代行者 一般競争入札公告
下 記 の とお り代行 者 を一 般 競 争入 札 に付 します 。

令和

4年 6月 20日
事業実施主体
代表理事組合長

山下

良

曇コ
ロL」

1.競 争入札 に付す る事項
(1)補 助事業名 :令 和 3年 度甘味資源作物 生産性向上 緊急対策事業
かん しょ重 要病害虫対策整備事業

(2)工 事名 :ハ ウス本体施設 工事
(3)工 事場所 :鹿 児島県南九州市知覧町瀬世 357(知

覧育苗 セ ンター)

鹿児島県南九州市川辺町下 山田 3160(広 域育苗セ ンター)

(4)仕 様等 :別 添、事業実施計画書な らびに代行施行業務標準仕様書 による。
(5)契 約条項 :別 添、施 主 代行委任契約書
(6)入 札項 目 :製 造請負管理料率
なお、入札 は通知 に定 める上限料率な らび に上 限額 の範囲内 にて行 う。

(7)入 札方法等

:別 添、入札説明書 の とお り。

2.競 争入札 に参加す る者 に必 要な資格等
(1)資 格要件
ア .農 業近代化施設等 (注 )の 建設 にお ける施 工管理業務 (監 理 をを含 む)の 実績が 、かつ農業近
代化施設等 の建築設計 の実績が ある者。
(注

)農 業近代化施設な らび に食品加 工施設 を指す。ただ し、農業近 代化施設等 にはプラン
ト施設が含 まれて いる ことを要件 とす る。

①発注者か ら直接または間接的に受託 し、業務が完了 している実績 とする。
②実績 の対象期間は過去 3年 間 とする。
イ.建 設工事 の実施設計書が適正にお こなえる者、かつ適正な施工管理担当者 を配置できる者。
① 一級建築士事務所登録 をお こなっている者である こと。
ウ.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、本工事 のお こなわれる当該地
域 において行政な らびにそ の関係機関か ら物品 。役務契約 に係 る指名停止 を受けていな いこと。
工.共 同企業体 による参加資格 を認める。
①共同企業体協定書等の写 しを添付すること。

(2)欠 格要件
ア.経 営状態が著 しく不健全で あると認め られ る者。
①直近 3ヶ 年連続 して経常利益が赤字である場合。

︑
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南 さつま農 業協 同組合

イ .参 加資格 申請書や添付書類 の重 要な事項 について虚偽 の記載 を行 った者、な らび に、重 要
な事実 を記載 しない者。
ウ.予 算決算及び会計令 の第 70条 の規定 に該 当す る者。
工 .予 算決算及 び会 計令 の第 71条 の規定 に該当す る者。

(3)特 約事項
ア.施 主代行者 の責務
施主代行者 は、別添 の施主代行業務標準仕様書 の業務 を遂行す る とともに、対象工事 の施
工業者 に対 して適正 に施 工 を行わせ、か つ工事 を履行 させ る責務 を負 う こととす る。従 って、
当該施工業者が不適正な施工 を行 っている ことが判明 した場合 、速やか に、代行者 の責務 に
おいて、当該施 工業者 に対 し手直 し工事 を行 わせな けれ ばな らな い。 また、工事 を履行 させ
るための保険付保等 、その対策 を講 じるもの とす る。
イ .制 限事項
施主代行施行業務 を受託 した者、 ある い は当該受託者 と資本 。人事面 において 関連 の強 い
よ
者 (注 )の 当該建設工
負 工事 の入札参加資格 は認め られな い。
。人事面で関連 の強 い者 とは、施主代行 の受託者 との間で資本関係があ り、か つ支
(注 )資 本
配権 を有 して いる者、また は、代表権 を有す る役員 を兼ねている者 、等 とす る。
ウ.秘 密情報漏え い防止措置
施主代行者 として決 定後、落札者 はすみやか に秘密情報漏 え い防止措置 を講ず る こととし、
事業実施 主体 に対 し秘密漏 え い防止措置 を定めた規定等 を提 出す ることとす る。

3.入 札説明書 の交付期間および場所
間 :令 和 4年 6月 20日 (月 )〜 令和 4年 7月
期

1日 (金 )土 日祝祭 日を除 く

毎 日、午前 9時 か ら午後 5時 まで。
場

所 :南 さつ ま農 業協 同組合

電話番号

:0993‑58‑7114

4.入 札および開札 の 日時および場所
日
時 :令 和 4年 7月 8日 (金
時
間 :10時 00分 〜
場
5。

営農部

所 :南 さつ ま農業協 同組合

)

会議室

入札 の無効

本公告 に示 した入 札参加 に必 要な資格 の無 い者 の入札、および入札 の条件 に違反 した入札 は無
効 とす る。
6。

落札者 の決定方法

予定価額 の制限 の範囲内で最低価格者 をもって落札者 とす る。
7。

そ の他

そ の他 の詳細 につ いては、入札説明書 による。
日程 の変更 が あった場合は、参加資格確認通知書で通知す る こととす る。
以上

