
令和３年１２月 14 日 

「うみのほし大久保グループホーム」 

屋上防水工事入札参加業者の募集について 

 

株式会社うみのほし  

                             代表取締役 西山 重和 

                                                            

   

 株式会社うみのほしが運営する「うみのほし大久保グループホーム」の屋上

防水工事について、一般競争入札を実施するため、地方自治施行令（昭和二

十二年政令第十六号）第 167 条の 6 及び明石市契約規則（平成 5 年 3 月 30 日

規則第 10 号）を準用し、次のとおり公告します。 

                                                        

 

１．件名 「うみのほし大久保グループホーム屋上防水工事」 

 

２．工事の場所  〒674-0063 兵庫県明石市大久保町八木字家ノ北 654-3 

うみのほし大久保グループホームの屋上 

 

３．工事内容   当該物件の一部で雨漏りを繰り返しており、雨漏り・漏水を防ぐための 

屋上防水工事を実施する。 

・建物：3 階建て・P1（RC 造り・鉄骨造り） 

・屋上延床面積：約 700 ㎡ 

 

 

４．予定工期  契約締結日の翌日から令和 4 年 3 月 15 日まで 

 

５．入札方法等 

 (1)入札方法   一般競争入札 

 



 (2)予定価格   有（非公開） 

 

(3)最低制限価格  有 

 

(4)入札保証金    無 

 

６．入札参加資格について 

以下（1）から（8）の全てに該当する者を、入札参加資格を有する者とする。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 

(2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再生

手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生

手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更

生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 

年法律第 172 号。以下「旧法」という。）第 30 条第１項又は第２項の規定による更生

手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又

は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 

 

(4) 公告の日時点において、明石市の入札参加資格登録を受けており、明石市入札参加者等

指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

 

(5) 入札を実施する前に、法人に対して工事費を提示し、又は、工事費について交渉を行う

など、正常な一般競争入札の執行を妨げる営業活動等を行うおそれがない者であるこ

と。 

 

(6) 当法人の代表取締役又は取締役若しくはこれらの者の親族（６親等以内の血族、配偶者

又は３親等以内の姻族。以下（「親族等」という。）が役員に就いている業者など、当法

人の代表取締役又は取締役等が特別の利害関係を有する業者でない者であること。 

 

(7) 公告日時点において法人税、所得税及び消費税（地方消費税を含む）の滞納がなく、手

形交換所による取引停止処分を受けていない者であること。 

 

(8) 医療、福祉関連事業における納入・工事等の実績を有する者であること。 

 



７．一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書およ

び関係資料（以下「資格審査資料」という。）を郵送により提出し、入札参加資格の審査を

受けなければならない。 

（１） 資格審査資料配布期間  公告日から令和３年１２月２０日（月） 

 

（２） 問い合わせ受付時間   月曜～土曜日の午後１時から午後４時まで 

                    株式会社うみのほし  

うみのほし大久保グループホーム  西谷 学 

                    電話 (078)935-6789 

 

（３） 資格審査資料配布方法  配布希望者は、うみのほし大久保グループホームに 

対し電話により資格審査資料の配布希望を連絡するこ

と。希望者に対し、うみのほし大久保グループホームよ

りメール添付にて資格審査資料を配布する。 

 

（４） 提出書類 資格審査資料（様式あり） 

 

（５） 提出方法 資格審査書類を添付の上、メールにより提出すること。 

 

（６） 提出先  メールアドレス＜ookubo@umi-no-hoshi.com＞ 

              株式会社うみのほし 西谷 学 

 

（７） 提出期限 令和３年１２月 21 日（火）午前 11 時まで 

 

８． 一般競争入札参加資格の審査結果通知の配布および設計図書等の配布 

入札参加資格が認められる業者には、令和 3 年 12 月 21 日（火）午後 3 時までにメール

により「入札書書式等」及び「設計図書等」を送付します。 

 

9. 現場説明会 

入札参加資格が認められた業者を対象に、次の日程で現場説明会を開催します。 

1 回目：令和 3 年 12 月 22 日（水）10：00 

2 回目：令和 3 年 12 月 23 日（木）10：00 

尚、現場説明会に参加できない事業者の入札は認められません。また、上記の日程で都

合がつかない場合は、事前連絡による別途日程調整も可能とします。 

 



１０． 入札執行の日時等 

（１）入札日時 令和 4 年１月７日（金）午後３時 

 

（２）入札場所 〒674-0063 兵庫県明石市大久保町八木字家ノ北 654-3 

うみのほし大久保グループホーム 3 階会議室 

 

（３）入札方法  

①入札を認められた業者は、入札日時に、入札場所まで来所して下さい。尚、会場の

都合上、入札場所に入室できるのは、1 事業者につき 2 名までとします。 

②郵便による入札は認めません。 

③入札者は入札前に、誓約書、名刺（来所者全員分）を提出すること。 

 

１１．入札日程等 

（１）公告日      令和３年１２月１４日（火） 

 

（２）応募締切日時   令和３年１２月２１日（火）午前 11 時まで 

 

（３）入札書式等配布日 令和 3 年 12 月２１日（火）午後 3 時までにメールで配布 

 

（４）質疑書提出日時  令和３年１２月２７日（月）午後 4 時まで 

            提出場所      株式会社うみのほし  

うみのほし大久保グループホーム 

提出方法      指定アドレスへのメール 

指定メールアドレス ＜ookubo@umi-no-hoshi.com＞ 

                 質疑のない場合は、その旨をメールにて連絡 

 

（５）質疑回答期限 

応答日時  令和３年１２月２８日（火） 

応答方法  メールにより回答（すべての質疑を集計したものを全参加者へ送付） 

※入札参加が認められた者すべてにメールにより通知する。 

 

（６）入札日時   令和４年１月７日（金）午後 3 時より（入札後即時開札） 

 

（７）開札場所  〒674-0063 兵庫県明石市大久保町八木字家ノ北 654-3 

うみのほし大久保グループホーム 3 階会議室 

 



１２．落札者の決定 

（１）予定価格と最低制限価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札

者とする。 

 

（２）予定価格と最低制限価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。 

 （再度入札を含め入札は二回まで） 

 

（３）上記（２）によっても落札者がいない場合は、①及び②の場合に限り、下記の条件 

を遵守したうえで、交渉による随意契約を行うものとする。 

①最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に 

契約締結の意思がない場合は順次、次の低い価格で入札した者を対象とす 

る。） 

②再度入札において、入札に応じるものが一者のみとなった場合。 

条件１：随意契約であっても契約額は予定価格の範囲であること。 

条件２：交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。 

条件３：入札にあたっての条件等を変えることは認められないこと。 

条件４：契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、事業者及び業者が署名（捺印） 

すること。 

（４）落札者とすべき同額の入札をした者が２以上あるときは、くじ引きにより落札者を 

決定するものとする。 

（５）初回入札に参加する者が一社のみの場合は 1 回のみ入札を行うことができる。 

 

１３．入札注意事項 

（１）代理人が入札を行う場合には、入札前に委任状を提出すること。 

（２）落札者にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当

する額を加算した額（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、見積もりをした契約希望額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札を辞退する場合は入札辞退届により申し出ること。 

（４）再度入札における落札者、または落札者がいない場合において随意契約を締結するこ

ととされた者は、入札金額見積内訳書を、後日提出すること。 

（５）談合等不正行為を行わない旨の誓約書を入札日当日に提出すること。 

（６）下記の各項目に該当する入札は無効とする。 

       ①入札する資格がない者が入札した場合 

②入札金額見積内訳書と一致しない金額で入札した場合 



③談合その他不正行為があったと認められる者が行った入札 

④虚偽の確認申請書を提出した者が行った入札 

⑤入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者が行った入札 

⑥最低制限価格を下回る金額の入札 

⑦入札日時に遅刻した者が行った入札 

    ⑧次にあげる入札をした者が行った入札 

ア・入札書に押印のないもの 

イ・記載事項を訂正した場合においては、その個所に押印のないもの 

ウ・押印された印影が明らかでないもの 

エ・記載すべき事項の記入のないもの、又は記載した事項が明らかでないもの 

オ・代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

カ・他人の代理を兼ねた者がしたもの 

キ・２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者が 

したもの 

⑨前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者が行った入札 

 

１４．契約方法等 

本契約の締結は本法人の取締役会で承認を受けた後とする。また、契約の締結に当た

り、履行保証契約の締結を行うものとする。 

 

１５．支払い条件 

工事完了後、１４日以内 

 

１６．その他 

工事の履行に当たっては、労働基準法・労働安全規則・その他関係法令に従い、作業

員等の出入監督・風紀・衛生の取締り、ならびに火災・盗難等の事故防止については

遺漏のないようにすること。 

 

１７． 問い合わせ先 

〒674-0063 兵庫県明石市大久保町八木字家ノ北 654-3 

株式会社うみのほし  

うみのほし大久保 グループホーム 

専務取締役 西谷 学 

電話 (078)935-6789 

（月曜～土曜の午後１時 ～ 午後４時） 

以上 


