
様式０２ 

入 札 公 告 書 
 

次のとおり社会福祉法人アルペン会経理規程に基づき、条件付き一般競争入

札を行うので、定款の規定により、公告する。 

 

平成 29年 10月 12日 

 

社会福祉法人アルペン会 

理事長 室谷民子 

 

記 

 

工事名 アルペン会就労支援施設新築工事 

工事場所 富山県富山市西宮 67-1 他 

工事完成期限 平成 30年 3月 31日 

工事概要 就労支援施設(身体障害者社会参加支援施設) 

鉄骨造平家建 延床面積約 468.81㎡ 

予定価格 非公表 

審査基準日 入札参加資格の審査は、平成 29 年 10 月 1 日

現在の事実をもって行うものとする。 

入札参加形態 特定建設工事共同企業体（２事業者で結成し

たもので、共同施工方式によるもの。以下「共

同企業体」という。） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

① 所在地域 主たる営業所が富山市の区域内にあること 

② 建設業種 建築 

③ 
代表構成員

の要件 

１ 富山市の入札参加資格決定通知書で通知

された建築工事の総合点数が 945 点以上であ

ること。 

２ 建築一式工事に係る特定建設業の許可を

受けている者であること。 

３ 1 級建築士又は 1 級建築施工管理技士の

資格を有し、かつ、監理技術者（監理技術者

資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者又はこれに準ずる者をいう。）の資格を有す

る者（以下「１級建築士等」という。）を主任

（監理）技術者として配置できること。ただ

し、契約金額が 5,000万円以上となる場合は、

専任で配置することとし、その配置技術者は、

建設業法第７条第２号及び第15条第２号に規

定する営業所ごとに専任で配置する技術者



（以下「営業所選任技術者」という。）でない

こと。 

４ 契約時において、３の前段の配置技術者

は他の工事の選任技術者でないこととし、ま

た、３のただし書に規定する配置技術者は他

の工事に配置されている者でないこと。 

５ 平成 19年 4月 1日以降に官公庁等発注の

延床面積 500 ㎡以上の建築一式工事（新築又

は改築）を元請として施工した実績があるこ

と。 

６ 創業、営業開始以来、会社更生法（平成

14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の

決定を受けたことのない者、又は民事再生法

（平成 11年法律第 255号）に基づく再生手続

開始の決定を受けたことのない者であるこ

と。 

７ 過去に、国、富山県、富山市から指名停

止の措置を受けたことのない者であること。 

８ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の

役員及び従業員が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77

号）に規定する暴力団員又は暴力団関係者と

認められる者でないこと。 

④ 
その他構成

員の要件 

１ 富山市の入札参加資格決定通知書で通知

された建築工事の総合点数が 945 点以上であ

ること。 

２ 建築一式工事に係る特定建設業の許可を

受けている者であること。 

３ 2級建築士又は 2級建築施工管理技士（建

築）と同等以上の資格を有する者（以下「2

級建築士等」という）を主任技術者として配

置できること。ただし、契約金額が 5,000 万

円以上となる場合は、専任で配置することと

し、その配置技術者は、営業所専任技術者で

ないこと。 

４ 契約時において、３の前段の配置技術者

は他の工事の選任技術者でないこととし、ま

た、３のただし書に規定する配置技術者は他

の工事に配置されている者でないこと。 

５ 平成 19年 4月 1日以降に官公庁等発注の



延床面積 500 ㎡以上の建築一式工事（新築又

は改築）を元請として施工した実績があるこ

と。 

６ 創業、営業開始以来、会社更生法（平成

14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の

決定を受けたことのない者、又は民事再生法

（平成 11年法律第 255号）に基づく再生手続

開始の決定を受けたことのない者であるこ

と。 

７ 過去に、国、富山県、富山市から指名停

止の措置を受けたことのない者であること。 

８ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の

役員及び従業員が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77

号）に規定する暴力団員又は暴力団関係者と

認められる者でないこと。 

⑤ 

共同体の結

成に関する

留意事項 

次の各号のすべての要件を満たすこと 

（１） 構成員は、この工事について他の共同

企業体の構成員でないこと。 

（２） 代表構成員は、構成員中最大の出資比

率を有するものであること。 

（３） 構成員の出資比率がそれぞれ３０パー

セント以上であること。 

入札参加申請書の 

配布場所及び期間 

特別養護老人ホームアルペンハイツ 

（富山市小西 170番地） 

平成 29年 10月 12日（木）から同月 16日（月）

まで（日曜、祝日除く）の 10 時から 16 時ま

で（16日は 12時まで） 

入札参加申請書の 

受付場所及び期間 

特別養護老人ホームアルペンハイツ 

（富山市小西 170番地） 

平成 29年 10月 12日（木）から同月 16日（月）

まで（日曜、祝日除く）の 10 時から 16 時ま

で（16日は 12時まで） 

 

図面等の配布 ① 設計図書並びに見積要綱書を平成 29 年 10

月 16 日（月）までに設計者より Email に

て案内する。 

＜設計者＞ 

住所：東京都品川区小山 4-7-15石神ビル 



電話：03-6421-5312 FAX：03-6421-5316 

担当：伊藤 暁 

Email：office@satoruito.com 

② 質疑：平成 29 年 10 月 20 日（金）17 時ま

でに設計者にメール 

③ 質疑応答：平成 29 年 10 月 24 日（火）ま

でに設計者よりメール 

入札の方法 出場入札（郵送での入札は不可） 

入札（開札）の場所 

及び日時 

ケアハウスとやま（富山市小西 176番地） 

会議室 平成 29年 10月 27日 14時より 

工事請負契約 

特記条項その他   

（１）一括下請負  禁止 

（２）工事代金支払  

前金 有（契約金額 30％） 

部分払 有（契約金額の 40％） 

完了後 残金（補助金の交付後、1

週間以内） 

（３）工事請負契約の履行保証 有り     

最低制限価格 設定無 

調査基準価格 設定有（失格基準を適用する） 

工事設計者・監理者 東京都品川区小山 4-7-15石神ビル 

株式会社伊藤暁建築設計事務所 伊藤暁 

その他 契約手続きは原則、富山市の公共工事の入札

に準じて行う。 
 

mailto:office@satoruito.com

