
 吾妻広域町村圏振興整備組合告示第９号 

 

入    札    公    告 

 

  下記のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「施行令」という。）第167条の６第１項の規定に基づき、次のとおり公告します。 

 

令和３年７月１９日 

 

吾妻広域町村圏振興整備組合理事長 伊能 正夫     

   

記 

 

 １ 条件付一般競争入札に付する事項 

  (１) 契約番号   第21009号 

  (２) 工 事 名   吾妻広域消防施設整備事業 

旧吾妻広域消防本部・東部消防署訓練棟外解体工事 

  (３) 工事場所   吾妻郡東吾妻町大字原町３５（旧吾妻広域消防本部） 

  (４) 予定工期   契約の翌日から  令和３年１０月２９日（金）まで 

  (５) 工事概要   旧吾妻広域消防本部・東部消防署の訓練棟を解体し東吾妻町へ返還

するための工事 

① 建屋屋上電波塔解体工事 

② 発電機周辺解体工事 

③ 軽鉄木箱解体工事 

④ 訓練棟（大）解体工事 

⑤ 訓練棟（小）解体工事 

⑥ ビニールハウス解体工事 

⑦ ホース乾燥棟解体工事 

⑧ 倉庫内残置物の片付け及び処理 

⑨ アスファルト舗装復旧工事 

  (６) 予定価格    公表しない。 
 ２ 入札参加形態 
   単体による参加とする。 
 ３ 入札参加資格 

   次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要 

  な資格の確認を受けた者であること。 

  (１) 施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者又は同条第２項の規定に基づく東吾

妻町への入札参加の制限を受けていない者であること。 

  (２) 東吾妻町に解体工事競争入札参加資格者名簿の登録がされていること。 

  (３) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをしていない者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていない

者（会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生

手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において、前号

の競争入札参加資格の再認定を受けている者）であること。 

  (４) 建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23の規定により経営事項審査を受け、当

該経営事項審査に係る総合評定値通知書の有効期間内であること。 

  (５) 東吾妻町の解体工事請負業者等指名停止措置等の要綱に基づく指名停止期間中でな

いこと。 

  (６) ぐんま電子入札共同システム工種（解体）において客観数値が４５０点以上である

こと。 



  (７) 東吾妻町に本店を有していること。 

(８) 配置予定の主任技術者は、２級建築施工管理技士以上を有する者であること。 

 ４ 入札参加資格の確認等 

   条件付一般競争入札の参加希望者は、令和３年７月２８日（水）午後５時までに条件付

一般競争入札参加申請書（様式第１号）に次の書類を添付して提出し、入札参加資格の有

無について確認を受けなければならない。期限までに申請書等を提出しない者及び入札参

加資格がないと認められた者は、条件付一般競争入札に参加することができない。 

  (１) ぐんま電子入札共同システム工種（解体）において客観数値が４５０点以上である

ことを確認できるもの。 

  (２) 配置予定主任技術者の資格及び工事実績を証明するもの。 

 ５ 入札参加申請書及び設計図書の配布期間及び取得方法 

  (１) 配布期間 

     入札公告日から令和３年７月２８日（水）まで（吾妻広域町村圏振興整備組合の休

日を定める条例（平成元年条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）の午前９時から午後５時までの間（午後０時から午後１時までを除

く。） 

  (２) 取得方法 

     吾妻広域町村圏振興整備組合ホームページ（https://www.aga-kouiki.jp/）からダ

ウンロード。 

６ 申請書等の提出 

(１)  提出場所 

〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1 

         吾妻広域消防本部 総務課 

電話：0279-68-0213（直通）  FAX：0279-68-5080  

  (２) 提出方法 

     申請書等の提出は、提出場所に持参することにより行うものとし、郵送又は電送に

よるものは、受け付けない。 

  (３) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出後に行うものとし、その結果は、条件付一

般競争入札参加資格確認結果通知書（様式第２号。以下「確認結果通知書」という。）

により、令和３年７月３０日(金)までに通知する。 

  (４) その他 

   ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   イ 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

   ウ 提出された申請書等は、返戻しない。 

   エ 提出期限後における申請書等の差替え又は再提出は、認めない。 

 ７ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

  (１) 入札参加資格がないと認められた者は、理事長に対して入札参加資格がないと認め

た理由について、次のとおり、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書について

の説明申込書（様式第３号。以下「説明申込書」という。）を提出することにより、説

明を求めることができる。 

   ア 提出期限 

     入札参加資格がないと認める通知を行った日の翌日から起算して７日以内（休日を

除く。） 

   イ 提出場所 

     〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1 

吾妻広域消防本部 総務課 

電話：0279-68-0213（直通）  FAX：0279-68-5080 

   ウ その他 

     説明申込書は、持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは、



受け付けない。 

  (２) 説明申込書の提出があったときは、説明を求めることができる提出期限の翌日から

起算して５日以内（休日を除く。）に説明申込書を提出した者に対して書面により回答

する。 

 ８ 設計図書等に対する質問等 

   入札参加申請者は、当該設計図書等に関して質問することができる。 

  (１) 質問 

   ア 提出期間 

     令和３年８月４日（水）まで 

   イ 提出場所 

     吾妻広域消防本部 総務課までに、電子メールにより提出する。 

  (２) 回答 

     令和３年８月６日（金）までに、電子メールで回答する。 

 ９ 現場説明会（希望者のみとする。） 

  (１) 開催日時   令和３年８月２日（月） 午後３時００分から 

(２) 開催場所   群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町３５番地(旧吾妻広域消防本部) 

 10 入札及び開札の日時及び場所 

  (１) 受付日時   令和３年８月１７日（火） 午前１０時００分から 

   (２)  入札日時   令和３年８月１７日（火） 午前１０時３０分 入札即時開札 

  (３) 場  所   群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1 

吾妻広域消防本部 ３階大会議室 

     入札及び開札に当たっては、理事長が入札参加資格があることを確認した旨の通知

書又は当該通知書の写しを持参すること。 

 11 入札方法等 

  (１) 入札に際しては、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しないこと。 

  (２) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10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）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係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110分の100に相当する金

額を入札書に記載すること。 

  (３) 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。 

  (４) 入札執行の回数は、３回までとする。 

  (５) 代理人を参加させる場合は、入札前に委任状を提出すること。 

  (６) 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者とす

る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者の

うち最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。 

 12 工事費積算内訳書の提出 

  (１) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費積算内訳書を提出する

こと。 

  (２) ホームページから取得した工事費積算内訳書の様式を用い、記載内容については、

数量、単価、金額等を明らかにすること。 

  (３) 提出された工事費積算内訳書は、返戻しない。 

 13 入札保証金 

   免除とする。 

 14 契約保証金等 



   免除とする。 

 15 開札 

   開札は、所定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い入札

者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札に関係のない職員を立ち会わせて

行うものとする。 

 16 入札の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行った者

を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

  (１) 入札に参加する者に必要な資格のない者の入札 

  (２) 申請書又は添付資料に虚偽の記載をした者の入札 

  (３) 同一事項に対し２以上の入札をした者の入札 

  (４) 入札に際し不正の行為のあった者の入札 

  (５) 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札 

  (６) 工事費積算内訳書を提出しなかった者の入札 

  (７) 工事費積算内訳書の金額と入札書の金額が同額ではない場合の入札 

  (８) 理事長により入札に参加する者に必要な資格があることを確認された者であっても、

確認を受けた後に指名停止措置を受け、指名停止期間中である者の入札 

  (９) その他入札に関する条件に違反した者の入札 

     入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において３に掲げる

入札参加資格のないものが行った入札は、入札に参加する者に必要な資格のない者の

入札とみなす。 

 17 その他 

  (１) 申請書又は添付資料に虚偽の記載をした場合においては、該当町村の措置要綱等に基

づく指名停止を行うことがある。 

  (２) 入札参加者が１社の場合には、当該入札を中止する場合がある。 

(３) 詳細は、吾妻広域町村圏振興整備組合ホームページ（https://www.aga-kouiki.jp/）

又は消防本部総務課（℡0279―68―0213（直通））。 

○本入札公告に係る手続き期間等一覧 

（工事名 ：旧吾妻広域消防本部・東部消防署訓練棟外解体工事） 

番号 区分 期間等 

① 
入札参加申請書及び設計図書

の配布期間 
令和3年7月19日（月）から令和3年7月28日（水） 

② 入札参加申請書の提出期限 令和3年7月28日（水）午後5時 

③ 
入札参加資格確認結果通知書

の通知期限 
令和3年7月30日（金） 

④ 
設計図書等に対する質問書受

付期間 
令和3年7月19日（月）から令和3年8月4日(水) 

⑤ 
設計図書等の質問に対する回

答期限 
令和3年8月6日（金） 

⑥ 現場説明会 令和3年8月2日（月）午後3時00分から 

⑦ 入札・開札 令和3年8月17日（火）午前10時30分(即時)  

https://www.aga-kouiki.jp/


 


