
一般競争入札公告 

 

 

社会福祉法人梅田福祉会の発注する「社会福祉法人梅田福祉会（仮称）特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷 車

両購入及び給食業務委託」の一般競争入札について、次のとおり公告します。 

 

平成 29 年 10 月 30 日 

社会福祉法人梅田福祉会 

理事長  工藤  三夫 

 

１ 入札内容 

≪車両≫ 

（１）購入物品 

   ① 車両一式 

（２）仕様及び数量 別紙仕様書による 

（３）納入場所 〒360-0231 

        埼玉県熊谷市飯塚 1394番 1 他 5筆 

        社会福祉法人梅田福祉会（仮称）特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷 

（４）納入設置期限 平成 30年 2月末日まで 

        （詳細な納入設置時期については、別途協議の上、納入とする） 

 

≪給食業務委託≫ 

（１）業 務 名 （仮称）特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷 給食業務委託 

（２）業務場所 〒360-0231 

        埼玉県熊谷市飯塚 1394番 1 他 5筆 

        社会福祉法人梅田福祉会（仮称）特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷 

（３）契約期間 平成 30年 4月 1日から１ヶ年（更新有り） 

（４）業務概要 （仮称）特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷が運営する各事業への給食委託業務 

 

２ 入札参加資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県及び群馬県の入札参加停止措置または入札参加除外等の要綱

の措置を受けていない者であること。 

（３）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県及び群馬県の暴力団排除措置要綱等に基づく入札参加除外等

の措置を受けていない者であること。 

（４）当法人の理事が役員をしている企業でないこと。 

（５）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でないこと、

又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（６）給食業務委託にあっては、埼玉県において福祉施設での給食業務委託実績があること及び過去２年以内

に食中毒等の事故を起こしていないこと。 

 



３ 入札方法等 

（１）入札方法   一般競争入札（郵便入札） 

（２）予定価格   有（非公開） 

（３）最低制限価格 無 

（４）入札保証金  無 

 

４ 入札参加申請手続き 

（１） 受付期間     公告日から平成 29年 11月 1日（水）まで 

（２） 問合せ・受付時間 午前 10時から午後 4時まで（土日祝を除く） 

（３） 提出書類     ア 一般競争入札参加資格等確認申請書（様式有） 

             イ 会社案内・会社経歴書等 

             ※一般競争入札参加資格等確認申請書は法人問合せ先に連絡の上、Ｅメールにて

請求もしくは梅田福祉会ホームページよりダウンロードして使用すること。 

             ※提出された確認申請書、確認資料及びその他資料の返却は致しません 

（４） 提出方法     持参又はＦＡＸ ※締切日午後 5時必着 

（５） 提出・問合せ先  〒370－0332 群馬県太田市新田中江田町 58番 1 

             社会福祉法人梅田福祉会 特別養護老人ホームきざきの郷 

             担当：副施設長 小林恭介 

             電話：0276－55－2290 FAX：0276－55－2293 

             Ｅメール：kizaki2@xrh.biglobe.ne.jp 

                          ※問合せは原則メールにてお願いします。 

             ※認定を受けたものであっても、入札期日において認定要件を満たしていない者

は入札の参加資格を有しません。 

             ※ＦＡＸでの提出の場合、入札書類提出期限までに原本を郵送すること。 

 

５ 資料配布 

（１） 入札参加資格確認審査後、上記確認申請者には、平成 29年 11月 1日（水）午後 5時までに確認結果

（入札参加資格の有無）をＥメールにて通知する。 

（２） 入札参加資格が有りと確認された業者には入札書等書式、仕様書等（以下「仕様書等」という）を郵

送し、配布・貸出をする。配布・貸出は無料とし、現場説明会は行わないものとする。 

（３） 配布した仕様書等は入札日に入札書等と共に同封し、返却すること。（複製不許可） 

（４） 仕様書等の配布については、郵送とする。発送日は、平成 29年 11月 2日（木）とする。 

（５） 下記の各項目に該当する入札参加申請は無効とする。 

   ① 入札参加申請書類に不備または虚偽の記載等があった場合 

   ② 提出書類の誤字・脱字により意思表示が不明瞭である場合 

   ③ 所定の記名押印の無いとき。印影が不明瞭である場合 

   ④ １社で２通以上の入札参加申請書を提出した場合 

   ⑤ 明らかに談合によると認められる場合 

   ⑥ 入札参加資格申請に必要な要件を具備していない場合 

 

６ 見積等にあたっての注意事項 

（１） 見積にあたっては、仕様書に準拠した物品又は食材料費（単価）で見積を行うこと。ただし、物品に



ついては、法人が認めた物品に限り、他の同等の品質以上の物品に替えることができるものとする。 

（２） 上記の場合、物品については、仕様書に定めた仕様より劣る、若しくは異なる物品で落札または納入

されたと法人が判断した場合、法人が指定した物品に、落札者の負担において交換すること。 

 

７ 入札書類の提出 

（１） 入札書類提出期限 平成 29年 11月 9日（木）午後 5時まで 

（２） 入札書類提出場所 〒370－0332 群馬県太田市新田中江田町 58番 1 

             社会福祉法人梅田福祉会 特別養護老人ホームきざきの郷 

             担当：副施設長 小林恭介 

             電話：0276－55－2290 FAX：0276－55－2293 

             Ｅメール：kizaki2@xrh.biglobe.ne.jp 

（３） 提出方法     郵送による。（持参は認めない。） 

 

８ 入札及び開札日程等 

（１） 入札（開札）日時 平成 29年 11月 15日（水） 10時 00分から 

（２） 入札（開札）場所 群馬県太田市新田中江田町 58番 1 

             特別養護老人ホームきざきの郷 1階余興室 

（３） 入札方法     郵送による入札のみ。（持参は認めない。） 

（４） 入札保証金    免除 

 

９ 落札者の決定 

（１） 予定価格の範囲内で最低の価格（給食業務委託においては月間委託費）をもって入札した者を落札者

とする。 

（２） 上記（１）によっても落札者がいない場合は、次の各号の場合に限り、下記条件を全て遵守した上で

交渉による随意契約を行うものとする。但し、再度入札において無効の入札を行った者は、随意契約

の相手方となることができない。 

   ① 再度入札に参加し、最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に

契約締結の意思がない場合は順次、次に高い価格で入札した者を対象とする。） 

   ② 再度入札に応じる者が１者のみとなった場合 

    条件 ア 随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。 

       イ 交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。 

       ウ 入札にあたっての条件を変えることは認められないこと。 

       エ 契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、落札業者が署名捺印すること。 

（３） 落札者とすべき同額の入札をした者が２以上あるときは、当該入札に関係のない職員によるくじ引き

により落札者を決定するものとする。 

（４） 落札した場合は、落札金額及び落札者名を公表する。 

 

１０ 入札にあたっての注意事項 

（１） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 8／100に相当する額（消費税相当

額）を加算した額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって

落札金額とするので、入札者は見積もった契約希望金額の 100／108に相当する金額（消費税相当額を

抜いた金額）を入札書に記載すること。 



（２） 車両においては、購入時に必要な諸経費（税金、保険料及び課税、非課税項目等）を含め見積を行う

こと。 

（２） 入札を辞退する場合、事前に連絡の上、入札辞退届を提出すること。 

（３） 入札書は必要事項を記入、押印のうえ提出用封筒に入札書のみを入れ、厳封し裏面に社名、所在地、

連絡先を記入し、割り印すること。 

（４） 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等に

違反する行為を行ってはならない。 

（５）下記の各号に該当する入札は無効とする。 

   ① 入札に参加する資格のない者がした入札 

   ② 電報、電話及びＦＡＸにより入札書を提出した者がした入札 

   ③ 談合、その他不正行為があったと認められる入札 

   ④ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札 

   ⑤ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

   ⑥ 次に掲げる入札をした者がした入札 

    ア 入札書の押印のないもの 

    イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの 

    ウ 押印されるべき印影が明らかでないもの 

    エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

    オ ２以上の入札書を提出した者がしたもの 

    カ 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札 

（６）その他 

   ① 入札を公正に執行することができないと認められた時は、入札を執行しないことがある。 

   ② 一度提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回はできない。 

   ③ 入札時には、当法人の理事又は監事又は評議員等が立ち会うものとする。 

 

１１ 契約方法等 

（１） 契約保証金の徴収は免除とする。 

（２） 落札者は、速やかに契約書を作成し契約を締結すること。また、納品後は検収簿、入金後は領収書の

発行を遅延なく行うこと。印紙が必要なものについては、法の定めのとおり印紙を添付すること。 

（３） 契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合はその指示に従う

こと。 

（４） 本契約の締結は本法人の理事会で承認を受けた後とすること。尚、契約締結については、消費税引き

上げに関する経過措置対象契約とし、支払時期に関係なくすべての支払については消費税８％とする

こと。 

（５） 落札決定から本契約までの間に埼玉県及び群馬県の契約に係る入札参加資格停止などの措置要綱第２

条に規定する入札参加資格停止措置を受けた者は、本契約を締結しない。 

   （契約辞退を申し出るものとする。） 

 

１２ 支払条件 

≪車両≫ 

（１） 支払方法     納品後、現金振込（一括払い） 

（２） 支払時期     平成 30年 3月末 



 

≪給食業務委託≫ 

（１） 支払方法     歴月を単位として請求に応じて支払。 

             尚、詳細については落札者決定後に協議。 

 

１３ その他 

（１） 一般競争入札参加資格審査申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（２） 入札参加者は入札後、この公告、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。 

（３） 契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合には従うこと。 

 

以上 

 


