入札公告
条件付き一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。
令和元年１１月１３日
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会
理事長 冨田 哲夫
１ 入札対象工事
(1) 工事名

桜ふれあいの郷建替整備新築その他工事２の２

(2) 工事個所

栃木県さくら市鍛冶ケ澤２６９番地１ 他

(3) 工事概要

管理棟・日中一時支援
構造等：鉄骨造平屋建
延べ面積：５７５.６６㎡
就労棟新築
構造等：鉄筋コンクリート造平屋建
延べ面積：１，５６２.１７㎡
児童棟
構造等：鉄筋コンクリート造平屋建
延べ面積：１，４６５.４８㎡
プロムナード
構造等：鉄骨造平屋建
延べ面積：９４８.００㎡
物置４棟新築
構造等：アルミ造平屋建
延べ面積：６６.９６㎡
上記建物に係る建築一式工事
（電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む）

(4) 工期

３６０日間

(5) 予定価格

１，３３８，０００，０００円（消費税等を含まない）

(6) 最低制限価格 設定あり
(7) 工事区分

建築一式工事

(8) 本工事は、紙入札で行う工事である。
(9) 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 入札参加形態
特定建設工事共同企業体による参加（構成員の数 ３者）

３ 入札手続き等
(1) 発注担当部署
担当部署名

電話番号

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

028-622-2846

管理部総務課（施設整備担当）

所在地
宇都宮市駒生町 3337 番地１
とちぎ健康の森１階

(2) 入札手続き等
手続き等
設計図書の閲覧

期間等

場所又は問合せ先等

令和元年 11 月 13 日（水）から

とちぎ健康の森１階

令和元年 12 月 4 日（水）

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

午後４時まで

管理部総務課（施設整備担当）

設計図書の配布

配布期間中に上記の場所でＣＤ－Ｒ
を貸与する。
（当該ＣＤ－Ｒは、入札
日までに返却を要する。
）

競争参加資格確認申

令和元年 11 月 14 日（木）から

(1)に示す発注担当部署へ持参によ

請書の受付

令和元年 11 月 22 日（金）

り提出すること

質問の受付

午後４時まで

(1)に示す発注担当部署へ持参又は
下記の方法により提出すること。
電子ﾒｰﾙ（ｱﾄﾞﾚｽ kenkoufukushi@
arion.ocn.ne.jp)
ﾌｧｸｼﾐﾘ 028-621-1422

競争参加資格確認通

令和元年 11 月 27 日（水）

郵送により通知する。

知
質問への回答

質問者に対し、電子メール又はファ
クシミリにより回答する。

入札

令和元年 12 月 5 日（木）

とちぎ健康の森１階

午前 10 時 00 分から

総合管理会議室

※入札執行回数は１回とする。
開札後の審査書類の

開札日の翌日の午後４時まで

提出

(1)に示す発注担当部署へ持参によ
り提出すること。

（注） １ 期間を定めたものについては、栃木県の休日に関する条例（平成元年栃木県条例
第２号）第２条に規定する県の休日（以下「休日等」という。
）及び正午から午後１
時までを除く。また、期日を定めたものについて、その日が休日等に当たる場合は、
その翌日とする。

４ 競争に参加できる条件
(1)

本工事の競争入札に参加できる者は、栃木県の建設工事に係る一般競争入札参加資格の
認定を受けている者のうち、競争参加資格確認申請の受付期限日において次に掲げる条件
を全て満たしている３者を構成員とする特定建設工事共同企業体であって、本工事の競争
参加資格の確認までに社会福祉法人とちぎ健康福祉協会理事長から本工事に係る特定建設
工事共同企業体としての建設工事に係る一般競争入札参加資格の認定を受けている者であ
ること。
なお、特定建設工事共同企業体に関するその他必要な事項は、栃木県建設共同企業体取扱
要領によるものとする。
条件

ア

条件適用

内容

の有無

栃木県の建設工事に係る一般競争
入札参加資格において右に掲げる認

代表構成員

定及び格付けを受けている者である
こと。

工種

建築一式工事

格付

ＳＡ級

総合点数

有
その他の構成員

工種

建築一式工事

格付

ＳＡ級又はＡ級

総合点数
イ

右の条件を満たす営業所等がその
地域内にあること。

有

―

―

代表構成員

県内に本店があること。

その他の構成員

県内に本店があること。

ウ 代表構成員が、
完成引き渡しが完了
した（2）に掲げる同種・類似工事を
元請として施工した実績
（建設工事共

有

同企業体の構成員としての実績を含
む。
）を有する者であること。
エ 構成員のいずれもが、右に掲げる国
家資格等を有する主任技術者又は監

有

理技術者を本工事に配置できること。
オ 代表構成員が、
完成引き渡しが完了
した（3）に掲げる同種・類似工事を
元請として受注
（建設工事共同企業体
の構成員としての受注を含む。
）した
工事において主任技術者、監理技術
者、現場代理人として施工した経験を
有する者を主任技術者又は監理技術
者として本工事に配置できること。

有

１級建築施工管理技士又はこれと同等以上
の資格等

条件

条件適用

内容

の有無

カ 構成員のいずれもが、本工事に係る
設計業務等の受託者である右に掲げ
る者と、資本又は人事面において関連

有

栃木県建築設計協同組合

有

桜ふれあいの郷建替整備新築その他工事２の１

がある建設業者でないこと。
キ 構成員のいずれもが、
右に掲げる工
事の落札者
（建設工事共同企業体の構
成員を含む。
）でないこと。
ク 代表構成員が、
右に掲げるいずれか
の条件を満たす人数以上の技術職員
を雇用
（開札日現在で３か月以上の直

① １級技術職員数が５人以上
有

② １級技術職員数が４人かつ２級技術職

接的かつ恒常的な雇用関係に限る。）

員数が３人以上

していること。
ケ とちぎ健康福祉協会条件付き一般競争入札公告共通事項（令和元年１１月１日版）１に示
す条件を満たしていること。
(2) (1)ウにおける同種・類似工事（企業の施工実績）は、次のすべての条件を満たす工事とす
る。
① 平成１６年度以降に完成引き渡しが完了した、国、特殊法人等、都道府県又は都道府県出
資公社発注の請負金額５００万円以上の建築一式工事
② 平成１６年度以降に完成引き渡しが完了した、１，０００㎡以上かつ平屋建て以上の建築
物の工事で、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の新営の建築一式工事
ただし、①と②は同一工事でなくてもよい。
(3) (1)オにおける同種・類似工事（配置予定技術者の工事経験）は、次のすべての条件を満た
す工事とする。
なお、配置予定技術者は、同種・類似工事の契約工期全般にわたり従事していることを
原則とする。
① 平成１６年度以降に完成引き渡しが完了した、国、特殊法人等、都道府県又は都道府県出
資公社発注の請負金額５００万円以上の建築一式工事
② 平成１６年度以降に完成引き渡しが完了した建築物の工事で、鉄骨鉄筋コンクリート造又
は鉄筋コンクリート造の新営の建築一式工事
ただし、①と②は同一工事でなくてもよい。
(4) (1)クにおける技術職員とは、次のとおりとする。
① １級技術職員とは、次のいずれかの資格を有する者である。
ア

１級建築施工管理技士

イ

１級建築士

② ２級技術職員とは、次のいずれかの資格を有する者である。
ア ２級建築施工管理技士
イ

２級建築士

５ 分離（分割）発注に係る入札条件
次に掲げる工事の落札者（建設工事共同企業体の構成員又は構成員の全部若しくは一部を同
じくする建設工事共同企業体を含む。）は、重複して落札者となることができない。入札は入札
順位に従って執行し、順次落札者を決定する。
入札条件適用の有無

無

工事名及び工事箇所等

―

６ 競争参加資格確認申請及び開札後の審査書類の提出
(1) 本工事の競争入札に参加を希望する者は、３の(2)に示す競争参加資格確認申請の受付期間
に次に掲げる競争参加資格確認申請書類及び特定建設工事共同企業体としての建設工事に係
る一般競争入札資格参加申請書類を提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）
イ 条件付き一般競争入札参加資格確認資料（様式１－２）
ウ 施工実績資料（様式１－２ 別紙１）及び添付資料
エ 建設工事入札参加資格審査申請書（特定建設工事共同企業体）
（様式１－３）及び特定建
設工事共同企業体協定書（袋とじをして割印を押印して提出すること）
オ とちぎ健康福祉協会条件付き一般競争入札公告共通事項（令和元年１１月１日版）４に
示す書類
(2) 開札の結果、落札候補者となった者は、３の(2)に示す開札後の審査書類の提出期限までに
次に掲げる競争参加資格の審査に必要な書類を提出しなければならない。
ア 配置予定技術者資料（様式１－２ 別紙２）
イ 技術職員名簿（様式１－２ 別紙３）
ウ とちぎ健康福祉協会条件付き一般競争入札公告共通事項（令和元年１１月１日版）７及
び１１に示す書類
７ 低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定
最低制限価格が設定されている。
８ その他
(1)

とちぎ健康福祉協会条件付き一般競争入札公告共通事項（令和元年１１月１日版）に示す
と
おりとする。

(2)

「栃木県建設共同企業体取扱要領」は、栃木県ホームページからダウンロードができる。
http:www.pref.tochigi.lg.jp/h01/pref/nyuusatsu/koukyou/syokitei.html

(3) その他、詳細不明の点については、3 の(1)に示す発注担当部署に照会のこと。

