
【入 札 公 告】 

 

玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事に係る一般競争入札 

 

 事後審査型一般競争入札を行うので、地方独立行政法人玉野医療センター契約規程（以下、契約規程という。）第６条の規

定により、次のとおり公告する。 

 

 令和３年１２月２４日 

地方独立行政法人玉野医療センター 理事長 佐藤 利雄 

 

１ 競争入札に付する事項 

 （１）件     名   玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事 

 （２）実 施 場 所  

 

  

 

 

（３）完 了 期 限  令和４年９月３０日まで 

（４）入札保証金 免除 

（５）契約保証金 免除 

（６）最低限価格 なし 

（７）支払条件 部分払（年度末に工事実績に応じて支払う。） 

（８）建設リサイクル法対象工事 該当 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格  

 本工事については、単体企業と特定共同企業体（構成員は２者以内）による混合入札とする。 

なお、単体企業及び特定共同企業体の代表構成員となる企業は、次にあげる全ての条件を満たす者とする。ただし、下記

（１）から（５）については共同企業体の全構成員が満たすこととする。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者のいずれにも該当しないと認められ

る者であること。 

（２）玉野市競争入札参加者の資格に関する規程（昭和 56 年玉野市告示第 10 号）に基づき、解体工事業における入札参

加資格の登録が完了していること。 

（３）玉野市指名停止基準（平成 17 年告示第 204 号）に基づく指名停止の措置及び物品の売買、修理等の契約に係る指名

競争入札参加資格者の資格審査要領に基づく入札参加の停止を受けていない者であること。 

（４）公告日から入札日までの間において、建設業法第 28条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。 

（５）岡山県内に本店又は営業所を有する者であること。 

（６）建築業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条の規程に基づく、解体工事業に係る特定建設業の許可を有している者で

あること。 

（７）玉野市競争入札参加者に係る市内及び準市内業者の取扱要綱（平成 20 年玉野市告示第 299 号）に基づく市内及び準

市内業者の場合は、最新の経営事項審査結果通知における解体に係る総合評定値が 800 点以上であること。また、前

施設名 延床面積 住所 

旧総合文化センター 4,154.20㎡ 

玉野市宇野２丁目地内 旧サンライフ玉野 1,349.06㎡ 

旧玉野区検察庁   272.58㎡ 



記以外で、岡山県内に本店若しくは営業所等がある業者の場合は、総合評定値が 1,000点以上であること。 

（８）入札公告日から過去１０年の間に元請として地方公共団体及び地方独立行政法人が有する公共施設の解体工事の実

績を有していること。 

（９）解体工事業に係る資格を有し、上記２（８）の経験を持つ主任技術者又は監理技術者（以下、「主任技術者等」とい

う。）を専任で配置すること。また、その主任技術者等と一般競争入札に参加する者が３ヶ月以上の直接的かつ恒常

的な雇用関係を有していること。 

 

３ 設計図書等の閲覧方法 

本入札に参加を希望する者に対し、入札に関する資料をＤＶＤ－Ｒにて配布する。 

（１）配布期間 

 令和３年１２月２４日（金）～令和４年１月２０日（木） 

（２）配布場所 

 地方独立行政法人玉野医療センター 法人本部（玉野市民病院２階 事務局） 

（３）配布方法 

配布を希望する者は、事前に事務局に資料受領希望日の連絡をすること。資料受領の際、秘密保持に関する誓約書を準

備し、提出すること。 

 

 ４ 入札手続等 

（１）契約条項等を示す場所  

〒706-8531 岡山県玉野市宇野 2 丁目 3 番 1 号 

地方独立行政法人玉野医療センター 

（２）質問の受付期限及び方法 

 令和４年１月７日（金）１７時までに、別紙「質問書」を使用し電子メールにて行うこと。 

件名に「【質問】玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事」と付けること。なお、それ以外の方法による

ものは受け付けない。質問書を提出できるのは、２に掲げる要件を満たす者に限る。 

 ＜提出先＞ 

地方独立行政法人玉野医療センター 法人本部 宛 

     E-mail：info＠tamano-mc.jp 

（３）質問回答方法 

令和４年１月１４日（金）に質問に対する回答はメールで送付する。また、質疑回答は後日、玉野医療センターホ

ームページにおいても公開する。 

（４）入札方法等 

① 入札方法 一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送に限る。 

② 到着期限 令和４年１月２０日（木）午後８時  玉野郵便局留必着 

③ 入 札 書 指定入札書（ホームページからダウンロード可能） 

入札書には、入札参加者が消費税及び地方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、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

④ 入札書用中封筒及び外封筒 指定様式を貼り付けたもの 

⑤ 入札価格内訳書 指定様式のとおり（ホームページからダウンロード可能） 

  「出精値引△○○○○円」、「端数処理△○○○円」などのような経費の根拠が不明確となる記載はしないこと。



ただし、合計金額の千円未満の端数処理は可能とする。 

表紙には、入札者の商号又は名称及び氏名を記入し、押印の上、入札書を入れた中封筒とともに外封筒に同封す

ること。 

（５）開札 

① 開札日時  令和４年１月２４日（月）午前１１時から 

② 開札場所  玉野市民病院 ２階講堂 

    開札の立会人は、当該入札参加者の内から立会希望者１名以上とし、多数のときは先着順で３名とする。 

立会を希望する者は令和４年１月２０日（木）までに４（２）提出先起債のメールアドレスにその旨の連絡をする

こと。 

立会人がいない場合又は立会を辞退した場合は、当該入札事務に関係のない本法人職員を立ち会わせるものとする。 

 

５ 落札候補者の決定方法  

（１）開札後、落札決定を保留した上で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を順位が１番の落

札候補者とし、以下、最低入札価格から順に落札候補者の順位を決定する。 

（２）落札候補者の順位を決定するに当たっては、入札書に記載された金額の 10％に相当する金額を加算した金額（当該金

額に１円未満 の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。）をもって入札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。 

（３）１回で落札候補者の順位が決定しない場合は、最低価格入札者との示談により落札候補者とする。なお、最低価格

者が複数の場合は、くじにより決定するものとする。 

６ 入札参加資格を証明する書類の提出 

（１）申請書類の提出 

落札候補者は、次に掲げる書類を提出し発注者による審査を受けなければならない。 

（２）申請書類 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）（法人ホームページからダウンロード可能） 

② 「特定建設業の許可通知書の写し」又は、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の建設業者の詳細情報

の写し 

③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（最新のもの） 

④ 同種工事の施工実績調書（様式２） 

⑤ 配置予定技術者等の資格者証・雇用していることを証明する書類（保険証等）の写し 

⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験調書（様式３）（法人ホームページからダウンロード可能） 

⑦ 特定共同企業体にあっては、共同企業体入札参加資格審査申請書（法人ホームページからダウンロード可能）及

び共同事業体協定書の写し 

（３）提出書類の編さん方法 

① 綴じ方は、（２）の記載順でホチキス１箇所綴じとする。 

② 提出部数 正本１部とする。 

（４）提出期限 

令和４年１月２８日（金）１７時までに玉野市民病院２階 事務局へ持参すること。なお、それ以外の方法によるも

のは受け付けない。  

 



７ 落札者の決定等 

（１）開札後速やかに、順位が１番の落札候補者に連絡し、入札参加資格審査申請書の提出を求めるものとする。 

（２）落札候補者の審査は、入札参加資格を証明する書類の提出期限の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日、祝日を

含まない）以内に行い、落札者を決定する。 

（３）審査の結果、落札候補者が当該入札参加資格要件を満たしていないときは、次順位者から順次資格審査を行う。 

（４）上記（３）の審査の結果、入札参加資格要件を満たしていると認められた落札候補者を落札者とする。 

（５）落札候補者が入札参加資格を満たさない場合は、入札参加審査期間及び落札者決定通知日は延長されるものとする。 

 

８ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）競争入札に参加する資格のない者がした入札 

（２）入札方法に違反して行われた入札 

（３）入札書に記名押印がない入札 

（４）入札書金額欄の金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札 

（５）同一入札事項について同一人が２通以上の入札書を提出した入札 

（６）入札書用封筒に差出人名が記載されていない入札 

（７）入札価格内訳書が入札書用封筒に同封されていない入札 

（８）入札価格内訳書の合計金額と入札書に記載された入札価格とが異なる入札 

（９）明らかに不正によると認められる入札 

（１０）その他理事長が定める入札条件等に違反してなされた入札 

（１１）その他前各号に準ずるものとして、理事長が認めるもの 

 

 

 

  



９ 入札日程 

手続き等 期間・期日・期限 場所・方法 

公 告 令和３年１２月２４日（金） 玉野医療センターホームページ 

設計図書等の配布・閲覧 
令和３年１２月２４日（金）～ 

令和４年１月２０日（木） 

玉野医療センター 

（DVD 配布） 

設計図書等に対する質問書の提出 
令和４年１月７日（金） 

午後５時まで 
玉野医療センターへ電子メール 

質問書の回答 令和４年１月１４日（金） 
電子メール 

玉野医療センターホームページ 

開札立会人希望申請の受付 
公告日～ 

令和４年１月２０日（木） 
玉野医療センターへ電子メール 

入札書受付 
令和４年１月２０日（木） 

午後８時必着 
玉野郵便局留 

開 札 
令和４年１月２４日（月） 

午前１１時 
玉野市民病院 ２階講堂 

落札候補者決定通知 開札日 － 

入札参加資格を証明する書類 

の提出 

令和４年１月２８日（金） 

午後５時まで 
玉野市民病院 ２階事務局 

入札参加資格審査 
開札日～ 

令和４年２月４日（金） 
玉野医療センター 

落札者決定通知 令和４年２月４日（金） － 

（注）上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝

日」という。）を除く日の、午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除く）とする。 

  なお、落札候補者が入札参加資格を満たさない場合は、入札参加審査期間及び落札者決定通知日は延長されるものとす

る。 

 

１０ その他 

（１）入札開始前に入札参加者がない場合は、入札を中止し、入札開始後に有効な入札書を提出した者がない場合は、

入札を不調とする。 

（２）落札者の決定までの間に、最低価格入札者等が入札公告に示したいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなっ

たときは、当該最低価格入札者は入札参加資格要件を満たさなかったものとみなす。 

（３）（一財）日本建設情報総合センターが運営する CORINS に登録すること。 

 

  



外封筒及び中封筒の貼り付け用紙 

※キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に、原寸で糊付してください。 

 

①外封筒用 

   キリトリ線 

〒７０６－８７９９         郵便入札外封筒貼付用 

岡山県玉野市宇野１－２１－１ 

 玉野郵便局留 玉野医療センター法人本部 行 

 

受付期限 令和４年１月２０日 

 

開 札 日 令和４年１月２４日 

工 事 名 玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事 

 

※この欄は、単体企業で入札参加する場合のみ記入 

 

商号又は名称              

担当者名                

電話番号                 

 

※この欄は、共同企業体で入札参加する場合のみ記入 

 

共同企業体の名称 玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事 

 

           ・           解体工事共同企業体 

 

代表者 商号又は名称              

担当者名                

電話番号                 

 

構成員 商号又は名称              

 

一般競争入札関係書類（入札価格内訳書、中封筒）在中 

 



②中封筒用 

   キリトリ線 

郵便入札中封筒貼付用 

開札日:令和４年１月２４日 

 

工事名：玉野医療センター新病

院建設に係る既存施設解体工事 

 

入札書在中 

 

 

 

 

※この欄は、単体企業者で入札参加する場合のみ記入 

商号又は名称              

担当者名                

電話番号                 

※この欄は、共同企業体で入札参加する場合のみ記入 

共同企業体の名称 

玉野医療センター新病院建設に係る既存施設解体工事 

 

       ・      解体工事共同企業体 

代表者 商号又は名称              

担当者名                

電話番号                 

       

構成員 商号又は名称              

 

                                         

 

（注 意） 

 

１ 封筒のサイズは、外封筒「角２」、中封筒「長３」とする。 

２ 中封筒には入札書だけを入れ、封かん（糊付）すること。 

３ 外封筒には入札価格内訳書、中封筒を入れ、封かん（糊付）すること。 

４ 中封筒の裏面２箇所に、使用印鑑として届出をした印鑑で割印すること（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 入札方法は、一般書留郵便又は簡易書留郵便による郵送に限る。 

 

印 印 


