平成 29 年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
「簡易一般競争入札（事後審査方式）」について
平成 29 年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業について、「簡易一般競争入札（事後
審査方式）」が行われます。

●簡易一般競争入札（事後審査方式）参加申請書の提出期間及び場所
（1）期間：平成 29 年１０月１６日（月）～同年１０月２７日（金）正午まで
（2）場所：群馬県高崎市新保町１４８２
ＪＡたかさき畜産クラスター協議会事務局（高崎市農業協同組合営農部内）
（3）方法：上記の場所に参加申請書を郵送。

●入札及び開札の日時及び場所
（1）日時

平成 29 年１０月３０日（月）

（2）場所

高崎市農業協同組合

午前１１時

本店 1 階会義室

お申込みやお問い合わせなど詳しくは、入札公告、入札説明書にてご確認ください。
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下記のとおり簡易一般競争入札（事後審査方式）を実施するので、参加を希望する場合
には、関係書類を提出して下さい。
平成２９年１０月１６日
ＪＡたかさき畜産クラスター協議会
会長 長坂 喜義
記
１ 対象工事
（１）実施主体

：ＪＡたかさき畜産クラスター協議会

（２）発注者

：株式会社 長坂牧場

（３）工事名

：平成２９年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
株式会社長坂牧場 牛舎新築工事（育成舎、哺乳舎）

（４）工

種 ：建築工事

（５）工 事 場 所 ：高崎市鼻高町１８２１番地
（６）工 事 概 要 ：哺乳牛舎 １棟 147 ㎡、育成牛舎 １棟 572 ㎡、付帯工事一式
（７）工

期 ：契約日の翌日から平成３０年２月２８日

（８）最低制限価格：無
（９）工事費内訳明細書の提出：有
（１０）備

考 ：本工事は、単体施行方式で行うものとする。

２ 入札参加用件
（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。
（２）申請書および資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、行政ならびにその
関係機関から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。
（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく当該工種について、建設業の許
可を受けていること。
（４）当該工種に係る監理技術者又は主任技術者を配置できること。
（申請日前３ヶ月
以上継続して雇用している者に限る。また、監理技術者の場合は、監理技術者資格
者証の交付を受けている者で、監理技術者講習を修了していること。
）
（５）過去に元請として単体又は共同企業体の構成員（出資比率２０パーセント以上の
ものに限る。
）として同種工事の実績があること。
（６）同一の入札に参加しようとする者と資本若しくは人事面において関係がないこと。
（７）対象工事に係る設計業務等の受託者又は、当該受託者と資本若しくは人事面にお
いて関係がないこと。

（８）暴力団又はその親交者でないこと。
（９）会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされている者（手続開
始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。
）でないこと。
（１０）群馬県に本社又は支店を有する者。
（１１）その他、工事ごとに定める要件を満たしていること。
３ 契約条項を示す場所及び期間
（１）場 所：ＪＡたかさきホームページ（http://www.jagunma.net/takasaki/）
又はＪＡたかさき畜産クラスター協議会事務局
（ＪＡたかさき 本店 営農部内）
（２）期 間：平成２９年１０月１６日（月）から平成２９年１０月２７日（金）まで
（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）
４ 入札参加申請書の提出期間、場所及び方法
この入札に参加を希望する者は、簡易一般競争入札（事後審査方式）参加申請書を次の
とおり提出しなければならない。
平成２９年１０月１６日（月）から平成２９年１０月２７日（金）まで
提出期間

午前１０時から午後３時まで
（ただし、正午から午後１時までを除く、最終日は正午まで）

提出方法

郵送により行うこと。
（持参不可、締切日必着）
ＪＡたかさき畜産クラスター協議会事務局（ＪＡたかさき 営農部内）

提出場所

住

所：〒３７０－００１８ 群馬県高崎市新保町１４８２

電

話：０２７－３５２－５２８８

ＦＡＸ：０２７－３５２－７１０４
５ 契約・工事事務担当部署
ＪＡたかさき畜産クラスター協議会事務局（ＪＡたかさき本店 営農部内）
住

所：〒３７０－００１８ 群馬県高崎市新保町１４８２

電

話：０２７－３５２－５２８８

ＦＡＸ：０２７－３５２－７１０４
６ その他
（１）申請書等に虚偽の記載をした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。
（２）その他詳細は、入札説明書による

入

札

説

明

書

平成２９年１０月１６日に公告した平成２９年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策
事業に係る簡易一般競争入札（事後審査方式）（以下「入札」という。）については、関係
法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
記
１ 公告日

平成２９年１０月１６日

２ 契約担当者
３ 契約窓口
（１）名
称
（２）所 在 地

ＪＡたかさき

営農部

松田

和也

ＪＡたかさき畜産クラスター協議会事務局
群馬県高崎市新保町１４８２ ＪＡたかさき（営農部内）
電 話：０２７－３５２－５２２８
ＦＡＸ：０２７－３５２－７１０４

４ 入札に付する事項
（１）工 事 名
平成２９年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
株式会社長坂牧場 牛舎新築工事（育成舎、哺乳舎）
（２）工事場所
高崎市鼻高町１８２１番地
（３）工事概要
哺乳牛舎 １棟１４７㎡、育成牛舎 １棟５７２㎡、付帯工事一式
（４）工
期
契約日の翌日から平成３０年２月２８日
（５）備
考
本工事は、単体施行方式で行うものとする。
５ 現場説明会
行わない。
６ 工事費内訳明細書
（１）入札執行に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書を提
出すること。
（２）工事費内訳明細書は、指定の様式で提出すること。
（３）工事費内訳明細書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上
の権利義務を生じるものではない。
（４）工事費内訳明細書は、返却しない。
７ 入札保証金
免除する。
８ 契約保証金
（１）納付すること。ただし、利付国債若しくは地方債の提供又は金融機関若しくは保
証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。

（２）
（１）に掲げた契約保証金の額、保証金額または保険金額は、請負金額の１０分
の１以上とする。
９ 入札日程等に関する事項
入札手続等

期間・期日等場所

留意事項

設計図書配布
・閲覧

平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月２７日（金）

ＪＡたかさき畜産クラスター協
議会事務局（３に同じ）で配布
（注１）

質問の受付

平成２９年１０月１６日（月）から
平成２９年１０月２０日（金）まで

質問先：ＪＡたかさき畜産クラ
スター協議会事務局（３に同じ）
方法：ＦＡＸによる

回答

平成２９年１０月２３日（月）から
平成２９年１０月２５日（水）まで

方法：ＦＡＸによる

入札日時

平成２９年１０月３０日（月）
午前１１時００分

ＪＡたかさき
１階 会議室

資格審査資料
受付期間

平成２９年１０月３１日（火）から
平成２９年１１月 ２日（木）まで

落札予定者のみ、ＪＡたかさき
畜産 クラ スタ ー協 議会 事務局
（３に同じ）に持参すること。

本店

ＪＡたかさきホームページ（注
２）に掲載する。又はＪＡたか
入札結果の公表
平成２９年１１月６日（月）
さき畜産クラスター協議会事務
局（畜産部内）で閲覧できる。
注）
（１）配布、閲覧は、土、日、祝日を除く、午前１０時～午後３時までとする。
（２）ＪＡたかさきホームページアドレス http://www.jagunma.net/takasaki/
１０ 入札の方法等
（１）入札書の記載
ア 入札書の様式は任意
イ 入札金額（消費税を含まない）
ウ 法人名、代表者名、代表者印
エ 入札月日を記入
（２）代理入札
代理人による入札をしようとするときは、９の入札日時までに委任状を提出す
ること。なお、
この入札に参加する者及びこの入札に参加する者を代理する者は、
この入札に参加する他の者を代理することはできない。
（３）最低制限価格
設定しない。
（４）開札
開札は、平成２９年１０月３０日（月）午前１１時００分、ＪＡたかさき本店
１階会議室にて、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場
合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、地方自治法施行令第
１６７条の８第一項の規定により当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて
これを行うものとする。

１１ 落札候補者の決定方法等
（１）開札の終了後、落札を保留し、落札候補者を決定する。
（２）落札候補者となる者は、予定価格以下の応札者の内、最低価格で応札した者とす
る。該当する者が複数いる場合は、くじにより決定する。
１２ 入札参加資格確認申請書及び資料（以下「確認申請書等」という。）の提出
落札候補者は、次に掲げる確認申請書等を開札日に持参により提出すること。
なお、提出先は、３と同じ。
№

申請書等

①

同種工事の施工実績

②

配置予定技術者の資格・工事経験

③

建設業の許可の写し

④

施工実績を判断できる工事請負契約書の写し又は日本建設情報総合センターの
工事カルテ

⑤

配置予定技術者の資格を証明するもの

１３ 入札参加資格の審査及び落札者の決定
（１）落札候補者から提出された確認申請書等により、当該落札候補者の資格の適格性
を審査し、落札者を決定する。審査の結果、落札候補者の入札参加資格がないこと
を決定した場合、次順位者から順次審査を行い、入札参加資格のある者を決定でき
るまで審査を行うものとする。
（２）入札参加資格がないと認めた者に対しては、入札参加を満たさない項目及び満た
さない理由を通知する。
（３）入札参加資格がないと認められた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。以下「期限日」という。）以内に、書面により、取組
主体に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
提出先は３と同じ。
（４）
取組主体は、
入札参加資格がないと認めた理由について説明を求められたときは、
期限日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、書面に
より回答する。
（５）落札者を決定したときは、直ちに入札参加者に通知する。
１４ 契約手続き等
（１）落札者は、落札決定の日から５日以内に契約書（案）を提出しなければならない。
（２）上記期間内に契約書（案）の提出が無い場合、落札者又は契約の相手方として権
利を放棄した者と見なすことができる。
１５ その他
（１）提出する申請書等の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
（２）提出された申請書等は、提出者に無断で他の目的に使用しない。
（３）提出された申請書等は、返却しない。

簡易一般競争入札（事後審査方式）参加申請書
年

月

日

（あて先）ＪＡたかさき畜産クラスター協議会
会長

長坂

喜義

住

所

商号又は名称
代表者氏名

㊞

先に公告された工事について、簡易一般競争入札（事後審査方式）の入札参加資格要件を
満たしているので、入札心得及び入札条件等を承諾の上申請します。
なお、申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。また、入札後、
落札候補者となった場合は、速やかに他の申請書類等を提出いたします。
記
１ 工事名

２ 建設業許可
（１）特定・一般の別
工事業

に関する

（２）国土交通大臣・知事許可の別
許可
（３）許可番号
―
３ 担当者職氏名・連絡先
担当者職・氏名
電話番号
ＦＡＸ

建設業許可

