
 

    入 札 公 告 

 

下記の工事について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、宝塚市病院事業会計

規程(平成 17年 3月 30日病院事業管理規定第 13号)第 85条の規定によりその例によるこ

ととされる宝塚市契約規則（平成 22年規則第 9号。以下「規則」という。）第 4条の規定

に基づき公告する。 

 

  令和 4年(2021年) 1月 11日 

                       宝塚市病院事業管理者  難波 光義 

 

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事番号 Ｂ－４ 

(2) 工 事 名 市立病院救急前舗装更新工事 

(3) 工事場所 宝塚市 小浜４丁目 地内 

 (4) 工    期 契約日から令和 4年(2022年) 3月 31日まで 

 (5) 工事概要  

舗装工  A=850㎡ 

区画線工   L=29ｍ 

 

  (6) 予定価格   有（事後公表） 

(7) 最低制限価格 有（事後公表） 

※別添１「工事請負契約に係る最低制限価格について」参照 

 

２ 入札参加に必要な資格 

入札に参加できる者は、宝塚市における令和 2・3年度(2020・2021年度)建設工事の入

札参加資格を有した者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

(1) 宝塚市内に本社（本店）を有する者であること。 

(2) 入札公告日において、市の入札参加資格の第 1希望工種から第 3希望工種が舗装工事

であること。 

(3) 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果通知書の有効期限が契  

約予定日まであることが、入札参加申込期限日（確認基準日）まで又は入札執行日の直

前の開庁日までに確認できること。 

経営事項審査結果（最新分）による舗装工事の総合評定値が、550点以上であること。 

(4) 過去１０年間（平成 23年(2011年)４月以降契約分）において、公共団体等（国、地

方公共団体若しくはこれらに準ずる機関＜公団、公社、事業団等＞）の発注した舗装工

事（ただし、単価契約に係るものを除く。）を元請けとしての施工実績があること。 

 (5) 次に掲げる事項に該当する者でないこと。 

     ① 地方自治法施行令第１６７条の４に基づく資格制限に該当する者。 

② 宝塚市の指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込期限日（確認基準    

日）及び入札日に受けている者。 

   ③ 建設業法第２８条第３項の規定による営業停止の処分を受けている者。 

   ④ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24年条例第 6号。以下「暴力団

排除条例」という。）第２条第３号に該当する者。 

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



いる者（ただし、開始決定後、国の認定を受けた者は除く。）及び民事再生法（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（ただし、開

始決定後、国の認定を受けた者は除く。）でないこと。 

(7) 配置予定技術者については、建設業法第２６条第１項の規定による主任技術者を配置

できること。（配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である

ので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない

場合は入札に参加できないことがある。）なお、技術者の取扱いについては、以下のと

おりとする。 

① 技術者については、令和 2・3年度(2020・2021年度)の入札参加資格申請書の技

術者名簿により確認するので、名簿に変更のある場合は、入札参加申請までに必ず

変更届を提出すること。 

 ② 入札参加申請後、やむを得ない理由により技術者を変更する場合は、契約締結前

までに、その理由を明記した配置予定技術者変更届（任意様式）を提出すること。 

③ 落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、当該工事    

現場に配置すること。なお、病欠、死亡、退職等の極めて特別な場合を除いて、    

契約期間中は、当該配置予定技術者を変更することを認めない。 

(8) 現場代理人については、工事現場に常駐することを要件とする。 

ただし、本件工事に限り現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使

に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認める場合はこの限りでない。 

 

３ 入札参加の方法 

(1) 入札は事後審査型制限付き一般競争入札とし、入札参加資格の審査を開札後に最低

価格入札者についてのみ行う。 

 (2) 入札方法は郵便による入札とし、入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を一

般書留・簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送すること。 

封筒裏面に、案件番号、案件名、開札日、入札者の氏名（法人にあっては、名称及び

代表者の氏名）、住所を記入すること。 

① 入札書 

② 入札参加申請書 

③ 工事実績調書 

 (3) 入札書に記載する事項 

① 指定した入札書に、案件番号、案件名を公告の記載に従い記入すること。 

②  入札金額は、消費税抜きの金額とする。 

③  入札書の提出後は、入札金額の訂正は受け付けないので、入力した金額の確認は

十分に行うこと。 

(4) 入札参加申請書 

工事実績調書に契約書の写し及び工事概要が確認できる資料を添付し、入札書に

同封すること。 

  (5) 入札書の郵送提出先 

〒665-0827 宝塚市小浜 4丁目 5番 1号 宝塚市立病院経営統括部 管理担当 

(6) 入札書の郵送期間 令和 4年 1月 19日（水）～1月 26日（水）必着 

※ 直接 宝塚市立病院経営統括部管理担当に持参した入札書は受け付けない。 

 

４ 質疑書 

(1) 質疑書提出期限  

令和 4年 1月 18日（火）午後 1時まで 

        質疑書は、案件名・質問内容・業者名（使用印を押印）を記入したものをＦＡＸで提

出すること 

ＦＡＸの送付先：宝塚市立病院 経営統括部 管理担当 

ＦＡＸ番号    0797－87－6921 



  (2) 質疑回答 

    令和 4年 1月 12日（水）から 1月 25日（火）まで経営統括部にて供覧するとと

もに病院HPにも掲載する 

 

５ 契約条項を示す場所及び期間 

契約書、地方自治法、同法施行令及び宝塚市契約規則については、宝塚市立病院経営

統括部管理担当において閲覧することができる。 

閲覧期間 令和4年1月11日（火）から1月27日（木）まで 

（日曜日及び土曜日を除く午前8時30分から午後5時まで） 

 

６ 仕様書の公開日及び入手方法 

本公告日から令和4年１月26日（水）まで宝塚市立病院ホームページでダウンロード

すること。 

（ホームページURL：http://www.city-hospital.takarazuka.hyogo.jp/） 

 

７ 開札日時、場所 

 令和4年1月27日（木） 午前10：00 宝塚市立病院3階  講堂3 

 

８ 入札保証金 ： 免除 

 

９ 支払い条件 

(1) 部分払    無 

(2) 前金払    有 （契約金額の 4割以内、限度額 3億円） 

(3) 中間前金払  無 

 

10 入札に関する注意事項 

(1) 入札回数は、１回とする。 

(2) 入札公告に示す入札書の郵送期間終了後は、入札書の訂正、差し替え及び撤回は認

めない。ただし、開札日の前日までの間は、入札辞退届を書面で宝塚市立病院経営統括

部管理担当に提出すれば辞退することができる。 

(3) 談合情報があったときは、入札を中止する。 

 

11  開札 

(1)  開札は、公開とする。 

   (2)  開札には、当該入札に関係のない職員を立ち会わせる。 

(3) 開札の結果、落札者となるべき同価格に入札をした者が 2者以上ある場合は、直ち

に当該入札者に、当該入札者が開札に出席していない時には前項の入札事務に関係の

ない職員に、くじを引かせ、順位を決定する。 

 

12  落札者の決定 

  (1) 予定価格の範囲内で、最低価格で入札した者を落札候補者とし、落札候補者から提

出された参加申請書等を審査した結果、入札参加資格を満たしていることが確認され

た場合、当該落札候補者を落札者と決定する。 

(2) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないことが確認された場合、又は、参加申

請書等に不備があった場合、当該落札候補者は失格とし、次に低い価格をもって入札し

た者を新たに落札候補者とし、資格を満たす者が現れるまで順次審査を行う。 

 

13 入札の失格 

 最低制限価格を下回る価格での入札は、失格とする。 

 



 

14 入札の無効 

宝塚市契約規則（平成 22年 3月 31日 規則第 9号）第 11 条の規定に該当するもの 

及び、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの 

(2) 入札金額を訂正したもの 

(3) 入札書の宛名が違うもの 

(4) 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したもの 

(5) 入札書の郵送到着期限を過ぎて到着したもの 

(6) 同一の入札について、同一の封筒に複数の入札書を封入し提出したもの 

(7) 同一の入札について、複数の封筒を提出したもの 

(8) 郵便による入札に使用する封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入

札件名の特定がし難いもの 

(9) 郵便による入札に使用する封筒に記載された件名等と同封された入札書の件名等

が異なるもの 

 

15 契約保証金 ： 契約金額の 100分の 10以上の契約保証金を納めること。 

          ただし、宝塚市立病院を被保険者とする履行保証保険契約の締結に

よること等も認める。 

 

16 契約書   ： 宝塚市立病院が定めた工事契約書による。 

 

17 その他留意事項 

(1) 一般競争入札において、事後審査時点で落札候補者とならなかった参加者の中に結

果として無効な応札をしたものが含まれていても、落札決定事務を妨げないものとする。

またくじ引きについても同様とする。 

 (2) 業務の実施にあたっては、関係法令で定める規定を遵守すること。 

(3) 落札者は契約を締結するに当たり、暴力団排除条例第７条及び宝塚市等の事務等か

らの暴力団等の排除の推進に関する要綱第 3条第 2号に基づく誓約書を提出すること。 

(4) 契約締結日は、原則として開札日の翌日とする。 

 

18 問い合わせ 

  〒665-0827 宝塚市小浜４丁目５番１号 

        宝塚市立病院 経営統括部 管理担当 

         TEL ０７９７－８７－１４７３（直通） 

 

 

 

 

 

  



（別添１） 

 

工事請負契約に係る最低制限価格について 

本件の入札に係る最低制限価格は、以下の方法で算定します。 

 最低制限価格は事後公表とします。（開札結果の際に公表） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、設計金額の算定は、当該工事の設計の根拠となる積算基準書に基づき行っていますが、

最低制限価格基準額の算定に係る各費用については、以下の取扱いにより行います。 

工事 種別 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

土木工事 土木工事 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

建築工事① 建築工事

②以外 

直接工事費 

×0.9 

共通仮設費 直接工事費×0.1 

+現場管理費 

一般管理費等 

建築工事② 

（※） 

昇降機設

備工事等 

直接工事費 

×0.8 

共通仮設費 直接工事費×0.2 

+現場管理費 

一般管理費等 

※ 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 

 

本市では、市発注工事の品質の確保や適切な競争環境の確保のため、予定価格及び最低制限

価格を原則事後公表としました。 

また、入札前の非公開情報を執拗に聞き出そうとする行為等で不当要求行為と認められた

場合は指名停止の対象となりますのでご留意ください。 

 

 

 

 

（新算定方法） 

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡 

協議会モデル（公契連モデル）の算定方法を参考とする。 

直接工事費×０．９７（変更前 ０．９５） 

＋共通仮設費×０．９０ 

＋現場管理費×０．９０（変更前 ０．８０） 

＋一般管理費等×０．５５ 

＝最低制限価格基準額 → 最低制限価格（千円未満切捨） 

予定価格の 100分の 92を超える場合は予定価格の 100分の 92の額とする。 



 

（別添２） 

 

 

市発注の建設工事における市内事業者の活用について 

 

 

 宝塚市では、かねてより入札公告等において、市内産業の振興、資質向上や健全な発展を

図るため、市及び市関係機関発注の建設工事の受注者が、下請負人や資材納入業者を選定す

る場合は、できる限り市内事業者の活用をお願いしているところですが、さらなる市内事業

者の受注機会拡大を図るため、下記事項について皆様のより一層のご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 工事施工に際し下請負契約を締結する場合は、できる限り市内事業者を活用するよう

努めてください。 

 

２ 工事施工に必要な建設資材等の納入契約を締結する場合は、できる限り市内事業者を

活用するよう努めてください。 


