
 

 

 

 

入 札 説 明 書 
 

工事名称：にじいろ保育園花園新築工事 

 

入札実施日 ： 2022 年 05月 9日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主：ライクアカデミー株式会社 

        

 

設計・工事監理：ariadesign 株式会社 

              一級建築士  村上 佐恵子     



 

入 札 説 明 書 
 

 

 

１．工事名称   にじいろ保育園花園新築工事 

 

２．工事場所   愛知県半田市有楽町 6丁目 5番 2 他 

 

３．工事概要   認可保育所新設に伴う新築工事 

 

４．事業主    

    住 所  東京都渋谷区道玄坂一丁目 12番 1号 渋谷マークシティウェスト 

    氏 名  ライクアカデミー株式会社  代表取締役 田中 浩一 

    電 話  ０３-６４３１-９７６９ 

 

５．設計・工事監理 

    社 名  ariadesign 株式会社 

    住 所  東京都渋谷区千駄ヶ谷 3丁目 52-5-505 

    担当者  一級建築士 村上 佐恵子 

    電 話  ０３-５８６０-２０２６ 

 

６．工  期    

    着 工      ２０２２年   ５月 １３日 から 

    完 成      ２０２３年   ２月 ２８日 まで 

 

７．予定価格 

    金額 ： ６３０，０００，０００円（税別） 

 

８．最低制限価格 

非公表と致します。ただし、入札終了後、公表致します。 

 

９．工事範囲   本要項書、質疑応答書、工事設計図及び特記仕様書 

         に示された範囲とする。※外構工事も入札対象とする。 

 

１０．質疑応答 

    日 時  ２０２２年 ０４月 ２８日（木）午後１時まで 

    方 法  ariadesign の担当者へメールにて送付すること。 

①A４版用紙に回答欄を設定した書面によるものとする。 

         ②電話による質疑は一切受け付けません。 

         ③質疑が無いものによる事後の追加金額協議は受付致しません。 

         メール：murakami@ariadesign.co.jp  

                 

１１．質疑回答日 

    日 時  ２０２２年 ０４月 ２８日（木）午後５時より 

順次メールにて送付します。 

 

 



 

１２．特記事項 

1. 図面等からの積算漏れに関しては施工会社負担とする。 

2. １０における質疑応答について、質疑が無いものによる追加支払金額に関する協議は

受付致しません。積算漏れが無いよう、不明点は必ず質疑において明確にするようお

願いします。 

3. 防水工事については、20 年間の補償を見込んだ金額として下さい。（費用発生の有無

に関わらず、入札見積書に詳細を金額含め記載して下さい。覚書や工事請負契約書内

への追記・特記等で契約させて頂く旨ご了承願います。） 

4. 当社都合による設計・仕様変更が発生した場合、協議に応じて頂きます。その際、金

額の増減が発生した場合は、増減表を作成し最終的に精算することに同意頂きます。 

5. 行政・当社等の検査後、必要な修正工事が発生した場合、引渡後であってもその内容

について責任を持って完了して頂きます。当方都合による追加工事は別途見積り提示

をして頂き、協議の上金額を決定するものとします。契約なき施工をした場合、お支

払い致しません。 

 

１３．入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、入札日において、次に掲げる入札参加資格条件を全て

満たす者であること。 

1. 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条の規定により許可を受けた特定建設業許可

業者であること。ただし、共同企業体は参加することができない。 

2. 半田市内に本店、支店又は営業所を有する者で、当該支店又は営業所に契約締結の権

限を委任された代理人を置いている者若しくは半田市を除く愛知県内に本店、支店又

は営業所を有する者であること。 

3. 入札参加資格が入札時点で未登録の事業者については、半田市の「令和４・５年度入

札参加資格審査申請要領【建築工事】」を参照の上、落札決定後、事後審査に必要な

書類と併せて、入札参加資格審査申請に必要な書類を持参すること。 

4. 審査基準日が入札参加申請日前１年７か月以内、かつ最新の経営規模等評価結果通知

書の建築一式工事に係る総合評定値が半田市内に本店、支店又は営業所を有する者に

あっては、８００点以上、半田市を除く愛知県内に本店、支店又は営業所を有する者

にあっては、１，５００点以上であること。 

5. 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項に該当しないこと。 

6. 対象工事について、建設業法の規定に基づき現場代理人、主任技術者及び監理技術者

を適正に配置できること。 

7. 半田市指名審査等事務取扱要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

8. 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立て

がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又

は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかっ

た者とみなす。 

9. 平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの間に、１件当たりの契約金額が

３，５００万円以上の建築一式工事について、元請として完了した実績を有している

こと。なお、共同企業体の構成員としての実績については、出資比率が２０％以上の

工事に限るものとし、出資比率に応じて算定する。 

 

１４．入札参加及び辞退の件 

   入札の参加及び辞退に関しては、下記の通り提出をするものとする。 

（１）入札参加 



 

入札参加希望者は、下記へメール連絡の上、参加意向を伝えること 

＜ninka-hoiku@like-ac.co.jp＞ 

（２）問い合わせ先 

東京都渋谷区道玄坂一丁目 12番 1号 渋谷マークシティウェスト 

  ライクアカデミー株式会社  営業部 古小路 宛 

電 話 03-6431-9769 

（３）辞退届 

参加表明後、辞退の意向がある場合は、辞退届に記入捺印の上、開札日までに 

提出すること。 

（４）提出期限 

２０２２年 ４月 ２８日（午後６時まで） 必着 

（５）その他 

ア 入札参加資格の積算及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 入札参加意向事業者には電子メール、ファイル転送サービスもしくはＣＤ-ＲＯ

Ｍにて設計図書一式を提供します。 

ウ 提出された入札書、誓約書、辞退届等は返却しない。 

 

 

１５．入札参加資格の喪失 

一般競争入札参加通知書を受けた者及びその構成員が、次のいずれかに該当すると

きは、当該工事にかかる入札に参加することができない。 

（１）入札参加条件に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

（２）入札参加資格確認申請提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

 

１６．入札及び開札等 

（１）入札及び開札の日時及び場所 

ア 日 時 ： ２０２２年 ５月 ９日（月）１３時 

（受付開始 １２時 ４５分） 

イ 場 所 ： 愛知県半田市東洋町２丁目１番地 

半田市役所 ３階 入札事務室 

 

（２）入札書及び工事費内訳書の提出方法 

ア 入札参加者は、上記に示した日時及び場所に誓約書、入札書、社員証、委任状等

を持参し、イに関して入札主催者の確認を受けること。 

イ 入札参加者は、誓約書、本人の名刺を提出したうえで、入札を行うこと。 

ウ 入札書に記載された金額に対応する「工事費内訳書」を提出すること。 

エ 入札書と工事費内訳書は封筒に封入すること。 

・封筒表面には「入札書在中」と記載し、併せて「工事名称」、「工事場所」を併

記すること。 

・封筒裏面には「入札者の所在地」、「商号又は名称」を記載すること。 

 

（３）入札書の記載方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当す

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消費税及び地方消費税

に相当する金額を除いて、入札書に記載すること。 

 



 

（４）開札の立会い及び入札回数等 

ア 入札者又はその代理者は、開札に立ち会わなければならない。 

イ 入札の回数は 1回とする。 

１７．入札の無効 

（１）１３に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札。 

 

１８．落札者の決定 

（１）予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の入札をした者のうち、最低の

価格をもって入札した者を落札候補者として入札参加資格を確認した上で落札者を

決定する。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札候補者順位を決定するものとする。 

（３）落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適

格者が確認できるまで次順位の低価格をもって入札した者を新たな落札候補者とし

て事後審査を行うものとする。 

（４）落札候補者及び指示された順位までの入札者は、開札日の翌日正午までに事後審査

に必要な書類を直接持参し提出すること。 

   ア 提出場所  ライクアカデミー株式会社 東海営業所 

   イ 提出書類  入札参加申込時に提出した確認資料に記載した施工実績工事につ

いて、一般財団法人日本建設情報センター（ＪＡＣＩＣ）の工事

実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）における登録内容確認書又は

工事契約書の写し 

           配置予定技術者について、技術検定合格証明書の写し、本入札に

該当する工事業の監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習

修了証の写し 

           その他指示する書類 

 

１９．契  約 

    落札者決定後原則１週間以内。 

※原則設計図書に記載のあるすべての積算 

 

２０．支払い条件（予定） 

    １回目 請負金額の５０％ ･･･中間時      （現金） 

    ２回目 請負金額の５０％ ･･･工事完了時    （現金） 

 

２１．諸式典 

    起工式   なし 

    上棟式   なし 

    竣工式   なし 

 

２２．その他 

（１）入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用して

はならない。 

（２）いかなる場合においても一括下請負契約を禁止する。 

（３）工事の一部を下請けによる施工とする場合、市内建設業者の活用にご配慮下さい。 

（４）建設資材、機械の購入又はリース並びに物品等の購入における市内業者の活用にご



 

配慮下さい。 

（５）下請契約を履行する際は適正な価格で契約することとし、関係法令の遵守をお願い

します。 

（６）支払金額等に関しては基本工事進捗実績を基に支払うものとする。但し詳細につい

ては入札後協議するものとする。 

（７）本入札参加に要した見積作成等の費用は、当社側は一切負担しません。 

（８）入札が天災、その他やむを得ない理由により執行できなくなったときは、入札を延

期または中止することとします。 

（９）弊社のノウハウが外部流出する懸念があるため、保育事業に関連する会社等がある

事業者の入札参加は不可とする。 

（１０）入札後、工期の短縮を理由とした追加金額に関しては、特別な事由（天災、不慮

の事故等）がない限り認めません。また、併せて新型コロナウイルス感染症を理由

とした追加金額についてもお支払いしない為、必要があれば入札時の金額に織り込

みご参加ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


