）まで FAXによる提出可 

（３）質疑書への回答期限 平成 29年 2月 22日（水）まで FAXにより回答 

（４）入札書類の提出期限 平成 29年 3月 3日（金）まで 郵送により提出（持参不可） 

（５）開札日時及び場所 平成 29年 3月 8日（水） 

午後 3時 00分宗像市役所 202会議室 

開札立会人へは別途通知する 

（６）競争入札参加確認申請

書等の提出期限 

平成 29年 3月 9日（木）まで 持参すること 



 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格について 

次の各号に掲げる資格(以下「競争入札参加資格」という)を有する者でなければ入札に参加するこ

とができない。 

ア  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。  

イ  原則として 5年以上引き続き同種の業務を営んだ実績を有する者であること(官公需適格組合を

除く)。 

ウ  市町村税を滞納していない者であること。 

エ  経営状態が著しく不健全であると認められない者であること。 

オ  2(4)で指定する入札書類の提出期限時点で、建設業法による建築一式工事に係る特定建設業の許

可を受けており、本公告の時点で宗像市競争入札参加有資格者名簿に第一希望業種が建築一式工

事、等級がＢ等級で登録されている者であり、かつ、宗像市又は福津市内の本店、支店、営業所

等で登録されている者であること。 

カ  社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。ただし、社会保険

等の加入義務がない者は除く。 

キ  平成 19年 2月 1日以降、入札書類の提出期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した、

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建築一式工事のいずれかで、1件の契約

金額（共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額）が 69,000,000円（消費税及び

地方消費税相当額を含む。）以上の公共工事の施工実績を有する者であること。 

ク  平成 19年 2月 1日以降、入札書類の提出期限までに元請けとして完成し、引渡しが完了した、

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建築一式工事のいずれかで、1件の契約

金額（共同企業体での施工の場合は契約金額に出資率を乗じた額）が 69,000,000円（消費税及び

地方消費税相当額を含む。）以上の公共工事に現場代理人【注 1】、もしくは主任技術者、もしく

は監理技術者のいずれかとして従事した経験【注 2】を有し、かつ、入札日以前に 3ヶ月以上の雇

用関係を有する監理技術者を専任で配置できる者であること。 

 

【注 1】：現場代理人での従事経験については対象となる施工実績の工期の始期日以前に監理技術

者の資格を取得している場合のみ有効とする。 

 

【注 2】：現場代理人、主任又は監理技術者での従事経験については対象となる施工実績の総工期

にわたる工事に限る。 

 

ケ  本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受

けていない者であること。 

コ 本件工事に係る設計業務等の受注者（林設計一級建築士事務所）又は当該受注者と資本面若しく

は人事面において関連があると認められる者でないこと。 

 

 

４ 入札参加申込書等の交付方法について 

入札参加申込書等（設計図書及び図面を除く）は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲

載するので、それをダウンロードして使用すること。 

※宗像市公式ホームページアドレス 

http://www.city.munakata.lg.jp/ →「契約・入札情報」→「事後審査型建設工事用入札説明

書」 

 



 

５ 入札書類の提出について 

（１）提出書類 

入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類（以下「入札書類」という）を郵送により提

出すること。なお、詳細については事後審査型建設工事用入札説明書を参照すること。 

ア 入札書（指定様式） 

イ 入札金額に対応した積算内訳書（任意様式） 

ウ 誓約書（指定様式） 

エ 質疑書（原本未提出の場合のみ） 

 

（２）書類の提出方法及び期限 

入札書類を提出する際の封筒は 2重とすること。中封筒に入札書及び積算内訳書を入れ封印し、中

封筒、誓約書及び質疑書を外封筒に入れ、郵送すること。なお、提出された書類の差替え又は撤回は

認めない。 

ア 宛先 

〒811－3436 宗像東郷郵便局留 宗像市役所 契約検査課契約係 行 

イ 郵送方法 

一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかにより郵送し、必ず、提出期限までに書類

が到着したかを確認すること。 

ウ 提出期限 

2(4)で指定する入札書類の提出期限のとおり 

 

 

６ 設計図書等の閲覧及び販売について 

（１）設計図書等の閲覧 

設計図書及び図面（以下「設計図書等」という）は、次のとおり閲覧に供する。 

ア 閲覧期間 

本公告の日から 2(4)で指定する入札書類の提出期限まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

イ 閲覧場所 

工事担当課 

（２）設計図書等の販売 

設計図書等は次のとおり指定コピー店で販売する。なお、当該設計図書等を本件工事の入札又は施

工以外の利用に供してはならない。 

ア 販売期間 

本公告の日から 2(4)で指定する入札書類の提出期限まで。ただし、指定コピー店の営業時間中

に限る。 

イ 販売場所 

文友舎（ぶんゆうしゃ） 宗像市土穴 1-2-21（徳ビル 1F） 

TEL 0940－32－3275、FAX 0940－33－0996 

ウ 申込方法 

指定コピー店へ事前に申込み（指定様式）を行うこと。 

 

 

７ 質疑書の提出及び回答について 

（１）質疑書の提出 



質疑書の受付は次のとおり行う。なお、質疑書（指定様式）をＦＡＸにより提出する場合は、原本

を入札書類とともに郵送で提出すること。 

 

ア 受付期間 

本公告の日から 2(2)で指定する質疑書の提出期限まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）。た

だし、最終日の受付時間は、正午までとする。 

 

イ 受付場所 

工事担当課 

 

（２）質疑書への回答 

質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。また、質問した者へは回答書を 2(3)で指定する質

疑書への回答期限の午後 5時までにＦＡＸにより送付する。 

ア 閲覧期間 

2(3)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の提出期限まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く） 

イ 閲覧場所 

工事担当課 

 

 

８ 現場説明会について 

現場説明会は行わない。 

 

 

９ 入札の辞退について 

入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、2(5)の開札前までに入札辞退届を提出すること。 

 

 

10 開札及び開札の立会いについて 

開札は、2(5)で指定する日時及び場所で行う。なお、開札の立会いについては、1回の開札につき、

すべての入札案件の参加者の中から 2名の開札立会人を選任し、別途通知する。 

 

 

11 入札保証金 

入札保証金は納付を免除する。 

 

 

12 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 5に定める方法以外で郵送又は持参された入札 

イ 封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札 

ウ 封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札 

エ 宗像市契約事務規則第 20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札 

オ 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者（入札（開札）時点において指名停止期間中で

ある者等入札参加条件に反した者を含む）及び虚偽の申請を行った者がした入札 



カ 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札 

 

 

13 入札の中止 

入札参加者が 1者のときは、入札の執行を取りやめる。 

 

 

14 落札候補者の決定 

（１）開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で一番低い金額で入札した者から順に落札候補者と

する。 

（２）開札の結果、同価格の入札をした者が 2者以上あるときは、立会人等のくじにより落札候補者の順

位を決定するものとする。 

（３）落札候補者に対する候補者決定の連絡は、電話で行う。 

（４）落札候補者の決定後、当該落札候補者について、審査順位が上位の者から競争入札参加資格確認審

査を行うものとする。 

  

 

15 競争入札参加資格確認審査 

（１） 落札候補者は、競争入札参加資格確認審査に必要となる、下記の（３）に定める書類を提出しな 

ければならない。競争入札参加資格確認審査の結果、落札者が決定したときは、他の落札候補者の競

争入札参加資格確認審査は行わないものとする。 

（２）競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が資格を有しないと認められた場合は、当該落札候

補者が行った入札は無効とし、次の順位の者を落札候補者として、下記の（３）に定める書類の提出

を求め、資格確認審査を行うものとし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。 

（３）落札候補者が提出しなければならない書類（以下「審査書類」という） 

ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書 

イ 競争入札参加資格確認資料（別紙、事後審査型建設工事用入札説明書参照のこと） 

（４）提出方法等 

ア 提出先 契約担当課 

イ 提出期限 第 1位の落札候補者は、2(6)で指定する提出期限の午後 4時までに上記の提出先に

持参する。なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。 

ウ 競争入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認書類が提出された翌日から起算して７日以

内（土曜日、日曜日、その他の休日を含まない）に行うものとする。ただし、競争入札参加資

格の確認に疑義等が生じた場合は、この限りでない。 

エ 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき、又は落札候補者が競争入札参加資格確

認審査のために入札執行者が行う指示に応じないときも、当該落札候補者が行った入札は無効

とする。 

 

 

16 落札の決定等 

（１）審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認したときは、その者を落札

者と決定する。 

（２）落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。当該連絡を受けた落札者は、速やかに契約の手続

を行うものとする。 

（３）審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格要件を満たしていないときは、その旨を書面により通



知するものとする。 

（４）落札候補者が、落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がない

ものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。 

（５）前２号の通知を受けた者は、契約担当課に書面（任意様式）を提出してその理由の説明を求めるこ

とができる。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

ア 受付期間 

通知を受けた日の翌日から起算して 3日間（土曜日、日曜日及び祝日を除く）のうち毎日午前

9時から午後 5時まで 

イ 受付場所 

契約担当課 

 

なお、回答は、説明を求められた日の翌日から起算して 5日後（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

までに書面により行う。 

 

 

17 入札結果の公表 

入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び契約検査課窓口で公表する。公表ま

で電話等による問い合わせには一切応じない。 

 

 

18 配置予定技術者に関する注意事項 

落札後の配置予定技術者の変更は認めない。契約後についても、死亡、疾病など、真にやむを得な

い場合を除き、技術者の変更は認めない（ただし、いずれの場合も複数人の配置予定技術者を届け出

ていた場合は除く）。 

 

 

19 問い合わせ先 

（１）契約担当課 

総務部契約検査課契約係（宗像市東郷一丁目 1番 1号） 

ＴＥＬ番号 0940-36-1161（直通）  ＦＡＸ番号 0940-37-1242 

（２）工事担当課 

教育子ども部学校管理課管理係（宗像市東郷一丁目 1番 1号） 

ＴＥＬ番号 0940-36-1322（直通）  ＦＡＸ番号 0940-37-1525 

 


