
 建設工事の請負について、次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭 

和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び川上村契約規則（平成９年４月川上村規則第２号）第２

条の規定に基づき公告します。 

 

 令和４年６月２７日 

 

川上村長 栗山 忠昭 

 

第１ 競争入札に付する事項等 

（１）工事番号   第 教工－ ７号 

（２）工 事 名   川上村保育園並びに義務教育学校新築工事 
（３）工事場所   奈良県吉野郡川上村大字西河地内 
（４）工事概要   １．建築工事 一式 
           ① 校舎棟（保育園含む） 
            ・ 木造 ３階建（一部 RC 造 S 造） 
             １階床面積   １，８３５.３１㎡ 
             ２階床面積   １，７３９.６４㎡ 
             ３階床面積     ８５８.９２㎡ 
             合計延べ面積  ４，４３３.８７㎡ 
           ②体育館・プール改修工事 

２．電気設備工事 一式 
          ３．機械設備工事 一式           
          ４．昇降設備工事 一式 
（５）工事期間   川上村議会の議決後から 令和６年１月３１日 
（６）設計金額   金２，５０３，３１４，０００円（消費税及び地方消費税含む） 
（７）最低制限価格 有（事後公表） 
（８）入札保証金  免除 
（９）契約保証金  川上村契約規則第１８条の規定によります。 

（10）入札方法   郵便入札 

（11）入札回数   １回 

（12）前払金    請求可 

（13）議会の議決  要 

 

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

  川上村入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、建築一式工事の資格を有する建設業者

であって、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この工事に係る競争入札参加資格の確認を受けた

業者のみが、この入札に参加することができる。なお、共同企業体による参加は認めない。 

（１）次の条件をすべて満たしていること。 
   ア 奈良県内に、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する営業所を 

有すること。 
   イ 建設業法第１５条の規定による建築工事業の特定建設業の許可を受けている者であるこ

と。 
   ウ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（有効期限内にある直近のも 
    の）の結果における建築一式工事についての総合評定値（Ｐ点）が１，２００点以上であ 
    ること。 

川上村公告第 １２ 号 



   エ 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。 
   オ 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、川上村入札参加資

格停止指名停止措置要領による指名停止措置を受けていないこと。 
   カ 次に掲げるこの入札に係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  株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所 
    所在地  大阪府大阪市西区京町堀１丁目 15 番７号 
   キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立て 
    （同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係る同法によ 
    る改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規定による更正手続開始 
    の申立てを含む。）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開始の決定を受けた者については、更正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す。 
   ク 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 
    立てをしていない者であること。 
   ケ 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開始の申立てをし 
    ていない者又は申立てを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がされなかった者とみなす。 
   コ 公告の日から起算して１５年以内に、官公庁等（国、地方公共団体、独立行政法人、公社、

その他これに類する法人をいう。）または学校法人の発注工事の元請けとして施工した次の

完成実績（共同企業体としての施工実績は出資比率２０％以上の場合に限る。）A と B を全

て満たすこと。ただし、ＡにＢの実績が含まれている場合は実績要件を満たしているものと

する。Ｂの実績については、官公庁等又は学校法人の発注に限定はしない。 
A 過去１５年以内に延床面積３，０００㎡以上の公共建築物の新築または増築の実績 
B 過去１５年以内に延床面積１，０００㎡以上の木造建築物の新築または増築の実績 

 （２）次の条件を満たす技術者をこの工事期間中専任で配置できること。 
   ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 
   イ 公告の日から起算して１５年以内に、延床面積１，０００㎡以上の建築一式工事の新築ま

たは増築工事の従事経験を有する者。 
   ウ 監理技術者にあっては、｢監理技術者資格者証｣及び｢監理技術者講習修了証｣の交付を受 
    けている者。 
   エ 入札の申込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。 

 

第３ 入札手続等 

 １ 入札説明書の交付期間及び交付場所 

 （１）交付期間 令和４年６月２７日（月曜日）から令和４年７月８日（金曜日）までの、 

         午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

 （２）場  所 〒６３９－３５９４ 
     奈良県吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７ 

         川上村役場 林業建設課 
         電話（代表）０７４６－５２－０１１１ 

もしくは、上記の期間、奈良県川上村ホームページ(行政情報)からダウンロード

にて入手できるものとする。 
http://www.vill.kawakami.nara.jp/life/ 

http://www.vill.kawakami.nara.jp/life/


 （３）費  用 無償 
 
 ２ 仕様書の閲覧期間及び閲覧場所 

 （１）交付期間 令和４年６月２７日（月曜日）から令和４年７月８日（金曜日）までの、 

         午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

 （２）場  所 〒６３９－３５９４ 
     奈良県吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７ 

         川上村役場 林業建設課 
         電話（代表）０７４６－５２－０１１１ 
 

 ３ 競争入札参加資格の確認 
   この工事の競争入札に参加しようとする者は、村長が定める入札参加申込書を下記のとおり 

村長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。 
 （１）提出期限 令和４年７月１１日（月曜日）までの午前９時から午後５時まで（土曜日、日 

曜日を除く） 

 （２）提出場所 「１の（２）に同じ」 

 （３）提出部数 各１部 

 （４）提出方法 持参に限る。 

 （５）作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とする。 

 

 ４ 現場説明会 

   ３の手続きにより競争入札参加の確認を受けた者に対し、希望者を対象とした現場説明会を

実施する。 

 （１）日 時 令和４年７月１５日（金曜日） 

午前の部 午前１０時から１２時まで 

午後の部 午後 １時３０分から午後３時３０分を予定 

 （２）場 所 奈良県吉野郡川上村大字西河地内 
 川上村保育園並びに義務教育学校新築工事建設予定地 

（３）その他  

ア 参加希望者は一般競争入札参加資格確認通書が到着した日から７月１４日（木曜日）正午

までに電子メールにて、会社名、参加希望者の氏名、午前の部又は午後の部の参加希望す

る旨を連絡すること。 

宛先電子メールアドレス：rinken@vill.nara-kawakami.lg.jp 

メールタイトル：【現場説明会出席希望（会社名●●）】川上村保育園並びに義務教育学校

新築工事 

イ 参加は一社あたり３人を上限とする。 

ウ 予約のない当日の急な参加は受け付けない。 

 

５ 設計図書等に対する質疑 

（１）設計図書等に対する質疑がある場合は、期限までに工事名、会社名、質疑内容、連絡先、 

担当者等の必要事項を記入した質疑書（様式自由）をＥ—mail にて提出すること。 

① 受付日 令和４年８月１７日（水曜日）から令和４年８月１８日（木曜日）午後５時まで 

② 受付場所 川上村役場 林業建設課 

  宛先電子メールアドレス：rinken@vill.nara-kawakami.lg.jp 

メールタイトル：【質疑書（会社名●●）】川上村保育園並びに義務教育学校新築工事 

mailto:rinken@vill.nara-kawakami.lg.jp
mailto:rinken@vill.nara-kawakami.lg.jp


（２）質疑に対する回答は以下のとおりとする。 
① 回答日 令和４年８月２２日（月曜日） 

② 回答方法 原則として、回答は質疑があった者のみとする。 

 

第４ 入札方法 

（１）入札の方法は、川上村建設工事等入札執行要領に基づく郵便入札とする。郵送は簡易書 

留による郵送とし、持参、宅配便、電報またはＦＡＸ等によるものは認めない。 

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する 

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業 

者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書 

に記載すること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定に基づき、最低制限価格を設けるので、 

その価格を下回った者は失格（落札外）とする。 

（４）入札回数は１回とする。 

（５）入札参加資格確認通知書において入札参加資格を有すると認められた場合でも、書類の不 

備等により、本案件の開札日において入札に参加する者に必要な要件を充足しない者は、本 

工事の入札参加資格を取り消す。 

（６）入札参加者が開札の立会いを希望する場合には、開札立会申請書（様式４）を開札日前日 

(開札日前日が川上村の休日を定める条例に規定する村の休日に当たるときは、その直前の開

庁日とする。)の正午までに川上村役場林業建設課に FAX にて送付する。開札立会人は２名ま

でとし、希望者が３名以上の場合は開札立会申請書の先着順とする。 

なお、開札立会申請書を提出後、開札日までに林業建設課より連絡のない場合は立会いを 

了承したものとする。また、立会いを希望する者がいない又は２名より不足する場合には入 

札執行事務に関係のない川上村職員が立会いを行う。 

 

第５ 入札（開札）執行の日時、場所等 

（１）入札書等の提出 

① 提出方法 迫郵便局留めの簡易書留 

② 到着期限 令和４年８月２９日（月曜日）午後５時 

③ 提出書類 入札書及び入札金額の内訳を示す工事費内訳書 

④ 提 出 先 〒６３９－３５５３ 川上村 迫郵便局留め 

川上村長 栗山 忠昭 宛 （親展） 

（２）開札日時 

令和４年８月３０日（火曜日）午前１０時 

（３）開札場所 

奈良県吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７ 

川上村役場 ２階 第２会議室 

 

第６ その他 
 １ 工事費内訳書 

  入札には入札書と工事費内訳書を同封すること。 
 ２ 入札の無効 

（１）競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反し 
た入札は無効又は失格とする。 



 （２）競争入札参加資格確認資料等に虚偽の記載をした者の入札 
 （３）川上村契約規則第７条に規定する各号に該当する入札をした者及び川上村建設工事等入札執

行心得に示した入札に関する条件に違反した入札 
 ３ 本契約の成立 

この工事の契約には、川上村議会の議決を要するので、落札者は仮契約を締結し、議会 
  議決を得たときに本契約が成立し、着工となる。 

４ その他 

  詳細は、入札説明書による。 

５ 問い合わせ先等 

   「第３の１の（２）に同じ」 


