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理事長 上 山  貢 

 

 

条件付き一般競争入札公告（みろく苑介護職員宿舎整備） 

 

 

下記の工事については、条件付き一般競争入札により実施しますので次のように 

公告します。入札に参加を希望する場合は、下記により参加申込書を提出してください。 

 

 

記 

 

1 競争入札に付する事項 

（1）工 事 名   特別養護老人ホームみろく苑介護職員宿舎 新築工事 

（2）工事場所   青森県三戸郡田子町大字田子字幅川原 48-1 

（3）工  種   建築工事一式 

（4）工  期   契約取り交わしの日から令和 5年 7月 31日まで 

（5）工事内容   敷地面積 1，345㎡   

   ・本体棟（１棟） 

用  途 寄宿舎 

         構  造 木造 1階建 

         建築面積 229.38㎡ 

         延床面積 215.46㎡ 

 

2 入札参加資格条件 

  次の各号に該当する条件を満たす者であること。 

（1） 三八地域県民局 又は 上北地域県民局の管内に本店所在地を有すること。 

（2） 青森県建設業者名簿において建築一式工事にて「特 A級」にランクしていること。 



（3） 過去 10 年間に同種の公共建設工事一式について契約金額が 1 億円以上の実績

を有すること。 

（4） 建設業法第２６条に定める専任の主任技術者又は監理技術者を配置する事がで

きること。 

（5） 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書にて建築一式工事の総合評定値が

950点以上の業者であること 

 

3 設計図書の縦覧 

（1） 縦覧場所 社会福祉法人吉幸会 法人本部 

     青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3番 660 

（2） 縦覧期間 令和 5年 2月 16日（木） ～ 令和 5年 2月 24日（金） 

受付時間  午前 9時 ～ 午後 3時まで 

（ただし、受付初日においては、正午から午後 3時までとし、 

受付最終日においては、午前 9時から午前 11時までとする。） 

（3） 設計図書に対する質問がある場合は、次に従い質問回答書により提出すること 

提 出 先  参加申請提出先に同じ。 

質問期間  令和 5年 2月 16日（木） ～ 令和 5年 2月 24日（金）まで 

受付時間  午前 9 時 ～ 午後 3 時まで 

（ただし、受付初日においては、正午から午後 3時までとし、 

受付最終日においては、午前 9時から午前 11時までとする。） 

提出方法  質問回答書はＦＡＸ 又は Ｅメール により提出するものとし、持   

参又は郵送によるものは受け付けない。 

回  答  質問に対する回答は、令和 5年 2 月 27日（金）17 時までに、ＦＡ 

Ｘ 又は Ｅメールで質問者及び参加申請を受付した全員に回答する。 

 

4 参加申込書の内容および配布 

（1） 参加申込書の内容 

      別紙様式のとおり 

（2） 参加申込書の配布 

      配布期間 令和 5年 2月 16日（木） ～ 令和 5年 2月 24日（金）まで 

受付時間  午前 9時 ～ 午後 3時まで 

（ただし、受付初日においては、正午から午後 3時までとし、 

受付最終日においては、午前 9時から午前 11時までとする。） 

    配布場所 社会福祉法人 吉幸会 法人本部 

            青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3番 660 

           電話 ０１７８－３２－０１６５ 



5 参加申込書の提出 

入札参加希望者は、条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（以下「参加申請書」

という。）を提出すること。なお、期限までに参加申請書を提出しない者は、入札に

参加することができない。 

（1） 提出期限 令和 5 年 2 月 24 日（金） 午前 11時まで 

（2） 提出場所 社会福祉法人吉幸会 法人本部 

          〒039-1522 青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3番 660 

           電話 ０１７８－３２－０１６５ 

（3）提出部数 1部 

（4）提出方法 郵送 又は 持参 によるものとします。 

 

6  開礼の日時及び場所 

(1) 日  時  令和 5年 3月 9日（木）午前 10 時 00 分 

(2) 場  所  特別養護老人ホームひだまり 研修室 

〒039-1522 青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3番 660 

 

7  入札方法等 

(1) 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（当該金額に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。 

(2) 入札の執行回数は、２回までとする。 

 

8  入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金  入札保証金は免除 

(2) 契約保証金  契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、

契約者が保険会社との間に社会福祉法人吉幸会を被保険者とする履行保証保険契約

を締結した場合は、契約保証金を免除する。また、銀行若しくは社会福祉法人吉幸

会が確実と認めた金融機関の保証又は公共事業の前払金保障事業に関する法律第２

条第４項に規定する保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えること

ができる。 

 

9  入札の辞退 

入札を辞退する場合は、開札の前日までに郵送又は持参により入札辞退届（様式任意）

を提出すること。ただし、郵送の場合は必着とする。 



10  入札条件 

(1) 入札者心得書を遵守すること。 

(2) 入札参加者が１者のみの場合は、入札を行わない。 

 

11  落札者の決定 

最低の価格をもって入札した者が２者いるときは、くじにより落札者を決定する。 

 

12  契約の締結時期 

令和 5年 3月 9日（木）即時契約する。 

落札者が、速やかに履行保証保険に加入することを条件に契約締結する。 

 

13  その他 

(1) 入札参加者は、入札の概要、設計図書等を熟読の上、入札に参加すること。 

(2) 本参加申込書の作成に要する費用は提出者の負担とします。 

(3) 参加申込書は、提出者に無断で他の用途に使用することはできません。 

(4) 本公告は、入札参加の意向を確認するためのものであり、提出された参加申込書 

の上、適格者には別途指名通知いたします。 

(5) 縦覧や参加申込書類の提出は、事前に下記まで電話連絡し、時間を予約した上で来

訪してください。 

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日は除く） 9：00～16：00 

 

＜連絡先＞  社会福祉法人吉幸会 法人本部 

〒039-1522 青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3番 660 

電 話 ０１７８－３２－０１６５  

ＦＡＸ ０１７８－６１－１３２３ 

E-mail  counsel@mirokuen.com    

担 当 玉 川   

 

 

 

 

 

 

 

 


