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入 札 説 明 書 

 

平成 30年度天川村火葬場建設工事に係る公告に基づく一般競争入札については、関係法

令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

入札に参加を希望する者は、下記の事項を熟知のうえ、申請しなければなりません。 

 

Ⅰ 公告日   平成 30年 11月９日 

 

Ⅱ 契約者   天川村長 

 

Ⅲ 担当部課等の名称、所在地 

奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60番地 

   天川村役場住民課 

Ⅳ 

１．競争入札に付する工事の概要 

（１） 工事番号    住第３０－１号 

（２） 工 事 名    天川村火葬場建設工事 

（３） 工事場所    奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60番地 

（４） 工事概要    天川村役場火葬場新設 

延べ床面積 ３１７．７７㎡ 

（５） 工事期間     天川村議会の議決後～平成 31年３月 27日 

（６）  予定価格     １７４，６２６，８７０円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

（７）  最低制限価格   有 

（８） 契約締結予定日 平成 30年 12月予定の天川村定例議会における議決日 

（９） 支払条件 

①前払金 

②部分払 

２．競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

天川村建設工事入札参加資格のうち、建築一式工事の資格を有する建設業者であっ

て、次に揚げる条件をすべて満たし、かつ、この工事に係る競争入札参加資格の確認

を受けた建設業者が、この入札に参加することができます。 

（１） 競争入札に参加する者すべてが、次の条件をすべてみたしていること。 

① 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当する者でないこと。 

② 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 15 条の規定による特定建設業の許可を受

けているものであり、奈良県内に本店を有し、建設業法第 27 条の 23 第１項の規定

による経営事項審査の（審査基準日が競争入札参加確認申請書の提出前１年７箇月

以内のもののうち、直近のものであり契約締結日まで有効であること。）結果におけ



る建築一式工事についての総合評点が 950点以上の者であること。 

③ 過去 10年以内に国内で同種又は類似工事（学校、体育館、庁舎、事務所、研究所

又はこれらに類似するものの公共工事をいいます。）の元請実績（工事が完成したも

のに限ります。）を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、

出資比率が 20パーセント以上の場合に限ります。 

④ 競争入札参加資格確認時点及びその後入札執行日までの間において、奈良県建設

工事指名停止等措置を受けていない者であること。 

（２） 企業体構成員のすべてが、次の条件を満たす監理技術者又は、主任技術者をこの

工事を行う期間中専任で配置できること。ただし共同企業体の代表者にあっては監理

技術者を配置できること。 

① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有するものであること。 

② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けているものであること。 

③ 同種又は類似工事（（２）④の類似工事をいいます。）の従事経験を有する者であ

ること。 

（３） 掲げるこの入札にかかる設計業務の受託者と資本又は人事面において関連がある

者でないこと。 

名 称  株式会社礎設計事務所 代表取締役 南 明 

所在地  奈良県橿原市葛本町８３５－１ 

（４） 会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条の規定による更生手続開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づ

く更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続き開始の申立てをしなか

った者又は申立てをなされなかった者とみなします。 

（５） 平成 12年３月 31日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225号）附則第２条によ

る廃止前の和議法（大正 11年法律第 72号）第 12条第１項の規定による和議開始の

申し立てをしていない者であること。 

（６） 平成 12 年４月１日以降に民事再生法第 21 条の規定による再生手続き開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づ

く再生手続き開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者

については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者

とみなします。 

３．一般競争入札参加の確認の手続き 

この工事の入札に参加しようとする建設業者は、あらかじめ、入札参加申込書を天

川村長に提出し、参加資格があることの確認を受けなければなりません。入札を執行

した後、最低落札業者は競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」といいます。）

に競争入札参加資格確認資料「経営事項審査結果及び設計業務受託者との関連を示す

書類、建設工事施工実績調書、配置予定技術者の資格・工事経歴報告書、モラルに対

する決意」（以下「資料」といいます。）を添えて天川村長に提出し、確認を受けなけ



ればなりません。 

（１） 申請書等の配布 

① 交付方法 

〒638－0392 奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60番地 天川村役場住民課 

又は天川村ホームページ(URL:http://www.vill.tenkawa.nara.jp) 

（２） 申請書等の受付 

① 参加申込書等方法及び期間 

・ 信書による提出：公告日から平成 30年 11月 20日（火）必着のこと。 

・ 持参による提出：公告日から平成 30年 11月 20日（火）16時まで。 

持参により提出は、土曜、日曜、祝日等、天川村の休日を定める条例（平成元年

天川村条例第 32号）に定める休日を除く、毎日午前９時から午後４時まで。（正午

から午後１時までを除く。） 

② 場所 

〒638-0392 奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60番地 天川村役場住民課 

③ 提出部数 

各１部 

（３） 入札参加申込みの回答の通知 

入札参加申込書の回答については、入札参加申込書の到着・受取後、直ちに審

査を行い、返信（郵送の場合）もしくは、手渡し（持参の場合）致します。 

（４） その他 

① 資格作成に要する費用は、提出者の負担とします。 

② 提出された申請書等は、返却しません。また提出期限の日以降における申請書等

書類の差し替え及び再提出は認めません。 

４． 設計図書等の貸与 

（１） 競争入札参加資格の確認を受けた建設業者に対して、設計図書を天川村役場住民

課でＣＤを貸与します。 

① 持参書類 

入札参加資格確認通知書 

② 日 時 

平成30年11月9日（金）から平成30年11月26日（月）までの、土、日曜日、祝日等

を除く午前９時から午後４時 

③ 場 所 

奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地 

天川村役場住民課 

（２） 設計図書等について質疑がある場合には、その旨を記載した書面を次のとおりＦ

ＡＸ送信して下さい。なお、質疑がない場合もその旨を書面でＦＡＸ送信して下さ

い。 

http://www.vill.tenkawa.nara.jp/


① 日 時 

平成 30年 11月 21日（水）～平成 30年 11月 26日（月） 

午前９時から午後４時まで 

② ＦＡＸ送信先 

名   称  天川村役場住民課（住所:奈良県吉野郡天川村沢谷 60番地） 

ＦＡＸ番号  ０７４７－６３－０３２９ 

（３） 質疑に対しては、平成 30 年 11 月 26 日（月）午後４時 00 分までに順次ＦＡＸに

て回答します。 

（４） 貸与を受けた設計図書等は入札執行前に返還してください。 

５． 入札執行の日時及び場所等 

（１） 日 時 

平成 30年 12月４日（火）午前 11時 00分 

（２） 場 所 

奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地 

天川村山村開発センター（２階 ２０２会議室） 

（３） その他 

競争入札の執行に当たっては、天川村長が競争入札参加申込資格のあることを

確認した旨の回答書を持参してください。 

６． 入札の方法等 

（１） 入札は持参によるものとし、郵便及び電送による入札は、取り扱いません。 

（２） 最低制限価格 

本工事の入札については、最低制限価格を採用します。 

（３） 代理人をもって入札する場合は、その委任状を入札と同時に提出して下さい。 

（４） 入札者は、その提出した入札書を引き換え変更し、又は取り消すことはできませ

ん。 

（５） 落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数ある時は、その端数の金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札者は消費税にかかる課税事

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 108分の 100

に相当する金額を入札書に記載してください。 

７． 入札の無効 

この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、虚偽の

申請を行った者のした入札及び入札者心得又は入札条件に違反した入札は、無効とし

ます。 

８． 入札保証金及び契約保証金 

天川村契約規則（昭和 39 年３月 31 日 天川村規則第６号）に定めるところにより

ます。 



（１） 入札保証金は、本工事の予定価格の 100分の５以上とする。 

（２） 契約保証金は、本工事の契約金額の 100分の 10以上とする。 

（３） 入札保証金、契約保証金について、免除規定があります。 

９． 落札者の決定方法 

最低額の業者に参加資格申請書等を審査した上で落札者とします。 

10． 本契約の成立 

この工事の契約については、天川村議会の議決を要しますので、議決があるまでの

間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

11． 問い合わせ先 

不明な点については、次の場所に問い合わせてください。 

奈良県吉野郡天川村大字沢谷 60番地 

天川村役場住民課 

電話番号  ０７４７－６３－０３２１ 

ＦＡＸ番号 ０７４７－６３－０３２９ 

 


