
 

 

伊達市告示第 205号 

 

 制限付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の 6 及び伊

達市契約に関する規則（平成 9年規則第 22号）第 6条の規定に基づき、下記のとおり公告する。 

 

  平成 30年 8月 6日 

 

                             伊達市長 菊 谷 秀 吉 

 

1  入札に付する工事の内容 

(1) 入札番号  49 

(2) 工 事 名  末永排水区管渠新設工事 

(3) 施行場所  伊達市末永町 

(4) 工  期  契約日から平成 30年 11月 20日まで 

(5) 工事概要  一般土木工事 

下水道管渠工事 

  処理面積 1.03ha  工事延長 L=157.33 m 

    鉄筋コンクリート高圧管 φ350㎜  布設 L=13.00m L’=12.06m 

鉄筋コンクリート高圧管 φ400㎜  布設 L=90.00m L’=88.36m  

鉄筋コンクリート高圧管 φ600㎜  布設 L=67.33m L’=64.85m  

1 号人孔設置 3箇所 

2 号人孔設置 2箇所 

2  入札参加資格 

  入札参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者 

(2) 伊達市競争入札参加資格審査規程（平成 7 年訓令第 3号）に基づく指名停止を受けていない者 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく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）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等経営状態

が著しく不健全である者でないこと（更生手続又は再生手続の開始決定後、伊達市から再認定を

受けている者を除く｡）。 

(4) 平成 29・30年度伊達市競争入札参加資格者名簿に工種「一般土木工事」で登録がされている者 

(5) 伊達市内に建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に定める主たる営業所を有している者で、(4)

の工種における等級格付が「Ｂ級」に登録されているもの 

(6) 平成 25年 4月 1 日から平成 30 年 8月 16日までに伊達市が発注した(4)の工種のうち下水道工

事において単独企業又は共同企業体の構成員として入札への参加実績がある者 

3  入札参加申請書等の提出期間、場所等 

 (1) 入札参加申請書等 

   入札参加希望者は、次の書類を提出すること。 

  ア 制限付一般競争入札参加申請書（様式第 2号） 



 

 

  イ 建設工事実績調書（様式第 4号） 

  ウ 入札参加申請書受理票（様式第 6号） 

 (2) 提出期間  

   平成 30年 8月 6日から平成 30年 8月 16日までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除

く、午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時までとする。 

 (3) 提出場所 

   伊達市役所企画財政部財政課契約管財係 

   電話 ０１４２－２３－３３３１（内線２２４） 

 (4) 提出方法 

   入札参加申請書等は持参することとし、郵送等又はファクシミリによるものは受け付けない。 

 (5) 入札参加資格の確認 

   入札参加申請書等を提出した者のうち、入札参加資格のない者又は入札参加資格のなくなった

者には、その理由を記載した文書により通知する。 

 (6) 入札参加申請書等の入手方法 

   (3)の提出場所において無償で配布するほか、伊達市役所ホームページにおいてダウンロードで

きる。 

 (7) その他 

  ア 入札参加申請書等の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 

  イ 提出された入札参加申請書等は、返却しない。 

4  入札保証金及び契約保証金の有無 

 (1) 入札保証金 免除 

 (2) 契約保証金 納付。ただし、契約金額の 100分の 10に相当する額以上の現金又はそれに代わる

市長が確実と認める担保とする。 

5  設計書、仕様書、図面等の閲覧方法等 

 (1) 場所 電子閲覧（伊達市役所 2階閲覧所での閲覧も可能） 

 (2) 期間 平成 30年 8月 6日から平成 30年 8月 20日までとする。ただし、伊達市役所 2階閲覧所

での閲覧については、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前 8時 45分から午後 5 時 30分

までとする。 

6  入札執行の日時及び場所 

 (1) 入札執行日時 平成 30年 8月 21日13時 30 分 

 (2) 入札執行場所 伊達市役所 3階第 3会議室 

 (3) 入札方法 

    ア 入札書及び入札金額内訳書は持参すること。郵送等又はファクシミリによる入札は認めない。 

  イ 本市受付印押印済みの入札参加申請書受理票又はその写しを入札開始前に提出すること。 

7  予定価格 

  事後公表とする。 

8  留意事項等 

 (1) 入札書に記載された金額に 100 分の 108 を乗じて得た金額（消費税及び地方消費税相当額を加

えた額であり、1 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる｡)をもって契約金額とするの



 

 

で、入札において入札者は、消費税法上の課税業者及び免税業者の区分に係わらず、契約金額か

ら消費税及び地方消費税相当額を除いた額を入札書に記載すること。 

 (2) 入札書及び入札金額内訳書は、所定の様式(Ａ4判)により封筒に入れて提出すること。 

 (3) 代理人が入札する場合は、委任状(Ａ4 判)を提出し、入札書及び入札金額内訳書には代理人が

記名押印の上入札すること。 

 (4) 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  入札に参加する資格のない者の行った入札 

  イ 入札書の記載金額を加除訂正したもの 

  ウ 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの 

  エ 同一事項の入札について 2以上の入札書を提出したもの 

  オ 他人の代理を兼ね、又は 2以上の代理をなしたものの行った入札 

  カ 入札に関する条件に違反した入札 

キ その他入札に関し不正の行為があったものの行った入札 

 (5) 落札の日より 7日以内に契約を締結しないときは、落札を取り消すこととする。 

 (6) 入札の参加は自由であるが、辞退するときは入札執行前までに申し出ること。 

 (7) 競争入札参加者は、その他関係法令を遵守すること。 

9  支払条件 

(1) 前金払 契約金額の 4割以内 

 (2)  中間前金払 契約金額の 2割以内 

 (3) 部分払 3回以内（ただし、中間前金払との併用はできない。） 

10 最低制限価格の設定  

  設定する（最低制限価格を下回った場合は、当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限

の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者

を落札者とする｡)。 

11 分別解体等の実施の義務付け 

  この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）第 9条に基

づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、

解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約

書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参

考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。 

12 入札の延期等 

  下記の場合、当該入札を延期し、又は中止するものとする。 

 (1) 資格審査の結果、入札参加者が 2者未満となったとき。 

 (2) 事故が発生したとき又は不正な行為等の疑いにより公正な入札の執行を阻害されるおそれのあ

るとき若しくは阻害されたと認めるとき。 

 

 


