
菰野町公告 第　　79　　号

菰野町長　石原　正敬

１．工　事　名

大羽根東野球場改修工事

２．工 事 場 所

菰野町大羽根園地内

３. 工 事 概 要

４．工　　　期

契約の日から 平成２９年３月３０日

５．予 定 価 格 (入札比較価格)

１７５，９３２，０００円 （１６２，９００，０００円　税抜き）

６．入札に参加できる者の資格条件
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

７．設計図書の購入先及び閲覧

購 入 先 舘印刷 TEL 059-396-0785

菰野町大字田口１９０３－３ FAX 059-399-2783

※ 購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間 菰野町役場 ３階 財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

８．質問の方法及び期限

までに文書にて提出すること。 FAX 059-394-3199

　菰野町建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。

　菰野町条件付一般競争入札実施要綱第４条に定める参加資格を満たす者。

　建設業法(昭和24年法律第100号)第３条に定める特定建設業の許可を受けた者であること。

　施工現場に、本工事に必要な資格を有する監理技術者を専任で配置すること。

平成２８年８月２９日（月）

平成２８年８月１７日

　下記の工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成18年規則　第７
号）第３条の規定に基づき次のとおり公告する。

　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こと。

　菰野町競争入札参加資格者名簿（建設工事）に登録されている者であって、土木一式工事の
資格総合点数が町内業者にあっては850点以上、準町内業者にあっては950点以上、三重郡内・
四日市市業者にあっては1000点以上、三重県内業者にあっては1050点以上であること。また、
年平均完成工事高が予定価格以上あること。

大羽根東野球場改修 N=1式                         文字・ﾌｧｳﾙﾗｲﾝﾍﾟｲﾝﾄ                 N=   1式
内野舗装工　　　　　　　　         A=2695.9m2    ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ新設工(H=9.4m、L=20.0m)   N=   1基
ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟｴﾘｱ舗装工　　　　         A= 438.6m2    ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄﾞ新設工(LED電光型、移動式) N=   1基
外野舗装工　　　　                 A=2845.7m2
外周排水溝工                       L= 108.0m
ﾌｧｳﾙｿﾞｰﾝ排水溝工                   L=  93.1m
透水暗渠幹線工(硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150) L=  53.7m
透水暗渠支線工(硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100) L= 386.4m
外周壁面衝撃緩衝材設置工           N=　 1式

　平成18年度以降において、官公庁が発注した同種工事（野球場（グラウンド）A=5,000㎡以
上）を元請（受注形態：単独）で施工した実績を有すること。

　入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

※ この工事の業種は土木一式工事とする。
※ 地域要件等については菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準を参照のこと。



９．質問の回答日

午後５時　　までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

10．入札方法
（１）　入札書は町指定様式とする。

（２）　郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。

（３）　あて先　〒５１０-１２９１　菰野郵便局留　菰野町役場　財務課行

（４）　郵送期間 平成２８年８月３１日（水）　　　　～ 必着

（５）

（６）

（７）

（８）

11．入札（開札）の日時及び場所
（１）入札（開札）日時　： 　平成２８年９月８日（木） 午前９時００分

（２）入札（開札）場所　： 　菰野町役場　３階　第３０３・３０４会議室

（３）入札（開札）立会人：

12. 入札保証金及び契約保証金

入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

13. 支払い条件

菰野町会計規則及び契約規則による。

14. 最低制限価格

最低制限価格を次の範囲で、別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に決定する。
※ 　予定価格の 83.00%　から 84.99%　の範囲で決定する。
※

15. その他
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）　本工事の契約は、町議会議決後締結するものとする。

　本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工
事発注基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

　すべての入札参加者が落札外となった場合は、公表した最低制限価格の率のうち最小の率で
算出した価格をもって、最低制限価格とする。

　落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

　談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を
中止するか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。

　前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しな
い。

　契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負
金額の１０分の２に相当する額の支払を求める。

　入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
は、無効とする。

　開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）
立会人とする。

　入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正し
た入札をしたときは無効とする。

　入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封
入すること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示
日現在において、審査基準日から１年７ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況
がわかるもの（経営事項審査結果通知でわからない場合）、施工実績調書を内封筒と共にA4サ
イズの用紙が入る程度の大きさの封筒に入れ郵送すること。（町指定郵便入札専用封筒によら
ない。）

　入札金額について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（千円止め）を入札書に記載す
ること。

　見積内訳書を町指定様式にて提出すること。(内封筒に、入札書とともに封入すること)

　設計図書を購入すること。(販売店発行の納品書、領収書、請求書のいずれかの写しを外封筒
に入れること)

平成２８年８月３１日（水）

平成２８年９月５日（月）



設計図書等購入申込書

※　複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。

※　設計図書の引渡しには、申込より１日（約２４時間程度）必要となるため、引渡し日時を、

　　確認のうえ購入すること。

※　購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。

※　購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

施 行 の 場 所 菰野町　大羽根園　地内

平成　　年　　月　　日

工 事 名

申　

込　

者

住 所

代 表 者 名

申 込 部 数

商号又は名称

電 話 番 号

大羽根東野球場改修工事

　　　　　図面　　　　部　　　　　仕様書　　　　部　（購入媒体：ＣＤ－Ｒ・紙）

【工事発注者　菰野町役場】

　担　当　　　財　務　課

入 札 公 告 日

設計図書販売期限

平成２８年８月１７日

平成２８年９月２日

公 告 番 号 第　７９　号



入札に必要な書類とその提出方法（町配布入札専用封筒を指定しない場合） 　

　★
①入札書 ●内封筒（長形３号封筒程度の大きさのもの）

　★
②見積内訳書
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の様式によること。

※提出は必須 ●外封筒
（Ａ４用紙が入る程度の大きさのもの）

　★
③配置予定技術者届兼
　入札(開札)立会人届

④経営事項審査結果写し
※同日の開札であれば１枚でよい。

⑤社会保険等への加入を
　証明する書類

⑥設計図書購入証明
納品書･領収書･請求書等

★＝町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる書類です。

※公告番号が一番若い入札の封筒
　に入れること。

資格証明書の写し及び雇用関係を
証明するものの写しを添付するこ
と。（町内業者については、既に
提出されている場合は省略可）

※提出の要否については入札公告
  を確認すること。

※④で加入を確認できない場合の
み提出すること。

　入札参加を希望する工事の
公告日現在有効な経営事項
審査結果通知書の写しとす
る。

　内封筒に必要事項を記入の
うえ、①と②を入れて封印す
ること。（詳しくは、内封筒
の記入例参照のこと）

入れる ※参加者で準備
長形３号

120mm×235mm

〒
　外封筒に、内封筒と③、④、⑤、
⑥を入れ糊付けすること。
　封筒の表面に、｢入札書在中｣と
し、開札日及び件名、裏面に差出人
の所在地及び商号又は名称を記入す
ること。
　封印及び差出人の押印は必要あり
ません。

あて先
〒510-1291　菰野郵便局留
菰野町役場財務課行

　郵送期限内に
到着するよう
に、局留郵便
（一般・簡易書
留又は特定記
録）の手続きを
とること。

提出入れる
　必ず入札参加を希望する
工事毎に提出すること。



内封筒の記入例

表）横書き

入札書在中
開札日  平成○○年○○月○○日

①入札書 件　名  菰野町○○○○○○○○新築工事

住所 菰野町○○○○○○番地
差出人

②見積内訳書 商号又は 株式会社○○○○
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の様式によること。 名称 　代表取締役 ○○○○
※提出は必須

※表面の右肩に「入札書在中」、上段に入札参加を希望する工事等の「開札日」と「件名」を
　記入すること。
※下段に、差出人の「住所」、「商号又は名称」を記入し押印すること。

裏）

※裏面は、封筒の糊しろや継ぎ目に代表者印で封印すること。

入れる




