
一 般 競 争 入 札 公 告

ド記工事に係 る ^般競争入札を実施するので,参加 を希望する場合には,関係書類を提出 して ドさ

い。

令和元年 10月 1日

(取 組 1‐1体 )

有限会社 菊永ポー トリー

代表取締役 菊永 浩

1 競争入札に付する事項

記

(1)補 EJ」 事 業 名

(2)工  事  名

(3)工 事 場 所

(4)■1事 概 要

(5)工   期

(6)最 低 制 限 価 格

(7)工事内訳書の提出

令和元年度畜産 。酪農収益力強化整備等特ワl対策事業

有限会社 菊永ポー トリー ウイン ドレス鶏合及び附帯施設建設工事

南九州市知覧町南別府 210371の 一部 ほか

鶏合 1棟 (1,31658面 )及び附帯施設工事 (鶏合内電気工事、ケージシステム等)

令和元年 11月 8日 ～令和 2年 3月 31日

無

無

2 人札に参加する者に必要な資格等

(1)資格要件

ア L記工事に係る施工実績 を有するもの

イ 上記工事 を適正に行える者であ り,か つ適正な施工管理担当を設置できる者であること

ウ 鹿児島県内及び近県 に,本店,支店 ,営業所 を有する者

工 本工事 における設計業務等の受託 者または受託者 と資本若 しくは人事 面において関連があ

る者でな いこと

オ 鹿児島県が行 う契約か らの暴力岡排除措置に関する要綱 (平成 23年 9月 27日 制定)第 3条
の暴力団排除措置の対象 となる法人該 当しないこと

(2)欠 落要件

ア 経営状況が著 しく不健全であると認め られる者

1貞 近 3か年連続 して経常利益が赤字である場合

イ 予算決算及び会計令第 70条 (当 該契約 を締結する能力を有 しない者 等),第 71条 十一般競

争に参加 させないことができる者)に 該当する者

3.入札説明書の交付期間及び設計図書等の開覧

に係る設計書、図面及び仕様書 (以 下、設計図書等)は次のとお り開覧に供する。

令和元年 10月 1日 (火 )か ら、令和元年 10月 15日 (火 )まで

」A南 さつま畜産クラスター協議会事務局 (JA南 さつま本所畜産部内)

南 九州市知覧町郡 17,285番 地 (電話 0993587115)

4.一般競争人札参加 申込書及び資格 申請書の提出期間及び場所

(1)期 間 令和元年 10月 1日 (火 )か ら同年 10月 15日 (火 )ま での午前 9時か ら午後 4時 まで

(た だ し、土曜 日、 日曜 日及び祝 日を除 く)

本工事

(1)期 間 |

(2)場 所 |

住所 |

(2)場 所

住所

(3)方法

5.入札及び

11)期 間

(2)場 所

JA南 さつま畜産 クラスター協議会事務局 (JA南 さつま本所畜産部内 )

南九州市知覧町郡 17,285番 地 (電話 0993587115)
上記場所 に持参または郵送 (郵 送の場合は、令和元年 10月 15日 必着 )

(中 請書については、入札説明書交付時にお渡 しします。 )

開札の 日時及び場所

1令和元年 11月 1日 (金 )午前 10時か ら

IJA南 さつま 木所 ふれあいセ ンター 1階会議室 (所 在地は 3に 1可 じ)



6 入札の無効

人札 に参加する者に必要な資格のない者にした人札

7.落札 者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低価格者をもって落札者 とする。

8 その他

詳細は入札説明書による。

9.お 問い合せ先

JA南 さつま畜産クラスター協議会事務局 (JA南 さつま畜産部内)

住所 〒 897-0302 鹿児島県南九州 市知覧町郡 17285
電話  0993-58-7115
FAX 0993-58-7126



入  札  説  明 圭
日

令和元年 10月 1日 に公表 した畜産クラスター事業に係 る 一般競争入札 (以下 「人札Jと いう。 )

については,関係法令に定めるもののほか , この入札説明書によるものとする。

口己

1 公 表  日 令和元年 10月 1日

2 契約担当者 有限会社 菊永ボー トリー 代表取締役 菊永 浩

3契 約 窓 口

(1)名  称  JA南 さつま畜産 クラスター協議会事務局

(2)所 在 地 南九州市知覧町郡 17285番 地

(JA南 さつま畜産部内)      郵 lIF_番 号 897-0302
電話番号  0993-58-7115  FAX番 号 0993-58-7127

4 入札に付する事項

(1)補助事業名

令禾Π元年度畜産 。酪農収益力強化整備等特別対策事業

(1)11事 名

有限会社 菊永ポー トリー ウイン ドレス鶏舎及び附帯施設建設工事

(2)工事場所

鹿児島県南九州市知覧町南号|1府 21037-1の 一部 ほか

(3)工事概要

鶏舎 1棟 (1,316.58面 )及び附帯施設工事 (鶏 舎内電気工事、ケージシステム等 )

(4)11  期

令和 2年 3月 31日 限 り

(5)本二Li事 は,単体施工方式で行 うt)の とする。

5 入札参加資格の確認

本人札の参加希望者は,入札公告に掲げる参加資格 を有することを証明するため,次 のとお り,

一般競争入札参加資格審査 中請書 を前項の契約窓 口提出し,参力Πttl.2の 有無について確認 を受けな

ければな らない。

なお,期 日までに中請書を提出 しない者,並びに参加資格が無いと認め られた者は,本 入札に参

力Πできないものとする。

(1)提 出期限 令和元年 10月 1日 ～令和元年 10「]15口
(2)提 出場 1帰  3に 同じ

(3)提 出方法 持参またはコ:送

(4)参加資格確認通知

令和 /L年 10月 18日 (金 )ま でに通知する。

(5)中請書

中請者は,入札公告に沿 って号|1紙 様式 1に よ り作成する。

ア エ事実績 を添付すること

イ 施工管理者の登録証の写 し (あ れば),名 簿

ウ 会社概要並びに事業報告書 (1巨 近 3か年 )

(6)そ の他

ア 中請 に係る費用は中込者の負担 とする。

イ 提出された一般競争入札参加資格審査 申請書は,返月Iし ない。

6 入札参加資格がないと認めた者 に対する理由の説明

入札参加資格がないと認めた 者は契約窓 日に対 してその理由を書面 (様 式 自由)に よ り求めるこ

とができる。

11)提 出期限 令和元年 10月 18日 (金 )か ら同年 10月 24日 (木 )正 午まで

(2)提 出場所  3に 同 じ



(3)提 出方法 書面またはファックス

(4)契約窓 日は,説明を求め られた ときは,令和元年 10り124日 (本)ま でにファックス送信によ り

回答する。

7 設計業務等の受託者等

(1)入札公表の2の (1)の工に示した「本工事に係る設計業務等の受託者」とは,次に掲げる者であ
る。

(有 )新 [‖ 建築設計事務所  鹿児島市谷山中央 3丁 目 526番地  電話 099267-4645
(2)入札公表の 2の (1)の 工に示 した 「受託者 と資本若 しくは人事面において関連がある者」 とは ,

次のアか らウに該当する者である。

ア 当該受託者の発行済株式総数の 100分 の 50を超える株式を有 し,又 はその出資の総額の 100

分の 50を 超える出資をしている建設業者

イ 建設業者の代表権 を有する役員が当該受託者の代表権 を有する役員 を兼ねている場合におけ

る当該建設業者

ウ  L記 ア又はイ以外の場合で,当 該受託者 との間において特別な提携関係があると認め られる

場合における建設業者

8 現場説明会

実施 しない。

9 入札の方法等

(1)入札及び開札の 日時及び場所

ア ロ時 令和元年 11月 1日 1金)午 前 10時 00分

イ 場所  」A南 さつま 本所 ふれあいセンター 1階会議室 (所在地は、 3に 同じ。)

(2)人札書の記載

入札書の様式は任意 とし,

ア 入札金額 (消 費税 を含 まない )

イ 法人名,代表者名,法 ノ、F‖

ウ 入札年月 日を記入する。

(3)一般競争入札参加資格確認通知書の提示

(1)の 日時及び場所において、5の 14)に よ り交付された一般競争入札参加資格確認通知書を

提示すること

(4)代理入札

代理人による人札 を しよ うとするときは, 11)の アの 日時までに委任状 を提出すること

なお , この入札 に参加する者及び この入札に参加する者 を代理する者は, この入札に参加す

る他の者 を代理することはできない。

14)最低制限価格

設定 しない。

(5)Fl日 本L

開札は,(1)の 日時及び場所において,入札者又はその代理人を立ち会わせて行 うものとする。

この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わない場合は,地方 自治法施行令第 167

条の 8第 1項の規程 によ り当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて これを行 うものとす

る。

(6)落札予定者の決定方法

ア 予定価格の範囲内で最低価格者 をもって落札 予定者 とする。

イ 最低価格 者が 2人以上あるときは,く じによ り落札者を決定する。

ウ 予定価格 に達 しない場合は,再度人札 を行 うものとする。ただ し、再度入札 して も予定価格

に達 しない場合は最低価格入札者 と協議 し決定する。

10 契約手続き等

(1) 落札 者は,落札決定の 日か ら 7日 以内に契約書案及び工事費内訳書 (落 札者見積書で 17)を

提出 しなければな らない。

(2)上 記期間内に契約書案の提出が無 い場合,落札者 または契約の本H手方 として権利 を放棄 した

者 と見なす ことができる.


