
入札説明書 

 

育苗施設建築工事に係る令和 4 年 4 月 28 日付け公告第 17 号に基づく入札について

は、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

第 1 入札に付する事項 

（1）入札番号 

第 22-023-003-043号 

（2）入札件名 

育苗施設建築工事 

（3）履行場所 

浪江町大字苅宿 地内 

（4）履行期限 

令和 5年 1月 31日まで 

（5）仕様等 

   別紙、「特記仕様書」のとおり 

 

第 2 入札参加資格 

入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者

であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、

入札参加有資格者が入札日（開札日）までに入札参加資格要件を満たさなくなったと

きは入札に参加することはできない。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167 条

の 4第 1項の規定に該当していない者であること。 

（2）本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に

係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等（平

成 20 年 12 月 25 日告示第 68 号）による指名停止を受けていない者であること。 

（3）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（4）本社が日本国内にあること。 

（5）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条の 23の規定による直前の決算に基

づく経営事項審査において、建築工事一式の総合評定値が 750 点以上である者。 

（6）公告の日から過去 10 年以内に、水稲苗の総数 20,000 箱以上の施設で、種籾処

理・播種・出芽・緑化・硬化の一連の水稲育苗施設の施工実績を有する者。 

 

第 3 入札参加資格等の確認 



（1）入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種

書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、

受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認め

られた者は、この入札に参加することができない。 

（2）提出書類 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（第 1号様式） 

イ アの申請書に示す添付書類 

（3）受付期間 

公告した日から令和 4年 5月 13日（金）まで 

午前 8時 30分から午後 5時 00分まで（ただし、土・日曜及び祝祭日除く。） 

（4）提出先 

   〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7番地 2 

   浪江町役場 企画財政課 財政管財係 入札担当 

（5）提出方法 

郵送又は持参とする。 

郵送の場合、受付期間内（5月 13日午後 5時 00分）必着とする。 

（6）提出部数 

各１部 

（7）一般競争入札参加資格認定通知書の送付 

 令和 4年 5月 19日（木） 

   ※FAXにより連絡し、書面は郵送する。 

 

第 4 入札の方法等 

 （1）入札日時及び場所 

本件入札は、令和 4年 5月 24日（火） 午後 2時 00分から 

浪江町役場２階大会議室（双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7番地 2）にて行う。 

※受付時間は、午後 1時 15分から午後 1時 55分までとする。 

   受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ま

せること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着

席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。 

 （2）入札時に必要な書類等 

   ア 入札書（第 3号様式） 

   イ 委任状（第 4号様式）※代理人が入札する場合 

ウ 工事費内訳書（浪江町指定様式） 

     ※浪江町指定様式に金額記載のうえ、入札書、工事費内訳書の順に揃え、左 

肩をホチキス止めの上、提出すること（封筒不要）。    

 （3）入札の方法 



   ア 本件入札は、制限付一般競争入札により行う。 

   イ （2）に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法

による入札は受け付けない。 

   ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記

入し押印すること。 

   エ 受付にて本人確認できるもの（運転免許証、保険書又は社員証）を提示する

こと。※代表者、代理人問わず提示すること。 

   オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 数博」宛とする。 

   カ 入札会場へは、1業者 1名のみ入場とする。 

   キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書

の訂正、引換え又は撤回は認めない。 

   ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注

意すること。 

   ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指

示に従って入札書を提出すること。 

   コ 入札を希望しない場合（都合により辞退する場合）は、参加しないことがで

きる。その際は、「浪江町長 吉田 数博」宛で入札辞退届（第 7 号様式）

を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、こ

れを撤回することはできない。 

   サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。 

 （4）入札額の記入 

    入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額（消費税

及び地方消費税抜き）を入札書に記載すること。 

    また、入札書に記載された金額の 110分の 100に相当する金額に 1円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨て

た後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。 

 （5）入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とし

ていた場合には、落札決定を取り消す。 

ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるとき 

イ 指定の日時までに入札書が提示されないとき 

ウ 委任状・入札書への記名押印を欠くとき 

エ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき 

オ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったと

き 



カ 同一の入札に 2通以上の入札を行ったとき 

キ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は 2人以上の代理をしたとき 

ク 代理人が委任状を持参しないとき 

ケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき 

 （6）入札執行回数 

    入札執行回数は回数を定めない。 

 （7）再入札 

    予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名

を発表した上で、直ちに再入札を行う。 

    再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書（押印のあるのもの）

を複数準備すること。 

再入札の場合も指定の入札書（第 3号様式）に入札額を記載・押印した入札書

を提出すること。 

    再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。 

 （8）落札者 

   ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲

内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。 

   イ 落札者となるべき同価の入札をした者が 2人以上ある場合、地方自治法施行

令 167条の 9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。 

   ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自

治法施行令第 167条の 2第 1項第 8号の規程により、最低価格で入札した者

から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。 

 

第 5 入札保証金及び契約保証金 

（1）入札保証金 

入札参加希望者は、入札金の 100分の 5以上の額の入札保証金を納付しなけれ

ばならない。ただし、浪江町財務規則第 115条第 1項各号に該当する場合におい

ては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。 

免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の 3日前までに

第 3入札参加資格等の確認（4）提出先まで提出すること。 

（2）契約保証金 

  ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の 100 分の 10 以

上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

  イ 契約保証金は、現金（現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機

関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限

る。）で納めるものとするが浪江町財務規則第 166条第 1項各号に規定する

有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 



  ウ 浪江町財務規則第 98 条第 1 項各号に該当する場合においては、契約保証金

の全部または一部の納付を免除する。 

  エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99 条及び第 100 条

に定めるところによる。 

 

第 6 契約 

（1）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通

貨とする。 

（2）契約書等の作成等 

  ア 浪江町財務規則第 94条に基づき契約書を作成する。 

  イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。 

   ウ 契約の確定時期は、地方自治法第 234条第 5項の規定により両者が契約書に 

記名押印したときに確定するものとする。 

   エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方

自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第５号の規定により議会の

議決に付さなければならない契約は、予定価格５,０００万円以上の工事又は

製造の請負とする。また、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会

の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格７００万円以

上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、１件５,０

００平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たと

きに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものと

する。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じ

た場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。 

（3）契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。 

 

第 7 質問に関する事項 

 （1）質問の提出方法 

仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書（第 6号様式）に記載し、FAX

にて送付すること。 

    FAX：0240-34-4593 

    また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。 

 （2）質問受付期間 

    公告した日から令和 4年 5月 13日（金）午後 5時 00分 

 （3）質問への回答 

    回答については、令和 4 年 5 月 19 日（木）まで（ただし、質問内容が複雑で

あるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。）に、浪江町

役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。 



   浪江町役場ホームページ：http://www.town.namie.fukushima.jp/ 

 

第 8 その他 

（1）本件の監督員は、農林水産課 主査 山岸敏和、農政係 阿部進一とする。 

 （2）入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。 

 （3）この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に

漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。 

 （4）天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないと

きには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。 

 （5）入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったと

きは、当該入札者は落札者とはしない。 

 （6）建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。 

 （7）日曜、祝日、休日は労働者を休業させるよう配慮すること。 

 （8）入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードするこ

とができる。 

   浪江町役場ホームページ：http://www.town.namie.fukushima.jp/ 

 

問合せ先 

浪江町役場 企画財政課 財政管財係 入札担当 

電話：0240-34-0237／FAX：0240-34-4593 

 浪江町役場ホームページ：http://www.town.namie.fukushima.jp/ 


