
一般競争入札に関する公告 

 

次の通り一般競争入札に付します 

令和 2年 5月 29日月曜日 

 

社会福祉法人恩賜

財団済生会支部福岡県済生会 

介護老人保健施設 済生会くれたけ荘 

施設長 小柳信洋 

1. 競争入札に付する事項 

(1) 対象工事 

済生会くれたけ荘駐車場新設工事 

(2) 工事概要 

施設玄関前駐車場新設（駐車スペース 4台分の新設） 

(3) 工事期間 

令和 2年 12月まで 

ただし、実施にあたっての工事期間は別途協議の余地あり 

(4) 工事場所 

社会福祉法人恩賜

財団済生会支部福岡県済生会 介護老人保健施設 済生会くれたけ荘 

(以下、当施設という) 

2. 参加者資格について 

(1) 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一規格）において、開札までに「役務の提供等

その他」の A,B,C 又は D の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格

を有する者であること。 

(2) 直近 3 年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。 

(3) 次に揚げる競争入札に参加することができない者に該当しないこと。 

① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

(4) 次のいずれにも該当しないこと  

① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者  

② 暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者  

③ 次の各号に該当する事実があった後２年を経過していない者  

（これは代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ） 

(ア) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利

益を得るための連合をした者  

(イ) 交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者  

(ウ) 監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を

妨げた者 

  



(エ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者  

(オ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者  

(カ) 前各号に類する行為を行った者 

(キ) 当該入札要項書を受領していない者 

3. 入札方法、入札参加希望者の申込み等 

(1) 仕様書の交付期間及び交付場所 

① 期間  ;令和 2年 6月 12日金曜日まで  

② 場所  ;施設ホームページより各自ダウンロード 

③ 入札説明 ;随時 1(4)にて行う 

(2) 担当者 ;事務課 杉田佳史 TEL 093-653-1121 FAX 093-653-1131 

  E-mail;y.sugita@saiseikai-kuretakesou.jp 

(3) 入札方法;郵便による入札 

(4) 書類の提出 

① 郵送する書類;入札書を含む書類 

② 期限 ;令和 2年 6月 12日金曜日必着 

(5) 入札（開札）日時 

① 令和 2年 6月 15日月曜日 11:00～ 

4. その他  

(1) 入札保証金  … 免除とする 

(2) 契約履行保証 … 免除とする 

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料

に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

(4) 第一交渉権者の決定方法  

最低価格をもって申し込みをした者を落札者とする。ただし、見積額が予定価格の

制限の範囲内にある場合に限る。 

(5) 契約手続き前の交渉の有無 有 

(6) 契約書作成の要否 … 要 

以上 

  



  

駐車場新設箇所 



駐車場新設工事 参考数量内訳書 

名称 摘要 数量 単位 

1. 抜去工事   単位 

1) 低木伐採・伐根 ﾂﾂｼﾞ ･ ﾂｹﾞ ・ ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 58.8 ㎡ 

2) 高木伐採・伐根  1.0 本 

3) 緑地帯伐採機械等搬送  1.0 式 

4) 外灯撤去  1.0 式 

5) アスファルト舗装撤去 既設舗装版 5cm 19.2 ㎡ 

6) コンクリート率上擁壁 タイル付 t210 H300～H550 カッター共 21.1 ㎡ 

7) スキトリ残土処理 H200～H580 77.8 ㎡ 

    

2. 舗装工事    

1) 化粧ブロック積み ｱ 120 3段～2段 基礎共 6.5 m 

2) 上層路盤工 済生クラッシャラン t150 98.6 ㎡ 

3) ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工 密粒度 ASC50 98.6 ㎡ 

4) 駐車場区画線・車止めブロック  3.0 台 

5) 雨水桝蓋取替え グレーチング蓋 3.0 箇所 

6) 枡調整  4.0 箇所 

7) 看板移設  1.0 式 

8) 輸送費  1.0 式 

    

  



 

入札日 令和 2 年 6 月 15 日 

 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 福岡県済生会 

介護老人保健施設済生会くれたけ荘 

施設長 小柳信洋 様 

 

 

商号又は名称     

代表者名      印 

 

 

入札参加申込書 

 

 

済生会くれたけ荘で行われる「済生会くれたけ荘駐車場新設工事」に係る一般競争入札に

参加したく、申し込みいたします。 

 

 

（添付書類） 

1. 官公庁に提出している「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し 

2. 誓約書 

以上 

  



 

令和   年   月   日 

 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 福岡県済生会 

介護老人保健施設済生会くれたけ荘 

施設長 小柳信洋 様 

 

 

商号又は名称     

代表者名      印 

 

 

誓約書 

 

 

当法人は、済生会くれたけ荘との取引に当たり、次の事項を制約します。また、次の事

項が事実と異なることが判明した場合、貴法人により取引停止、業者名の公表、参加資格

認定の取り消し等の処分を講じられても異議はありません。 

 

 

1. 直近 3ヶ年以内に医療機関、介護施設において指名停止等の処分を受けていません 

 

2. 貴施設の「一般競争入札に関する公示」の「2.参加者資格」(2)~(4)に該当しておりま

せん。 

  



入札日 令和 2 年 6 月 15 日 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 福岡県済生会 

介護老人保健施設済生会くれたけ荘 

施設長 小柳信洋 様 

 

《入札参加者》     

 

印 

 

第一回目 

 

入札書 

 

私は、入札説明書および入札心得を熟知したうえで、下記のとおり済生会くれたけ荘で執行

される競争入札に入札します。 

 

1.入札案件 駐車場新設工事 

 

2.入札金額 

 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

           

上記入札金額は、消費税(8%)を除いた金額です。 

[入札金額内訳] 

品名 数量 単価 合計 

    

    

    

    

    

    

 

以上 

  



入札日 令和 2 年 6 月 15 日 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 福岡県済生会 

介護老人保健施設済生会くれたけ荘 

施設長 小柳信洋 様 

 

《委任者》     

 

印 

 

委 任 状 

 

私は、下記のとおり済生会くれたけ荘で執行される契約に関する権限を代理人に委任します。 

 

 

1. 入札案件 駐車場新設工事 

 

2. 代理人および委任事項 

(1) 代理人 

 

 

 

(2) 委任事項 

入札に関する一切の権限 

 

(3) 委任期間 

令和   年  月  日から、本件入札案件の代金清算終了時まで 

 

 


