
五島市立新図書館建設工事（建築）の制限付一般競争入札について

（公告） 

 

 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。なお、この入札による契

約は、五島市議会の議決を得たときに本契約として効力を生ずるものとする。 

 

令和３年４月６日 

 

五島市長 野 口 市太郎 

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

 (1) 工 事 名 五島市立新図書館建設工事（建築） 

 (2) 工事場所 五島市木場町４５０番地１ 

 (3) 工  期 ４５０日 

 (4) 工事概要  

図書館建設（鉄筋コンクリート造一部Ｓ・ＳＲＣ造平屋建て、延床面積２，

２９３.３８㎡）の建築工事一式、外構工事一式、土壌汚染対策工事一式 

(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法

律第１０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の

実施が義務付けられた工事である。 

２ 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本工事の入札参加資格を有する者は、五島市制限付一般競争入札試行要綱（以

下「試行要綱」という。）第５条に規定する制限付一般競争入札参加申込書の提

出期限の日から落札決定の日までの間において、試行要綱第３条第１項第１号か

ら第４号までに定める要件を満たす者を構成員とし、かつ、次に掲げる要件を全

て満たす共同企業体であること。 

(1) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中

小企業等協同組合又は経常建設共同企業体（中小又は中堅の建設業者が継続的

な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化する目的で結



成された共同企業体をいう。）でないこと。 

(2) 各構成員が、本公告における入札に参加しようとする他の共同企業体の構

成員でないこと。 

(3) 自主的に結成された共同企業体であること。 

(4) 経営の形態は、共同施工方式であること。 

(5) 代表構成員は、その他の構成員の出資比率を上回る者であること。 

(6) 次に定める期間、存続できる共同企業体であること。 

ア 請負契約の相手方となった場合は、本工事の請負契約の履行後３か月以上 

イ 請負契約の相手方とならなかった場合は、請負契約締結の日まで 

(7) 試行要綱第５条に規定する制限付一般競争入札参加申込書の提出期限の日

から落札決定の日までの間において次の条件を全て満たす共同企業体であるこ

と。 

共同企業体の

構成員数 
２者 

出資比率 最小限度 ３０パーセント 

資格要件 代表構成員 その他の構成員 

建設業の許可

に関する条件 

建設業法（昭和２４年法

律第１００号。以下「法」

という。）第３条の規定に

基づく、建築一式工事業に

係る特定建設業の許可を受

けていること。 

法第３条の規定に基づ

く、建築一式工事業に係る

建設業の許可を受けている

こと。 

支店等の所在

地及び総合数

値等格付等級

に関する条件 

 五島市内に本店を有する

者で、建築一式工事に係る

格付等級がＡランクである

ものであること。 

 五島市内に本店又は支店

等を有する者で、建築一式

工事に係る格付等級がＢラ

ンク以上のものであるこ

と。 

配置技術者に

関する条件 

以下の条件を全て満たす技術者を専任で配置できるこ

と。 

 監理技術者 主任技術者 

 (1) 法による１級建築施

工管理技士又はこれと同

等以上の資格を有する者

であること。 

(2) 建築工事業に係る監 

法による１級若しくは２

級の建築施工管理技士又は

これと同等以上の資格（実

務 経 験 に よ る も の を 除

く。）を有する者であるこ 



 理技術者資格者証を有

し、法第２６条第４項に

規定する講習を修了して

５年を経過していない者

であること。 

と。 

 当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（五島

市内の本店又は支店において、制限付一般競争入札参加申

込書等の提出期限日まで連続して３か月以上雇用している

場合をいう。）にある者であること。 

（注）「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認

めないことをいい、法第７条第１号に規定する経営業務の管理責任者又は

同条第２号に規定する営業所の専任技術者についても他の工事現場との兼

任は認めておらず、当該工事の配置技術者とはなりえないことに留意する

こと。 

３ 系列会社の取扱い 

平成２２年１１月２日付け２２建企第４１５号「長崎県発注の建設工事におけ

る系列会社の同一入札への参加制限について」に準じ、系列関係がある会社が、

それぞれ別の共同企業体の構成員である場合は、いずれか１企業体のみが入札に

参加できるものとする。なお、系列関係がある会社が同一の共同企業体に含まれ

ている場合は、入札に参加することができる。 

４ 提出書類 

(1) 入札に参加しようとする者は、５の(2)に定める期間内に制限付一般競争入

札参加申込書（試行要綱様式第１号（その２））に次に掲げる書類を添付して

提出すること。この場合において、制限付一般競争入札参加申込書は２部提出

することとし、そのうち１部は受付後に返却する。 

ア 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

イ 構成員の公告記載の工事の業種に対応する許可通知書又は許可証明書の写

し（届出時において有効なものに限る。） 

ウ 構成員の経営規模等評価結果通知書又は総合評定値通知書の写し（届出時

において有効なものに限る。） 

(2) 入札の結果、落札候補者となった者は、５の(6)に定める期限までに、次に

掲げる書類を２部提出すること。この場合において、提出した書類のうち１部



は、受付後に返却する。 

ア 競争参加資格審査申請書（試行要綱様式第２号（その２）） 

イ 配置予定技術者等の資格及び工事経験（試行要綱様式第４号）及びその添

付資料 

ウ その他契約担任者が必要と認めるもの 

５ 入札日程等 

備考 

１ (1)から(3)までの期間については、五島市の休日を定める条例（平成１６

年五島市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前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。 

２ (3)に規定する質問の回答方法は、次のとおりとする。 

(1) 個別事項に関する質問については、当該質問をした者に対しＦＡＸに

て回答する。 

(2) 全参加者に関する事項については、五島市のホームページに掲載する。

（ http://www.city.goto.nagasaki.jp/li/050/020/020/index.html） 

６ 設計図書等の貸出し等 

(1) 設計図書等は、ＣＤにより貸し出すものとする。 

(2) 貸し出した設計図書等については、入札終了後に入札会場にて返却するこ

区  分 期間、期限等 配布場所等 

(1) 提出書類等の配布

及び設計図書等の貸出

し 

令和３年４月６日（火）から同

月２２日（木）まで 

五島市総務企画

部財政課契約管

財班 

 (2) 制限付一般競争入

札参加申込書の提出 

令和３年４月６日（火）から同

月２２日（木）まで 

(3) 設計図書等に関す

る質問 

令和３年４月６日（火）から同

月２３日（金）まで 

(4) 設計図書等に関す

る質問の回答 

令和３年４月２８日（水）まで  

(5) 入札 令和３年５月１１日（火） 

午前１０時００分から 

五島市役所３階

３-Ａ・Ｂ会議室 

(6) 競争参加資格審査

申請書等の提出 

令和３年５月１４日（金） 

午後５時１５分まで 

五島市総務企画

部財政課契約管

財班 



と。 

(3) 設計図書等に関する質問は、５の(3)に定める期間内に書面により持参する

こと、又はＦＡＸにて提出すること。ＦＡＸで質問をする場合において、質問

者は、必ず提出先に着信を確認すること。 

７ 現場説明会 

  現場説明会は、行わない。 

８ 入札方法等 

(1) 郵便等による入札は、認めない。 

(2) 代理人が入札するときは、委任状を提出するとともに、入札書には代理人

が記名押印すること。 

(3) 入札に際しては、４の(1)において返却された制限付一般競争入札参加申込

書を提出すること。 

(4) 入札書及び入札用封筒は、五島市建設工事執行規則（平成１６年五島市規

則第１７７号）に定める様式によること。 

(5) 入札当日の気象条件（大雨、台風接近等）により入札の執行に支障が生じ

ることが予想される場合は、入札を延期することがあるので事前に確認するこ

と。 

(6) 落札決定に当たっては、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金額（当該額に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）をもって落札金額とするので、入札者は、消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) 予定価格及び最低制限価格は、入札会場において乱数を使用したランダム

化により決定する。 

(8) 入札回数は、２回までとする。なお、入札が不調の場合は、随意契約によ

る契約を行うことがある。 

(9) 入札に際しては、五島市工事費内訳書取扱要領（以下「内訳書取扱要領」

という。）に基づく工事費内訳書を、入札書と併せて提出すること。 

９ 落札候補者の決定 

開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者



のうち、最低価格を提示した者を落札候補者とする。 

なお、最低価格者が複数の場合は、入札会場においてくじにより落札候補者を

決定する。 

１０ 落札者の決定及び通知 

(1) 落札候補者が提出した書類を審査し、資格要件等を満たしていることを確

認した場合は、その者を落札者と決定し、落札者を含む入札参加者全員にその

旨を通知する。 

(2) 落札候補者が提出期限までに競争参加資格審査申請書等を提出しないとき、

又は審査の結果、落札候補者が資格要件等を満たさないことを確認したときは、

その者のした入札を無効とし、その者に通知する。この場合の落札候補者は、

落札候補者の次に低い価格で入札した者（以下「次順位者」という。）とする。

この場合においては、(1)の取扱いを準用する。 

(3) 次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、順次準用

する。 

１１ 最低制限価格 

最低制限価格を設ける。 

なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は失格とし、再度入札に参加

できないものとする。 

１２ 入札保証金 

入札保証金の額は、入札見積金額の１００分の５以上の金額とする。ただし、

五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号。以下「財務規則」という。）

第７４条の規定による免除又は減額に該当する場合は、令和３年４月２８日

（水）までに別途通知する。 

１３ 契約保証金 

契約保証金の額は、契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の

１０以上の金額とする。ただし、財務規則第９３条第１項第１号に規定する履行

保証保険証券の提出又は同条第２項各号に掲げる担保の提供によって契約保証金

に代えることができる。 

１４ 支払条件 

(1) 前金払は、請負代金額（会計年度ごとに出来高予定額がある場合は、各会



計年度出来高予定額）の１０分の４以内の額とする。 

(2) 工期途中における請負代金額の一部支払については、契約締結時に次のア

又はイのいずれかを選択すること。 

ア 中間前金（請負代金額（会計年度ごとに出来高予定額がある場合は、各会

計年度出来高予定額）の１０分の２以内の額とする。ただし、中間前金払を

含めた前金払の合計額が請負代金額の１０分の６以内の額とする。） 

イ 部分払（回数は、２回以内とする。ただし、会計年度ごとに出来高予定額

がある場合は、各会計年度においての回数とする。） 

１５ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。 

なお、無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 

(1) 資格要件を満たさない者が入札したとき。 

(2) 入札者が法令の規定又は契約担任者において定めた入札に関する条件に違

反したとき。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項に対して２以上の入札をしたとき。 

(4) 入札者が他人の代理を兼ねたとき、又は２人以上の代理をしたとき。 

(5) 入札者が連合して入札したとき。 

(6) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 

(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。 

(8) 入札書に記名押印がないとき、その他必要な記載事項を確認できないとき。 

(9) 工事費内訳書取扱要領第５に掲げるいずれかに該当するとき。 

１６ 虚偽記載があった場合の措置 

４に定める入札参加資格等の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が

認められた場合は、五島市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置

要領（平成１６年五島市訓令第５７号）に基づき指名停止となる場合がある。 

１７ その他 

(1) その他入札及び契約に関する事項は、財務規則、五島市建設工事執行規則

及び五島市建設工事標準請負契約書（平成１６年五島市告示第９０号）の定め

るところによる。 

(2) この公告は、五島市ホームページに掲載する。 



（ http://www.city.goto.nagasaki.jp/li/050/020/020/index.html） 

(3) 不明な点に関する問合せ先 五島市総務企画部財政課契約管財班 

電話 0959-72-6111 FAX 0959-74-1994 

 


