
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札(事後審査型入札)に付します。 

令和 4年 3月 3日(木) 

有限会社アグリクリエイト    

代表取締役 齊藤 篤司     

1.競争入札に付する事項 

(1) 事業主体： 有限会社アグリクリエイト 

(2) 工 事 名： ライスセンター新築工事 

(3) 工事場所： 茨城県稲敷市釜井字前田 771 他 5 筆(計 6筆) 

(4) 工事概要： 米乾燥調製施設(ライスセンター)新築工事 

(5) 敷地面積： 2,571.26 ㎡ 

(6) 構造規模： 鉄骨造 1 階 

(7) 延べ面積： 470.04 ㎡ 

(8) 工   期 ： 着  工： 契約締結の翌日から 

完  成： 令和 4年 9月 29 日(木) 

引渡し： 令和 4年 9月 30 日(金) 

 

2.競争参加資格 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当してい

ない者及び同条第 2項の規定に基づく稲敷市の入札参加制限を受けていない者。 

(2) 国税、都道府県税及び市区町村税の未納がないこと。 

(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機

関及び地方公共団体から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。 

(4) 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又は民事再

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

でないこと。 

(5) 登録業種は、「建築一式工事」とする。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6

号に規定する暴力団員（以下「暴力団」という。）又は法人であってその役員が暴力団

員でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



3.入札手続き等 

(1) 担当窓口 

名  称：有限会社アグリクリエイト 

所 在 地：茨城県稲敷市甘田 1689 

電  話：029-894-4360 

担 当 者：齊藤 公雄 山口 博之 

（2）「設計図書」等の配布 

   ア. 下記の期間、郵送にて配布するものとする。 

       配布期間 

令和 4年 3月 3日(木) 午前 10 時から 

令和 4年 3月 15 日(火) 午後 5時まで 

（3）設計図書等に対する質疑及び回答 

質疑がある場合は、軽微なものを除き、質疑応答書により FAX で提出すること。 

提出先：有限会社アグリクリエイト FAX 029-894-4366 

※ 現地説明会は実施しない。 

①質疑受付期間 

令和 4年 3月 3日(木) 午前 10 時から 

令和 4年 3月 15 日(火) 午後 5時まで 

②回答期間 

  令和 4年 3月 3日(木) 午前１０時から 

令和 4年 3月 16 日(水) 午後５時まで 

③回答方法 

   質問者に FAX で回答した後、弊社 Web page に掲載する。 

         弊社 Web page：http://www.agricreate.co.jp/ 

（4）事後審査型一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の受付期間、方法

及び場所 

ア.期  間：令和 4年 3月 3日(木)～令和 4年 3月 14 日(月) 

イ.受付方法：郵送のみとする。3月 14 日(月)必着 

ウ.受付場所：有限会社アグリクリエイト 

        〒300-0626 

       稲敷市甘田 1689 

(5) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

ア.期  間：令和 4年 3月 3日(木)から令和 4年 3月 16 日(水)午後 5時まで(必着) 

イ.場  所：有限会社アグリクリエイト 

ウ.提出方法：上記場所に郵送にて送付するものとする。 

 

 

 

 



(6) 開札の日時及び場所 

ア.日  時：令和 4年 3月 17 日(木)午前 10 時から 

イ.場  所：茨城県稲敷市甘田 1689 

             有限会社アグリクリエイト 2F 会議室 

 

4.入札方法 

(1)本入札は、持参又は電送による入札書の提出を認めない。 

(2)入札は 3回とする。 

(3)再度の入札をしても、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、随意契約に移

行するときがある。 

  この場合、再度の入札において最低の価格をもって入札した者から原則として 1 回に

限り見積書を徴する。 

(4)予定価格は設定している。(事後公表とする) 

(5)本入札は、入札書の提出と同時に工事費内訳書の提出を求める。 

    工事費内訳書に記載する合計額は、入札書に記載した金額と一致させるものとする。 

    2 回目の入札に際し、工事費内訳書の提出は要しない。 

    ただし、有効札のうち最低の価格をもって入札した者については、発注者の指定する

日までに提出を求めるものとする。 

 (6)提出された工事費内訳書の引き換え、変更又は取消しは認めない。 

(7)入札に同封すべき書類 

1 入札書 封筒に入れ、表面に入札件名及び入札者名を明記して提

出すること。 

2 工事費内訳

書 

入札書に記載した金額と一致させるものとする。 

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費

が明示されている場合は、当該工事費内訳書を請負代金

内訳書として取り扱うことができるものとする。 

3 委任状 代表者・受任者本人以外が入札に参加する場合には委任

状を提出すること。 

代表者・受任者本人が入札に参加する場合には名刺を提

出すること。 

4 質疑応答書 質問が無い・事前に提出済の場合も、入札期間に原本の

提出が必要。なお、日付は質問書受付期間のいずれかの

日とすること。 

5 契約に係る指名停止等に関する申立書 

 

 

 

 



5.入札の無効 

(1) 参加する資格を有しない者のした入札 

(2) 入札について不正の行為があった場合 

(3) 入札書に記載した金額を訂正した入札その他必要事項を確認し難い場合又は記名押

印のない場合(紙入札の場合に限る) 

(4) 入札書右下余白に「くじ番号〇〇〇(任意の 3桁の数字)」の記入がない場合(紙入札

の場合に限る) 

(5) 封筒と入札書の記載事項が相違する場合(紙入札の場合に限る) 

(6) 指定の入札執行日までに到達しない場合 

(7) 入札書を 2通以上提出した場合 

(8) 入札書を工事費内訳書の記載事項が相違する場合 

(9) 事後審査に必要な書類を、期限までに提出しない場合 

(10) システムによる入札と紙入札とを重複した場合 

(11) この公告において示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に

虚偽の記載をした入札並びにこの公告において示した入札の条件に違反した場合 

(12) 前 11 号のほか、この公告において示した条件に違反した場合 

 

6.落札候補者の決定方法 

   予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者

とする。 

   落札候補者となるべき同一金額の入札をした者が 2人以上となったときは、くじによ

り落札候補者を決定する。 

 

7.資格要件の確認・落札者の決定 

   落札候補者となった者は、次に掲げるとおり競争入札参加資格の確認を受けるものと

する。郵送若しくは持参 

(1) 参加資格確認申請書等の受付期間及び場所 

受付期間：令和 4年 3月 19 日(土) 午後 5時まで(必着) 

受付場所：有限会社アグリクリエイト 

(2) 提出書類 

 ①競争入札参加資格確認申請書 

 ②履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

 ③国税、都道府県税及び市区町村税の未納のないことの証明 

④技術者の配置を記載した書面 

⑤配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(健康保険証等) 

⑥専任技術者の資格者証の写し 

⑦誓約書（社会保険関係法令） 

⑧不当事項として指摘された工事等への関係の有無に係る申立書 

 



8.入札保証金及び契約保証金：免除とする。 

 

9.苦情申立て 

   本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続きに関し、当事業主体に対し苦情

申立てを行うことが出来る。 

 

10.その他 

  ア.落札者は、落札の通知を受けた日から 5 日以内に契約又は、仮契約を締結しなけれ

ばならない。 

  イ.提出された参加資格確認申請書及び添付資料は、返却しないとともに公表又は提出

者に無断で他の目的に使用しないものとする。 

ウ.入札をした者は、この公告において示した内容等が不明であったとして異議を申し

立てることはできない。 

エ.様式等は、弊社より郵送で送付するものとする。 

 

オ.その他の詳細不明の点については、次に照会すること。 

  有限会社アグリクリエイト 

  〒300-0626 

  茨城県稲敷市甘田 1689 

  電話 029-894-4360 

    FAX   029-894-4366 

以上 


