
蓮田白岡衛生組合告示第 １ 号   

 

 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

下記のとおり一般競争入札を執行するので公告する。 

 

令和４年１月５日 

 

                     蓮 田 白 岡 衛 生 組 合 

                     管理者 中 野 和 信 

 

記 

１ 入札対象工事 

(1)  工 事 名    管理棟トイレ改修工事 

(2)  工事場所    蓮田白岡衛生組合 

(3)  工  期    契約締結日から令和４年７月２９日まで 

(4)  工事概要    ア 目的 

             管理棟１、２階トイレのバリアフリー化及び２階 

             トイレの洋式化を行うと共に、新型コロナウイル 

             ス感染症対策として、手洗い器の水栓を自動水栓 

             へ交換する。 

 

            イ 工事内容 

              管理棟１、２階トイレのバリアフリー化 

              （廊下との段差の解消） 

              管理棟２階トイレの洋式化 

              照明器具のＬＥＤ化 

              内装仕上げのリニューアル 

              屋外汚水桝の更新(ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝→塩ビ桝) 

 

２ 入札参加資格要件 

入札に参加する者に必要な資格は、次のすべての要件を満たす者とする。 

(1)  地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者。 

(2)  令和３・４年度の蓮田白岡衛生組合建設工事等入札参加資格者名簿に

「建設工事」の「管工事」の業種で登載されている者。 

(3)  上記(2)に示す建設業の許可を有していること。 

(4)  過去５か年の間に、国（公社、公団を含む）、地方公共団体、一部事務

組合及び公営企業が発注した工事の実績（元請可、下請不可）が１件以上

ある者。 

(5)  公告日から入札日までの期間に、蓮田白岡衛生組合の指名停止等の措置

を受けていない者。 

(6)  令和３・４年度の蓮田白岡衛生組合建設工事等入札参加資格者名簿に登 

載されている事業所の所在地が蓮田市、白岡市、さいたま市、久喜市にあ 

る者。 

 

３ 契約条項等 

蓮田白岡衛生組合契約規則、蓮田白岡衛生組合入札保証金取扱基準、蓮田

白岡衛生組合契約保証金取扱基準、蓮田白岡衛生組合建設工事請負契約約款

については、蓮田白岡衛生組合ホームページにて閲覧することができる。 



４ 入札参加申し込み 

(1)  入札参加申込書等の配布方法及び期間 

   ア 蓮田白岡衛生組合ホームページからダウンロード 

      https://www.hs-eiseikumiai.org 

      令和４年 １月 ５日（水）から令和４年 １月２０日(木)まで 

   イ 蓮田白岡衛生組合窓口において配布 

      令和４年 １月 ５日（水）から令和４年 １月２０日(木)までの 

      午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

(2)  入札参加申し込み方法及び受付期間 

   ア 申込方法  指定様式により蓮田白岡衛生組合、庶務課契約検査担当 

に持参のこと。 

          （様式は、当組合ホームページからダウンロード可） 

   イ 受付期間  令和４年 １月 ５日（水）午前９時から 

令和４年 １月２０日（木）午後５時まで 

   ウ 申込書類  蓮田白岡衛生組合一般競争入札参加申込書 

           建設工事等履行実績調書（入札参加申込書添付用） 

工事実績を証明する書類の写し（契約書及び工事完成結 

果通知書・コリンズ竣工登録書等工事が完成した実績を 

証明する書類） 

 

５ 入札参加資格の決定 

(1)  入札参加の申し込みを行った者については入札参加資格要件の有無を確 

認し、入札参加資格要件を有する者には、一般競争入札参加資格証を郵送 

する。 

なお、入札参加資格要件を有しない者については、一般競争入札参加確

認通知書に参加資格がないと認めた理由を記入して通知する。 

(2) 入札参加資格証等郵送予定日  令和４年 １月２８日（金） 

    

６ 入札日時及び場所 

(1)  入札日時  令和４年 ２月 ８日（火）午前１０時００分 

(2)  入札場所  蓮田白岡衛生組合 エコプラザ２階研修室 

 

７ 入札保証金 

(1)  入札保証金については、蓮田白岡衛生組合契約規則に定める所定の入札 

保証金を納めなければならない。 

   ア 納付期限 現金・現金以外共に  

令和４年 ２月 ４日（金）正午まで 

   イ 納付場所 蓮田白岡衛生組合（会計室）又は埼玉りそな銀行蓮田支店 

   ウ 納付金額 見積金額の１００分の５以上 

(2)  蓮田白岡衛生組合契約規則第８条第１項の規定に該当し入札保証金の免 

除を受けようとする者は、次の方法により組合に申し出なければならない。 

    ア 免除申出方法 蓮田白岡衛生組合に一般競争入札保証免除申請書を提

出（入札参加申込書と一緒に提出すること） 

   イ 蓮田白岡衛生組合契約規則第８条第１項第１号による場合の添付書類 

（入札日前日の正午までの提出でも可） 

     入札保証保険証券（見積金額の１００分の５以上）  

   ウ 蓮田白岡衛生組合契約規則第８条第１項第２号による場合の添付書類 

建設工事等履行実績調書（入札保証金免除申請添付用）、工事実績を証 

明する書類の写し（契約書及び工事完成結果通知書・コリンズ等） 



８ 設計図書の貸出 

(1)  貸出期間 

    令和４年 １月 ５日（水）から令和４年 １月２０日（木）まで 

    午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

(2)  貸出方法 

    設計図書貸出申請書の提出により、設計図書（ＣＤ－Ｒ）を貸し出す。 

(3)  返却日 

    申請者は貸出用の設計図書（ＣＤ－Ｒ）を速やかに複写し、原則として 

貸出日当日のうちに返却すること。 

 

９ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関する質問は、蓮田白岡衛生組合が指定する質問書を用い電子メ

ールにて送付するものとし、送信後は着信確認のために必ず電話すること。 

  （質問書は当組合ホームページからダウンロード可） 

(1)  提出期間  令和４年 １月 ５日（水）から令和４年 １月２０日

（木）午後５時まで 

(2)  質問書送付先 

    蓮田白岡衛生組合 庶務課契約検査担当 

    メールアドレス genchan@hs-eiseikumiai.org 

(3)  質問に対する回答 

    適宜、組合ホームページに掲載する。 

 

10 現場説明会 

現場説明会については実施しない。ただし、現地確認の必要がある場合は当

該工事場所を視察できるものとする。 

視察日時は令和４年 １月１３日（木）１回目:午前10時～午前10時45分、

２回目：午前11時から午前11時45分、３回目：午後2時～午後2時45分、４回

目：午後3時から午後3時45分の４回とする。 

なお、視察を希望する場合は事前に庶務課契約検査担当に連絡すること。 

 

11 入札参加の排除 

  一般競争入札参加資格証の交付を受けた者であっても、入札時点において入

札参加資格を有しない者は入札に参加することができない。 

 

12 入札の中止等 

(1)  入札参加者がいない場合は入札を中止する。 

(2)  天災、地変その他やむを得ない理由が生じた場合は入札の執行を中止又 

は延期する場合がある。 

(3)  入札参加者が連合し、又は不穏な行動をした場合その他公正な入札の執 

行を妨げる行為をした場合において、入札を公正に執行することができな 

いと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 

執行を中止し、若しくは延期する場合がある。 

 

13 入札書の提出方法 

(1)  入札参加者は、蓮田白岡衛生組合契約規則、蓮田白岡衛生組合建設工事 

請負契約約款、蓮田白岡衛生組合建設工事等競争入札参加者心得、設計図 

書、現場等を熟知の上、総価により入札しなければならない。 

この場合において、入札書に記載する金額は消費税の課税業者であるか 

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 

する金額とする。 

mailto:genchan@hs-eiseikumiai.org


(2)  入札書は組合指定の入札書とし、封かんして入札者の名称を表記した上 

で、所定の日時及び場所において入札しなければならない。 

(3)  入札金額見積内訳書を作成し、入札書と一緒に提出しなければならない。 

(4)  入札書は持参しなければならない。 

(5)  入札参加者が代理人をもって入札させるときは委任状を提出しなければ 

ならない。 

(6)  入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理 

をすることはできない。 

(7)  入札開始後入札会場に到着した者は入札に参加できない。 

 

14 入札回数 

  ３回以内とする。（再度入札は２回以内とする。） 

 

15 最低制限価格  設定する。 

 

16 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1)  入札参加資格がない者のした入札 

(2)  入札者の記名押印のない入札書によって行われた入札 

(3)  記載すべき事項の記入のない入札書によって行われた入札又は記載事項 

を判読することができない入札書によって行われた入札 

(4)  入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札 

保証金が所定の率又は額に達しない者がした入札 

(5)  金額を訂正した入札書によって行われた入札 

(6)  工事名、工事場所その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合に 

おいて、その訂正印のない入札書によって行われた入札 

(7)  同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、 

その全部の入札 

(8)  同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、そ 

の双方の入札 

(9)  前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札 

 

17 入札書の書換等の禁止 

  入札参加者は、入札した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることが

できない。 

 

18 落札者の決定方法 

(1)  落札者は、組合の予定価格及び最低制限価格の範囲内の価格で最低の価

格をもって有効な入札をした者とする。 

(2)  落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある時は、当該入札者に

よりくじで落札者を決定する。 

 

19 落札者の周知方法 

  落札者の決定と同時に、入札会場で入札者全員に口頭で周知する。 

 

 



20 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上の額を納付すること。ただし、利付国債の提

供、又は金融機関（銀行又は管理者が確実と認める金融機関）の保証、若しく

は保証事業会社の契約保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

  また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結

を行った場合は契約保証金の納付を免除する。 

  なお、本工事においては、蓮田白岡衛生組合契約規則第２８条第１項第３号

の免除規定（履行実績）は適用しない。 

 

21 支払条件  

(1)  前払金  無 

(2)  部分払  無 

 

22 異議の申立 

  入札を行った者は、入札後は蓮田白岡衛生組合契約規則、蓮田白岡衛生組合

工事請負契約約款、蓮田白岡衛生組合建設工事等競争入札参加者心得、設計

図書、現場等についての不明を理由に異議を申し立てることができない。 

 

23 問い合わせ先 

   〒３４９－０２０４  

埼玉県白岡市篠津１２７９－５ 

蓮田白岡衛生組合 庶務課契約検査担当  

   電 話 蓮田局 ０４８（７６６）３７３８  

白岡局 ０４８０（９２）８８３９  

Email  genchan@hs-eiseikumiai.org 
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