
 入札公告 
 

 次の工事について制限付き一般競争入札に付す。 
 

 令和２年１１月５日 

 

                                   兵庫県契約担当者 

                                    兵庫県立明石高等学校長 

西  茂樹 
 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事名     県立明石高等学校普通教室棟外長寿命化改修（一部実施）その他工事 

（以下「本件工事」という。） 

(2) 工事場所    明石市荷山町１７４４番 

(3) 工事概要    ①普通教室棟 

ＲＣ造 ４階建 延べ面積3,520.98㎡ 

屋根・外壁改修工事 

トイレ改修 西側便所（１工区） １階～４階：男子生徒用、女子生徒用 

トイレ改修 東側便所（２工区） １階～４階：男子生徒用、女子生徒用 

           ②管理棟 

ＲＣ造 ３階建 延べ面積1,607.78㎡ 

屋根・外壁改修工事 

トイレ改修 各階便所（１工区） １階～３階：男女職員及び来客用 

                      ③昇降口棟 

ＲＣ造 ２階建 延べ面積424.85㎡ 

屋根・外壁改修工事 

                      ④図書館棟 

ＲＣ造 ３階建 延べ面積791.42㎡ 

屋根・外壁改修工事 

トイレ改修 １階便所（１工区） １階：多目的トイレ 

                      ⑤渡り廊下 

ＲＣ造 平屋建 延べ面積70.40㎡ 

屋根・外壁改修工事 

           ⑥特別教室棟 

ＲＣ造 ３階建 延べ面積2,078.15㎡ 

屋根・外壁改修工事 

           ⑦美術科棟 

ＲＣ造 ３階建 延べ面積1,726.36㎡ 

屋根改修工事 

トイレ改修 各階便所（２工区） １階～２階：男子生徒用、女子生徒用 

⑧設備工事 

①、②、④、⑦に伴う設備工事 一式 

           ⑨別途工事 

             都市ガス設備工事 

 (4) 工  期      着工の日から令和３年３月３１日限り ただし、諸手続き完了後に繰越予定であり、完成期日

を「令和３年１０月２９日」に変更する予定である。 

(5) 最低制限価格  有 

(6) 入札方式    制限付き一般競争入札（事後審査型） 

(7) 契約締結予定日 令和２年１２月上旬予定 

 

 



 

(8) 支払条件 

 ① 年割支払    無 

 ② 前払金    有 

 ③ 中間前払金  有 

④ 部分払    有（履行期間中３回以内とする） 

  ⑤ 中間前払金と部分払の選択該当工事の別  有 
 

２ 応募方法 

  単独企業による。 
 

３ 入札参加資格 

  財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第81条の３に定める兵庫県（以下「県」という。）の建設工事入札参加

資格者名簿に登録されている者で、次の要件を満たしていること。 

(1) 入札参加資格工種  建築一式工事 

(2) 営業所の所在地に関する要件 東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民センター、淡路県民局及び

西播磨県民局管内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有すること。 

(3) 入札参加資格格付等級又は総合評

定値 

確認基準日に有効な県の建設工事入札参加資格者名簿（以下「入札参加資

格者名簿」という。）の建築一式工事における格付等級がＡ等級、Ｂ等級又

はＣ等級であること。ただし、Ａ等級の者にあっては、県の建設工事入札参

加者に係る資格格付要領（以下「資格格付要領」という。）第４条の規定に

よる社会貢献評価数値を有する者であって、その点数が40点以上であり、Ｃ

等級で格付点数が50点以上、もしくは45点以下の者にあっては、資格格付要

領第４条の規定による建築一式工事における平均工事成績点が75点以上で

あること。 

(4) 技術・社会貢献評価数値に関する要

件 

入札参加資格者名簿の建築一式工事における資格格付要領第４条の規定

による技術・社会貢献評価数値を有する者であって、その合計点数が 40 点

以上であること。 

 平成 17 年度以降に、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する工事を、元請（共同企

業体の構成員としての実績は、出資比率が 20 パーセント以上の場合のもの

に限る。）として完成した施工実績（工事が完成し、その引渡しが完了した

もの）を有すること。 

(ｱ) １棟又は同時施工で２棟以上の合計の延べ面積が1,000㎡以上の鉄骨

造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の新築、改築

又は増築工事 

(ｲ) 国、地方公共団体又は建設業法施行令（昭和31年政令第273 号）第

27条の13に規定する法人が発注した、建築物の外壁改修工事で、１棟又は

同時施工で２棟以上の合計の延べ面積が1,000㎡以上の建築物における外壁

又は屋根等の全体的な修繕又は模様替 

(5) 建設業の許可に関する要件 建築工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(6) 配置技術者に関する要件 ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、かつ、建設業法

の規定による建築工事業の監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を

有する監理技術者を本件工事に専任で配置できること。 

また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込日

以前に３か月以上の雇用関係）がある者であって、かつ、建設業法に規定す

る営業所における専任技術者でないこと。 

イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合に

おいて、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが

できなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込みをした者は、直

ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。 



 また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、他の工

事については本件工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行

うこと。 

 なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工

事については他の工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を行

うこと。 

ウ 落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、

本件工事現場に配置すること。 

 なお、契約期間中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極め

て特別な場合を除いて、当該配置技術者を変更することを認めない。建設業

法（昭和24年法律第100号）の規定による建築工事業の監理技術者資格者証

及び監理技術者講習修了証を有する監理技術者を本件工事に専任で配置で

きること。 

また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込日

以前に３か月以上の雇用関係）がある者であって、かつ、建設業法に規定す

る営業所における専任技術者でないこと。 

(7) 入札保証金 不要 

(8) その他 別紙、「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」２に示すと

おり。 

（注１）換算基準：工事成績89点以上は加算点120点、工事成績84点から88点は加算点90点、工事成績79点から
83点は加算点60点、工事成績74点から78点は加算点30点、工事成績69点から73点は加算点0点、工事成
績64点から68点は加算点-20点、工事成績63点以下は加算点-40点に換算する。 
 
 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日 場所・方法 

(1) 建設工事請負契

約書等の閲覧 

令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月19日（木）まで（注３、４） 

明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

(2) 設計図書の交付 
令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月19日（木）まで（注３、４） 

明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

(3) 提出資料の様式

等の交付 

令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月19日（木）まで（注３、４） 

明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室（注５） 

(4) 入札参加受付 
令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月19日（木）まで（注３、４） 

明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

(5) 質問書（様式 20

号）の受付 

令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月19日（木）正午まで 

（6日から18日は注３、４） 

兵庫県立明石高等学校 事務室へFAXで送付する 

FAX 078-911-4377 

(6) 回答書の閲覧 令和2年11月25日（水）午後１時から 入札参加者にFAXで回答する 

(7) 工事費内訳書の 

提出 

令和2年11月6日（金）から 

令和2年11月27日（金）正午まで 

（6日から26日は注３、４） 

明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室に持参、 

または郵送（簡易書留）による。 

(8) 入札、開札 令和2年11月30日（月）午後３時３０分 
明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

(9) 入札結果の公表 

落札決定後速やかに 
明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

契約締結後速やかに 
明石市荷山町１７４４番 

兵庫県立明石高等学校 事務室 

  （注２）上記の期間は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。 

  （注３）毎日午前９時から午後4時まで 

  （注４）正午から午後１時までを除く 

  （注５）アドレスは（https://www.hyogo-c.ed.jp/~akashi-hs/ ） 



  

５ 入札方法等 

(1) 工事費内訳書の提出 

第１回目の入札に際し、第１回目の入札に対応した工事費内訳書（設計書に示す様式）を提出すること。 

(2) 入札に参加するに当たっては、当該工事にかかる入札申込書の写しを持参すること。 

 

６ 入札参加資格確認資料の提出 

  開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の翌日か

ら起算して２日以内（兵庫県の休日を定める条例に定める県の休日を除く）に、兵庫県立明石高等学校まで各１部提

出すること。 

(1) 配置予定技術者の資格等                   （様式６号の２） 

(2) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係  （様式７号） 

(3) 国土交通省近畿地方整備局等発注の工事成績          （様式19号） 
（(3)については、入札参加資格者名簿の建築一式工事における県発注工事成績を有しない者で、３(4)ただし書き①か
ら⑤の工事成績の加算を希望する者のみ） 
 
７ その他 
(1) 別紙「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」のとおりとする。 
(2) 現場説明会は実施しない。 
(3) 本件工事に係る設計業務等の受託者 姫路建築事務所 

 
８ 入札担当（問い合わせ先） 

  明石市荷山町１７４４番 兵庫県立明石高等学校 事務室 電話番号 078-911-4376 

 


