
クレイドルの保育園 こどもと私 東村山 内装工事 一般競争入札について 

 

一般社団法人クレイドル 

代表理事 田淵英人 

 

 下記の通り「クレイドルの保育園 こどもと私 東村山 内装工事」の入札を実施しま

す。 

 

記 

 

1. 入札に付する事項 

（１）工事名    クレイドルの保育園 こどもと私 東村山 内装工事 

（２）工事場所   東京都東村山市野口町一丁目４６ ２階テナント区画 

（３）工事期限   契約締結日から令和３年２月２0 日（土） 

（４）工事概要 

 ア 主な工事   内装工事一式 

 イ 規模及び構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上 27 階・地下 1 階 

 ウ 延床面積   133 ㎡（40 坪） 

（５）発注者    一般社団法人クレイドル 

（６）予定価格   非開示 

（７）最低制限価格 非開示 

（８）支払条件   請負契約時と工事完了時及び開園日の 3 回に分割 

         （契約時 2 割、竣工時 3 割、補助金交付日 5 割を基本とします） 

（９）入札保証金  設定なし 

 

2. 入札参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定する一般競 

争入札に参加できない者でないこと。 

（２） 入札参加者募集の広告の日から入札を実施するまでの期間において建設業法による 

営業停止処分を受けていない者。 

（３） 正常な入札の執行を妨げるなどの行為を行わず、及び行うおそれがない者。 

（４） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てをしてい

る者でない者。 

（５） 法人役員本人またはその親族が役員に就いている業者以外の者。 

（６） 対象工事に係わる設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしくは人事面に於

いて関連がある建設業者でない者。 



（７） 過去 10 年以内に 1,000 万円以上の建築工事の施工実績を有している者。 

 

3. 入札の日時及び場所 

（１） 日時 令和 2 年 12 月 15 日（火）15 時 

（２） 場所 東京都杉並区善福寺 4－13－18－301 クレイドル本社 

 

4. 入札参加資格の審査等 

本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加申込書」及び関係

資料（以下「一般競争入札参加資格確認申請書」という）を提出し、入札参加資格の審

査を受けなければならない。 

（１）申請期間  令和 2 年 12 月１日（火）から令和 2 年 12 月 8 日（火）まで 

（２）申請時間  9 時 30 分から 17 時 

（３）申請場所  一般社団法人クレイドル 本社 

         担当： 武田 

         〒167-0041 東京都杉並区善福寺 4－13－18－301 

         TEL: 03-5903-9861 

                  e-mail: yurikago3502@gmail.com 

 

（４）申請方法 次の書類を申請期限内に郵送又は持参で受け付ける。 

  ア 「一般競争入札参加申込書」 

  イ 施工実績を証する書類の写し（契約書の該当部分、仕様書、設計書等） 

 

5. 設計図書の閲覧・貸出及び質問 

入札参加資格が「有り」と確認された者に設計図書の閲覧・貸出及び質問を次の通り行

う。 

  ア 日時   令和 2 年 12 月８日（火）17 時までに下記までお問合せ下さい。 

  イ 問合せ先 株式会社アッシュ・プランニング 東京オフィス 

         担当： 田野井 

         〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 

               プラティーヌ御茶ノ水 408 

         TEL: 03-6206-8316 

                  e-mail: tanoi@a-sh.co.jp 

 

 

 

6. 入札について 
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（１） 入札金額の記載方法 

入札書に記載する金額は、消費税 10％を加算した見積金額（但し、当該金額に 1 円

未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額）とする。 

（２） 入札に関する注意事項 

  ア 代理人または復代理人により入札をする場合は、入札前に「委任状」を提出し、入

札書には、本人の記名とともに代理人が記名、押印すること。 

  イ 入札に際し、落札者は工事内訳書を提出すること。 

  ウ 一旦提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

  エ 予定価格以内の一番低い価格に入札をしたものを落札者とする。但し、入札価格が

最低制限価格を下回る場合には、その者を落札者とせず、最低制限価格の範囲で一

番低い価格を入札した者を落札者とする。 

  オ 予定価格以内の入札をした者がいない時は、直ちに再度の入札を行う。但し、再度

の入札は 1 回限りとする。 

  カ 上記 カ に於いて、再度入札したにもかかわらず、予定価格以内の入札をしたもの

がいない場合は、2 回目の入札に於いて、もっとも低い金額を入札した者と、個別

で価格交渉を行う。交渉の結果、合意に至ればその者を落札者とする。 

  キ 落札者となるべき同価の入札をしたものが２名以上あるときは、くじにより落札

者を決定する。 

  ク 提出された入札金額内訳書は返却しない。 

（３） 入札の無効 

  ア 委任状を持参しない代理人が行った入札。 

  イ 記名押印のない入札。 

  ウ 入札金額を訂正した入札 

  エ 明らかに連合によると認められる入札 

  オ 同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、または２入札参加以上

の代理をした者の入札。 

  カ 郵便、電報及び電話による入札。 

  キ その他入札に関する条件に違反した入札。 

 

7. その他 

（１） 現場説明会は実施しない。 

（２） 資格確認資料のヒアリングは行わない。 

（３） 提出された資料は返却しない。 

（４） 当方から送付した図面等は入札日に返却すること。 

（５） やむを得ない事情により入開札日を変更することがある。 

 



8. 公告期間と方法 

この広告の期間及び方法は下記の通りとする。 

（１） 広告期間 令和 2 年 12 月１日（木）から令和 2 年 12 月 15 日（火）まで 

（２） 公告方法 一般社団法人クレイドル ホームページ 

（３） 申請書は当社ホームページよりダウンロード願います。 

 

9. 問合せ先 

発注者 一般社団法人クレイドル 

      〒177-0051 東京都杉並区善福寺 4-13-18-301 

      担当： 武田 

      TEL: 03-5903-9861 

       e-mail: yurikago3502@gmail.com 

  設計者 株式会社アッシュ・プランニング 東京オフィス 

      担当： 田野井 

      〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 

            プラティーヌ御茶ノ水 408 

      TEL: 03-6206-8316 

            e-mail: tanoi@a-sh.co.jp 
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