
那須地区消防組合公告第１号 

共同企業体による事後審査型条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。 

平成３０年９月１０日 

那須地区消防組合長   君 島  寛 

１ 入札対象工事 

入札番号 １ 

工事番号／工事名 №１／那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業 建築工事 

工事箇所 那須塩原市上厚崎 130-1、130-2、131、132-5、137-1、138-4 

工期 平成３２年１月３１日限り 

工事概要 別紙工事概要のとおり 

予定価格 1,155,360,000円（消費税等を含まない） 

 

２ 入札に参加できる者に必要な資格要件 

大田原市、那須塩原市及び栃木県のいずれかから平成２９・３０年度建設工事入札参加資格を受けてい

る業者で、公告の日から開札の日において下記の要件を満たしていること。 

入札参加形態 特定建設工事共同企業体 

工事種類 建築一式工事 

対象ランク Ａ級 

構成要件 共同企業体の構成員は３社以上５社以内 

結成方式 
自主結成方式とする。 

ただし、本工事において２以上の特定建設工事共同企業体の構成員になることは認めない。 

構成員の出資

比率 

① 構成員が３社の場合、それぞれの出資比率は２０%以上とする。 

② 構成員が４社の場合、それぞれの出資比率は１５%以上とする。 

③ 構成員が５社の場合、それぞれの出資比率は１０％以上とする。 

代表構成員の

要件 

出資比率 構成員の中で出資比率が最大であること 

建設業の許可 特定建設業 

格付等 
大田原市、那須塩原市、栃木県のいずれかで、建築工事の業種で登録され

ている者のうち、Ａ級以上の格付けを有する者 

地域要件 

次のどちらかの要件を満たすこと 

① 大田原市、那須塩原市から前述の格付けを受けている者は、大田原市、

那須塩原市に建設業法第 3 条第 1 項に基づき設置された本店又は支

店等があること。 

② 栃木県から前述の格付けを受けている者は、大田原市、那須塩原市、

那須町に建設業法第３条第１項に基づき設置された本店があること。 

配置技術者 以下の要件を全て満たすこと 



① 1級建築施工管理技士又は 1級建築士の資格を有すること 

② 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の規定に基づき、本工事に対応

する監理技術者を専任で配置できること。また、監理技術者講習修了

証を併せて有すること 

構成員の要件 

建設業の許可 特定建設業又は一般建設業 

格付等 
大田原市、那須塩原市、栃木県のいずれかで、建築工事の業種で登録され

ている者のうち、Ａ級以上の格付けを有する者 

地域要件 

次のどちらかの要件を満たすこと 

① 大田原市、那須塩原市から前述の格付けを受けている者は、大田原市、

那須塩原市に建設業法第 3 条第 1 項に基づき設置された本店又は支

店等があること。 

② 栃木県から前述の格付けを受けている者は、大田原市、那須塩原市、

那須町に建設業法第３条第１項に基づき設置された本店があること。 

配置技術者 

以下の要件のいずれかを満たすこと 

① 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の規定に基づき、本工事に対応

する監理技術者又は主任技術者を専任で配置できること。また、監理

技術者講習修了証を併せて有すること 

② 1級建築施工管理技士又は 1級建築士の資格を有する技術者を専任で

配置できること 

その他 

① 入札参加制限・指名停止・会社更生法等に関する事項は大田原市建設共同企業体取扱要

領を準用することとし、大田原市、市、市長とある部分は那須地区消防組合、組合、組

合長と読み替える。 

② 本工事に係る設計業務等の受託者である「㈱フケタ設計」と資本若しくは人事面におい

て次のいずれかに関連がある業者でないこと 

・当該受託者の発行株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又は出資の総額の 100

分の 50を超える出資をしていること 

・建設業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こと 

③ 他に手持ち工事のない者を現場代理人として常駐で配置できること（配置技術者との

兼務は可） 

 

３ 入札日程等 

入札参加申請書の

入手方法及び期間 

本公告日から参加申請提出期限まで 那須地区消防組合ホームページ

からダウンロード 

http://www.fire119-nasu.jp/ 

参加申請書及び特定

建設工事共同企業体

協定書の提出先 

平成３０年１０月１日（月） 

正午まで 

提出場所：那須地区消防本部総務課 

提出方法：直接持参 

設計図書の閲覧 平成３０年９月２５日（火）まで 閲覧場所：那須地区消防本部総務課 

閲覧時間 9：00~12：00 



     13：00~16：00 

※組合の休日を除く 

設計図書に関する

質問書の提出期限

及び提出先等 

平成３０年９月２６日（水） 

正午まで 

提出場所：那須地区消防本部総務課 

提出方法：直接持参及びメール 

E-mail：soumuka@fire119-nasu.jp 

設計図書に関する

質問回答 

提出期限日の翌日から起算して原則２日以内（組合の休日を除く。）に那須地区消防

組合ホームページに掲載する。 

入札方法 郵便入札 

積算内訳書の提出 必須 

入札書宛先 日本郵便株式会社大田原郵便局留 那須地区消防本部総務課行 

入札書提出期限 平成３０年１０月１０日（水） 

開札日時 平成３０年１０月１１日（木）午前１１時００分 

低入札調査価格制

度 

適用 

開札場所 那須地区消防本部 

開札立会人 入札参加申請の受け付け順に番号を付し、抽選により２者を選定。 

立会人選定通知日 平成３０年１０月３日（水） 

確認書類提出日及

び提出先 

提出を求められた日から起算して２日以内（組

合の休日を除く。）。 

提出場所：那須地区消防本部総務課 

落札の可否 確認書類が提出された日から起算して原則２日以内（組合の休日を除く。）に通知。 

 

４ 入札保証金等 

入札保証金 免除 

契約保証金 納付 

支払条件 前金払：有  部分払：有  精算払：有 

 

５ その他 

(1) 別紙、事後審査型条件付一般競争入札共通事項（郵便入札用）に示すとおりとする。 

(2) 本工事の工事期間（完成期限）は平成３１年１０月１日以降までとなる工事であり、平成３１年１０

月に消費税率が改正されることから、本工事の入札書記載金額については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

ア 入札書記載金額 

 落札候補者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を

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

て落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載

するものとする。 

(3) 事後審査型条件付一般競争入札参加申請書提出時には、大田原市、那須塩原市及び栃木県のいずれか

から通知された建築工事の業種の格付のわかる通知の写しを提出すること。 

mailto:soumuka@fire119-nasu.jp


(4) 入札参加資格の確認等 

開札後に落札者とするための入札参加資格の確認を行うための書類については、下記に示すとおりと

する。 

①  事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第５号） 

②  事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認資料総括表（様式第６号） 

③ 監理技術者（主任技術者）・現場代理人工事経歴書（様式第８号） 

なお、様式第６号、様式第８号については、構成員ごとに作成し、様式第５号（共同企業体、代表

構成員名で申請）と一緒に綴って提出すること。 

(5) 以下の工事は、分離発注工事であり、複数の入札参加申請をしたとしても、複数の落札者（建設工事

共同企業体の構成員又は構成員の全部若しくは一部を同じくする建設共同企業体を含む。）とはなれ

ない。またこれらの落札候補者からの入札参加資格確認は、開札日及び以下の順に落札候補者が存在

する案件から実施する。 

・那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業 建築工事 

・那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業 電気設備工事 

・那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業 機械設備工事 

(6) 本工事は、議会の議決に付すべき契約であるので、落札者は組合の指定した日までに仮契約書を提出

すること。当該仮契約書は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定による組合議会の議決を得た日

から本契約書となる。 

 

６ 照会先 

那須地区消防本部総務課  ☎０２８７－２８－５１０１ 



那須地区消防組合黒磯消防署庁舎整備事業 建築工事 

 

工事概要書 

名  称 種別 構   造 階 数 
延べ面積 

（㎡） 
備 考 

庁舎棟 新築 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部 

プレストレスト 
２階 2,985.60 

 

主訓練塔 新築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ３階 417.47 
 

補助訓練塔 新築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ３階 108.00 
 

車庫棟 新築 鉄骨造 １階 220.00 
 

高圧ガス棟 新築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 １階 19.80 
 

水防倉庫 新築 鉄骨造 １階 28.00 
 

自家給油所 新築 鉄骨造  40.50 
屋根のみ 

駐輪場（一般来庁者） 新築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨 1 階 10.80  

駐輪場（職員）・ゴ

ミ置場 
新築 薄板軽量形鋼造  27.56 

既製品 

一体型 

計  
 

 3,857.73 
 

 

別紙 


