
 
                  入札の公示 
 
 社会福祉法人ＨＯＰ エンデバーテナント部分改修工事（日本財団補助事業／重症心身

障害児者通園施設及び障害者支援施設（就労継続Ｂ）の整備，倉庫改修）について、下記

のとおり、制限付一般競争入札を行いますので、公示します。 
 
平成２３年 ２月 １日 

社会福祉法人ＨＯＰ 
理事長 竹田 保 

 
１． 入札に関する事項 
（１） 建築主   社会福祉法人ＨＯＰ 理事長 竹田 保 
（２） 工事の名称 エンデバーテナント部分改修工事（日本財団補助事業／重症心身障

害児者通園施設および障害者支援施設（就労継続Ｂ），倉庫改修） 
（３） 工事の場所 札幌市北区新川 4条 17丁目 1番 32号 
（４） 工事の期間 契約締結の翌日から平成 23年 3月 31日 
（５） 工事の概要  

エンデバー本体施設に隣接するテナント部分の内装工事、レイアウト変更、トイ

レ新設、冷暖房設置他 
敷地面積（本体施設含む）727.93㎡ 
延床（改修）面積 213.75㎡ 

（６） 入札方法 制限付一般競争入札 
（７） この工事が、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ときは、
契約に当り再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体の方法、

再資源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

化等に要する費用を含めて見積もった上で入札を行うこと。 
 
２． 入札に参加するものに必要な資格 
入札に参加希望者は、単体企業であって、次の要件をすべて満たしていること。 
（１） 単体企業の条件 

ア． 北海道における建築工事の競争入札資格がＤ等級以上に各付けされてい

ること。 
イ． 入札執行の日までの間に、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務要



網の規定に基づく指名停止を受けていない者（指名停止を受けたが、既に

その停止期間を経過している者を含む）であること。 
ウ． 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申し立

て及び民事更生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく更生手続き開始の
申し立てがなされている者については、手続き開始決定後の北海道競争入

札参加資格の再審査結果を有していること。 
エ． 過去に本業務と同種で、元請けとして施工した実績を有するものである

こと。なお、共同企業体として施工した実績は、当該企業体の構成員とし

ての出資比率が 20パーセント以上の場合の者に限るものとする。 
オ． 本工事に対応する建設業法（昭和 24年法律第 100号）の許可業種に係る

管理技術者、又は主任技術者の資格を有するもので、且つ、入札参加申請

書の提出日以前に 3カ月以上の雇用関係にある者を専任で配置できること。
ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、3 ヶ月以上に満たない場合
であっても、3 ヶ月以上の雇用関係にあった者とみなす。また、工事 1 件
分の請負金額が建築業法施行令（昭和 31年政令第 273号）第 27条第 1項
に定める金額に満たない場合の技術者の専任は要しないものとする。 

カ． 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 
キ． 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは時事面

において関連がある建設業者ではないこと。 
ク． 理事会承認を受けた者はこの限りではない。 

 
３． 一般競争入札参加資格審査申請書の配布期間等 
 
一般競争入札参加資格審査申請書は次のとおり配布する。 
（１） 配布期間 

平成 23年 2月 1日（火）から平成 23年 2月 14日（月）まで（日曜日、土曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下休日
という）を除く）毎日午前 9時から午後 5時までとする。ただし、最終日の 2月 14
日は正午までとする。インターネットによる場合は、平成 23 年 2 月 1 日（火）か
ら平成 23年 2月 14日（月）まで（休日含む）とする。 

（２） 配布場所 
札幌市西区二十四軒 4条 6丁目 3番 2号 
 社会福祉法人ＨＯＰ 法人本部 

（３） 配布方法 
直接インターネットにより行うこととし、送付又はファクシミリでは行わない。 

（４） 費用 



無料 
 
４． 入札の参加申請 

（１） 入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書に次の書類を添付して提出しなけ

ればならない。 
ア． 類似工事施行実績調査所 
イ． 類似工事を証明する書面（工事実績証明書）、又はこれに代わる書面（契

約書の写し等） 
ウ． 特定関係調書 

（２） 提出期限 
平成 23年 2月 1日（火）から平成 23年 2月 15日（火）まで（休日を除く）
毎日午前 9時から午後 5時までとする。ただし、最終日の 2月 15日（火）は
正午までとする。 

（３） 提出場所 
札幌市西区二十四軒 4条 6丁目 3番 2号 
社会福祉法人ＨＯＰ 法人本部 

（４） 提出方法 
持参することとし、送付またはファクシミリによるものは受け付けない。 

（５） その他 
ア． 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。 
イ． 提出された資料は、返却しない。 
ウ． 提出された資料は無断で他に使用しない。 

 
５． 入札までの審査 
入札に参加しようとするものが 2 に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その
結果を平成 23年 2月 20日までに書面により通知する。 

 
６． 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 
入札参加資格がないと認められた者（以下、非資格者という）は、当該通知をした日

の翌日から起算して 5 日（休日を除く）以内に書面により入札参加資格がないという
理由について説明を求めることができる。なお、書面は次の提出先に持参することと

し、送付又はファクシミリ等によるものは受け付けない。 
（１） 札幌市西区二十四軒 4条 6丁目 3番 2号 

社会福祉法人ＨＯＰ 法人本部 
（２） 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内

に書面により回答する。 



 
７． 入札執行の場所及び日時 
（１） 入札場所 

〒063-0811 
      札幌市西区琴似 1条 3丁目 3番 6号 
      ホテルヤマチ 3階 平安の間 
（２） 入札日時 

平成 23年 2月 26日（土）15:00から 
       

※入札場所、入札時間については、都合により変更する場合があります。 
 
８． 図面、仕様書等の閲覧等について 
（１） 閲覧期間 

平成 23年 2月 10日（木）から平成 23年 2月 14日（月）まで（土曜日、日曜
日を除く）毎日午前 9時から午後 5時までとする。 

（２） 閲覧場所 
札幌市西区琴似２条６丁目 1番 35号 ルーべデンス琴似 420号 
有限会社 バウフィス一級建築士事務所 
電話／(011)633-4115 ＦＡＸ／(011)631-4099 

（３） 設計図書に関する質問受付期間 
平成 23年 2月 10日（木）から平成 23年 2月 14日（月）まで（土曜日、日曜
日を除く）毎日午前 9時から午後 5時までとする。 

（４） 質問に対する回答閲覧期間 
平成 23年 2月 10日（木）から平成 23年 2月 14日（月）まで（土曜日、日曜
日を除く）毎日午前 9時から午後 5時までとする。 
 

９． 予定価格等 
（１） 予定価格 

事後、公表とする。 
（２） 最低制限価格 

設定しない。 
 
１０． その他 
（１） 入札参加申請書外関係資料については、社会福祉法人ＨＯＰで配布する。 
（２） その他不明な点は、社会福祉法人ＨＯＰ事務局（電話）011-632-7077まで照会

すること。 



 
 
別記 
 「2.入札に参加する者に必要な資格」の（1）の（エ）にある「本業務と同種」と認めら
れる業務は、次のとおりとする。 
（１） 児童福祉法にいう施設 
（２） 老人福祉法にいう施設 
（３） 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法にいう施設 
（４） 介護保険法によるサービス提供事業所 
（５） 障害者自立支援法による障害福祉サービス事業所 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


