
一般競争入札公告 

 

 

一般競争入札を行いますので、次の通り公告します。 

2020 年 11 月 26 日 

 

 株式会社東急キッズベースキャンプ 

代表取締役 島根 太郎 

１、概要 

（１）工事名称      (仮称)KBC ほいくえん南町田 ALIVE 改修工事 

（２）工事場所      東京都町田市南町田 5-4-10 ALIVE 1,2 階 

（３）構造規模      鉄筋コンクリート造 3 階建 

（４）建物用途      保育所 

（５）延床面積      166.68 ㎡ 

（６）工事区分      改修工事一式（内装工事、建築工事、電気設備工事、給排水衛生整 

備工事、空調換気設備工事、共通仮設工事、外構工事 他） 

（７）着 工          2020 年 12 月 22 日（火） 

（８）完成引渡      2021 年 3 月 10 日（水）※諸官庁検査済取得含 

（９）予定金額      非公表とする 

（１０）最低制限価格 非公表とする 

（予定価格の 10分の 7から 10分の 9の範囲で設定あり） 

 

 

２、入札に参加できる者の形態及び必要な資格 

（１）東京都内又は神奈川県内に建設業法に基づく一般建設業もしくは特定建設業の許可 

を受けた本店を有する者。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。 

（３）入札参加募集要項の公告の日から入札を実施する日までの期間で、建設業法による 

営業停止などの処分を受けていない者。 

（４）対象工事にかかる設計業務の受注者でなく、当該受注者と資本又は人事面で関連が 

ない者。 

（５）経営事項審査点数(建築工事において P 点数値)が 600 点以上の者。 

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

ている者でないこと、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。 

（７）本件入札の公告日から落札決定までの期間に、指名停止等の入札参加除外の措置を 



受けていない者であること。 

（８）2019 年 4 月 1 日以降に契約締結をした案件において、１案件につき保育園若しくは

幼稚園に関する建築工事および内装工事の合算が 100 百万円以上（消費税含む）であるこ

と。ただし、建築工事のみで 100 百万円以上（消費税含む）の契約は除くものとする。 

 

 

３、入札参加資格申請 

入札参加希望者は、2020 年 12 月 3 日（木）12：00 までに別紙の一般競争入札参加申請

書を記入の上、入札参加資格を証明する書類の写しを付し、下記担当者（①②のメールア

ドレス両方）宛てにメールにて申し込みを行うこと。（受信確認のこと）。なお、原本は速

やかに郵送すること。 

  送信先メールアドレス：①kiyosawa@kidsbasecamp.com 

             ②onishi@kidsbasecamp.com 

メール件名：KBC ほいくえん南町田 ALIVE 改修工事入札参加申請 

郵送先：〒158-0094 株式会社東急キッズベースキャンプ 

      住所 東京都世田谷区玉川 2-14-9 ツインシティーH 3F 

      TEL 03-5797-3566 

      担当者 管理本部 副本部長   清澤 洋介  

                              マネージャー 大西 菜穂 

入札参加資格を証明する書類は次を参考とすること。 

① 建設業許可：「建設業許可証」の写し 

② 工事実績：「契約書」の写し（工事件名、契約金額、履行期限、契約者名を確認できる

部分）。変更契約がある場合は変更契約分も含む。 

③ 経営事項審査総合評定値：「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し 

 

 

４、入札日程等 

（１）図面貸出予定日：2020 年 12 月 3 日（木） 

入札参加資格の有無を「一般競争入札参加資格確認結果通知書」にて、2020 年 12 

月 3 日 20：00 までにメールで送信する。また、入札参加資格有となったものには、

合 

わせて設計図書を送信する。 

※入札参加資格有と認定された後に入札参加資格要件を欠くこととなった場合は、入 

札参加資格を喪失する。 

※本件に関する入札及び契約以外の目的での設計図書の利用を禁止する。設計図書等 

の電子データは落札者決定後、速やかに消去すること。 
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（２）入札予定日：2020 年 12 月 15 日（火） 15：00 ～ 

場所：セミナープラス南町田 3 階中研修室 302 

住所：東京都町田市鶴間 3-10-2 

TEL：080-4174-0650 

担当者：管理本部 副本部長   清澤 洋介  

                  マネージャー 大西 菜穂 

 

 

５、現場説明会 

開催しない。 

 

 

６、設計図書に関する質疑応答 

質疑がある場合は、次に従い質疑書を提出すること。質疑がない場合もその旨を記載し、 

提出期限までに提出すること。 

（１）提出期限：2020 年 12 月 7 日（月）17：00 まで 

（２）提出方法：下記担当者宛てに Excel 又は Word ファイルで作成し e-mail にて提出 

すること。（受信確認のこと） 

メール件名：KBC ほいくえん南町田 ALIVE 改修工事質疑 

送信先メールアドレス : archibrain.s@dream.ocn.ne.jp  

TEL：03-5876-3468 

担当者：アーキブレーンスタジオ一級建築士事務所 

長谷川 秀一     

（３）回答方法：2020 年 12 月 9 日（水）17：00 までに、各社へ送信する。 

（４）受付した質疑回答は全入札参加者に BCC にて e-mail 送信する。 

※質疑が無かった場合の連絡はしない。 

（５）入札に係わる書類作成に直接関係のない質問及び提出期限を過ぎて提出された質問 

書については回答しない。 

 

 

７、入札保証金 

入札保証金は免除する。 

 

 

８、落札者の決定等 

（１）最低入札参加者数は 1 社とする。 
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（２）再度、入札の可能性があるため、金額を記入していない入札書 2 枚を用意のうえ、 

入札に参加すること。 

（３）発注者の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者とする。た 

だし、最低制限価格制度あり。また、予定価格に達しない場合は直ちに再度入札（ 

2 回まで）を実施する。 

（４）再度入札に参加できる者は初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札におい 

て無効の入札をした者は、再度入札に参加することができない。（最低制限価格を下 

回った場合は再度入札ができない。） 

（５）入札者は、消費税（10%）込みの金額を記入した入札書を封筒に入れ、代表者印にて 

封印して提出のこと。 

（６）代理人が入札する場合は、必ず委任状と代理人の印を持参し、入札書の代表者氏名 

の下に代理人氏名を記載し押印すること。 

（７）落札額決定に際しては、入札書に記載された金額をもって契約請負金額とする。 

（８）入札金額が同額の場合はくじにて決定する。 

 

 

９、契約および支払いについて 

（１）本工事の契約は、運営法人である株式会社東急キッズベースキャンプの経営会議で 

の承認を要するため、当該経営会議で承認された後に契約を締結するものとする。 

（２）契約保証金は免除する。 

（３）支払方法については、落札者と協議する。 

（４）契約は、民間（七会）連合協定工事請負契約約款による。 

 

１０、特記事項 

（１）契約の履行については、発注者及び監理者の指示に従うこと。 

（２）落札者は、後日近隣住民に対し、工事期間中の安全対策について説明を行うこと。 

（３）入札の無効 

次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を満たしていない者がした入札 

イ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

ウ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

エ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

オ 虚偽の一般競争入札参加申請書を提出した者がした入札 

（４）入札書及び委任状の書式並びに封緘方法・封筒記載方法は町田市ホームページにて 

公表されている「入札参加者の心得」を参考とすること。 

 



株式会社東急キッズベースキャンプ 

代表取締役 島根 太郎 様 

 

一般競争入札参加申請書 

 

下記のとおり、入札参加を希望いたします。 

 

 

記 

 

 

入札参加希望工事件名 (仮称)KBC ほいくえん南町田 ALIVE 改修工事 

 

年  月  日   

 

商号又は名称                    

所 在 地                    

代表者                   印   

 

担当者  

担当者所属  

電話番号  

メールアドレス  

建設業許可番号  

経営事項審査点数 

（建築工事において P 点数値） 

 

入札参加資格確認用添付資料 

（□に✓を入れる） 

□「建設業許可証」の写し 

□工事実績の分かる「契約書」の写し 

□「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」 

の写し 

 

以上 


