
令和 4年 9月 20日  

一般競争入札公告 

 

    〒881-0834             

 宮崎県宮崎市新別府町雀田1185  

 有限会社カネ政商店  

  (事務局) 本多 竜彦 

t-honda@kanemasa-group.co.jp 

 

  有限会社カネ政商店の発注する「有限会社カネ政商店鮮魚加工場新築工事」について下記のとお

り一般競争入札を公告します。 

記 

1. 競争入札に付する事項等 

(１)  工事名称 有限会社カネ政商店鮮魚加工場新築工事 

(２)  工事場所 宮崎県宮崎市新別府町前浜 1401番 1 他 

(３)  主要用途    鮮魚加工場 

(４)  工事種別    新築工事 

(５)  用途地域    都市計画区域外（用途指定なし） 

(６)  工事期間  着工     ：令和 4年 10月 26日（予定） 

竣工引渡      ：令和 5年  3月 10日（予定） 

操業開始 ：令和 5年  4月  1日（予定） 

 

(７) 工事概要 

ア 発注方式 

   本工事は、建設工事等を一括して発注する。 

 イ 新施設の規模 

① 敷地面積 1,084.26㎡ 

② 建築面積      455.91㎡ 

③ 延床面積   411.52㎡ 

④ 構造･規模  鉄骨造平屋建 

      ウ 工事対象範囲 

   ・建築主体工事、屋外整備工事、電気設備工事、排水処理設備 

給排水衛生ガス(LPG)設備工事、外構設備工事 
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   ＜別途工事＞ 

        ・置き式家具(造り付け家具は本工事)及び什器備品類 

 

(８)  入札方式 

 本件の入札は、一般競争入札方式により実施する。 

(９)  予定価格   非公表 

(１０)  最低制限価格 無し 

(１１)  支払い条件 

        スケジュール    工事請負契約締結日令和 4年 10月 26日から令和 5年 3月 10日 

区分 支払時期  支払金額 支払方法 

契 約 金 請負契約後の 20日締め 

翌月末支払 

 請負金額の 30％ 

（千円未満切捨） 
現金振込 

中 間 金 上棟時の 20日締め 

翌月末支払 

 請負金額の 50％ 

（千円未満切捨） 
現金振込 

完 了 金 請負契約内容完了後の 20日締め 

翌月末支払 

 請負金額の 20％ 

（千円未満切捨） 
現金振込 

 

(１２) 請負契約書式   民間（七会）連合協定工事請負契約約款による。 

(１３) 完成保証       工事完成保証人若しくは履行保証保険を求める。 

 

（施工業者選定の手順） 

  ア  スケジュール 

        募集の公示         令和 4年 9月 20日（火）～ 10月 4 日（火） 

        参加表明の受付        令和 4年 9月 20日（火）～ 10月 5 日（水） 

        参加資格の審査結果    令和 4年 9月 20日（火）～ 10月 5 日（水）の間随時 

      設計図書配布        参加資格の審査結果と同時 

     現場説明会            令和 4年 10月 7日（金） 

      質疑期間             令和 4年 9月 20日（火）～ 10月 13日（木） 

          質疑回答              令和 4年 10月 17日（月） 

          入札                  令和 4年 10月 25日（火） 

  イ 本公告により、入札参加資格要件を満たす施工業者に対し、入札参加申請書の提出を求める。 

  ウ 入札参加申請書の内容に対して要件を確認した上で、入札参加資格の確認結果を入札参加要 

請書にて通知する。 

  エ 入札参加要請書にて通知した施工業者に対し、見積要綱書(入札説明書を兼用する)及び見積 

用設計図書等の見積り資料を交付する。 

 

     オ 入札を行う。 

入札書 1部及び工事費内訳書 2部及び関係書類 2部の提出を求める。 

     注）予定価格超過のため落札決定しない場合には再入札を行う。 



再入札の該当者には再入札の日程を記載した再入札通知書を郵送にて通知する。 

 

２. 入札参加申請者の資格要件 

  入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす単独企業又は共同企業体とする。 

  尚、共同企業体の場合には代表企業を要件対象とする。 

   ア 公告日現在、建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 3条第 1項第 2号による建築工事業の 

特定建設業の許可を受けていること。 

     イ  宮崎県発注の建設工事に係る指名停止措置要綱の規定に基づく指名停止を受けている期 

間中でないこと。 

          ウ  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。 

          エ  民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始申し立て中又は再生手続 

き中でないこと。 

          オ  会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始申し立て中又は更生手続 

き中でないこと。 

          カ  宮崎県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加の資格等に関する要綱（平成 20年 5 

月 19日告示第 369号）の 11条に該当する者でないこと。 

          キ  会社法（平成 17年法律第 86号）第 511条の規定による特別清算開始の申し立て中又は 

       破産法（平成 16年法律第 75条）に基づく破産手続き開始申し立て中でないこと。 

          ク  建設業法（昭和 24年法律第 100号）に基づく営業停止処分期間中でないこと。 

     ケ 公告日現在、国土交通大臣又は都道府県知事が通知した建設業法第 27条の 29第 1項に 

規定する総合評定値のうち直近のものの建築一式工事の数値が 950点以上であること。 

     コ 公告日以前の過去 15年間において、平成 31年国土交通省告示第 98号別添二第二(生産施 

設)第２類(食品工場)に規定される用途の同種工事に係る施工を元請として行った実績が 

あること。 

 サ 管理技術者資格者証及び管理技術者講習修了証を有する管理技術者を、専任で配置できる 

こと。 

また当該管理技術者は、当該入札参加事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 ３. 入札参加申請書 

    入札参加希望者は、入札参加申請書及び必要な書類を期日までに提出すること。 

（１）提出書類 

ア 入札参加申請書(様式第 1号) 

イ 秘密保持に関する誓約書(様式第 2号) 

ウ  申立書（1）(様式第 3号) 

エ 申立書（2）(様式第 4号) 

オ  同種工事に係る施工の実績(様式第 5号) 

カ  委任状(様式第 6号)※必要に応じて 

キ  建設業許可書（写し） 

ク  直近の経営事項審査結果通知書（写し） 



ケ 専任管理技術者（写し） 

（２）提出及び部数 

        入札参加申請書類は、有限会社カネ政商店（事務局）本多 竜彦 宛に 

1部提出すること。(郵送のみ、持参は不可) 

    （３）受付期間 

        令和 4年 10 月 4日（火）12：00 必着 

    （４）入札参加申請に係る質疑 

        入札参加申請に必要となる書類の記載方法等についての質疑は、事務局まで電子メール 

        で問い合わせること。回答は参加申請者全員に対して回答する。               

                 問合せ先：有限会社カネ政商店（事務局） 本多 竜彦 宛 

                        t-honda@kanemasa-group.co.jp 

 

  ４. 入札参加確認結果の通知 

     本件入札参加資格の確認結果は、随時入札参加要請書(郵送)により通知する。 

  ５. 見積資料の配布 

  入札参加資格確認を得た施工業者に対し、見積要綱書(入札説明書を兼用する)及び見積用設計 

図書（PDFデータ）の見積り資料を入札参加要請書と共に郵送にて貸与する。 

 

  ６．現場説明会 

     入札参加資格確認を得た施工業者に対し、入札参加希望施工業者に現場説明会を実施する 

（１） 日時 令和 4年 10月 7日（金） 10：00 

（２） 場所 有限会社長谷川水産（住所：宮崎市新別府町前浜 1401 番 9） 

  ７. 質疑 

     見積要綱書、見積用設計図書に対し質問がある場合には、以下の要領にて、質問事項を記載 

した書面(様式第 7 号)を提出すること。 

     （１）受付期間   令和 4年 10月 13日（木）15：00まで 

     （２）提出方法   電子メールに限る 

     （３）回答     令和 4年 10月 17日（月）17：00までに、全質疑回答一覧を参加者に 

メールにて回答する。 

     （４）質疑提出先  ㈱ADESSiNG  担当:築山 郁子 tsukiyama@adessing.work 

 ８. 入札および開札 

     （１）入札日    令和 4年 10月 25日（火） 10：00 

     （２）入札場所   有限会社長谷川水産（住所：宮崎市新別府町前浜 1401番 9） 

     （３）提出を求める書類 

入札書類は、入札参加者又は入札権限に関する委任状を提出した代理人が持参すること。 

 

        ・入札書１部 及び工事費内訳書２部 

（商号または名称等の必要事項の記入及び押印の無いものは無効とする） 

        ・関係書類２部 
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 注）関係書類‥配置予定技術者リスト、主要な下請け業者リスト(予定)、工事工程表 

など、詳細は送付する見積要綱書(入札説明書)に記載する。 

        尚、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

     （４）落札者の決定方法 

        ア 予定価格の制限範囲内をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

イ 落札候補者を落札者としなかった場合、次点の者を落札候補者とする。 

        注）予定価格超過のため落札決定しない場合には再入札を行う。 

再入札の該当者には再入札の日程を記載した再入札通知書を郵送にて通知する。 

 

 ９．その他 

     （１）参加に要する費用 

         入札参加に要する費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

     （２）提出された書類は返却しない。一方、貸与した見積用設計図書(PDF ﾃﾞｰﾀ)は返却を求める。 

     （３）苦情申し立て 

        落札者の決定結果に対して不服の申し立ては、出来ないことを予め了承すること。 

 

以上 

 


