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４年 11 月 11 日
契約担当者 兵庫県公立大学法人 理事長 五百旗頭

真

１ 入札に付する事項
(1) 工事名

兵庫県公立大学法人兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス
自動火災報知機更新工事

(2) 工事場所

姫路市新在家本町 1 丁目 1 番 12 号

(3) 工事概要

経年劣化に伴う自動火災報知機更新工事の撤去・更新等

(4) 工期

着工の日から令和５年３月 31 日（金）まで
（工事の進捗状況により、工期を延長することがある。
）

(5) 最低制限価格

無

(6) 入札方式

制限付き一般競争入札

(7) 契約締結予定日

令和４年 12 月 5 日

(8) 支払条件
① 前払金

有

② 部分払

有 履行期間中 1 回以内とする。

２ 応募方法
単独企業による。
３ 入札参加資格
入札に参加できる者は、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載されている者で、次の要件を満たして
いること。
(1) 入札参加資格工種

電気工事 消防施設工事

(2) 営業所の所在地に関する要件

中播磨県民センター管内に建設業の許可を受けた営業所を有
すること。

(3) 入札参加資格格付等級

確認基準日に有効な県の入札参加資格者名簿（以下「入札参加
資格者名簿」という。
）の電気工事における格付等級が B 等級
であること。または、入札参加資格者名簿のその他の専門工事
のうち、消防施設工事の総合評定値が 575 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その他の専門工事のうち、消防施設工事
の総合評定値により入札参加申し込みをしようとする者は、技
術・社会貢献評価数値による要件は設けない。
入札参加資格者名簿の電気工事の格付け等級により入札参加
申し込みをしようとする者は、電気工事の資格格付要領第４条
の規定による技術又は社会貢献評価数値を有する者であって、
その合計点数が 20 点以上であること。
ただし、平成 18 年度以降に、国（公社・公団を含む。
）又は地

方公共団体その他公共的団体が発注した工事成績を１件に限り
申請できる。この場合において、６工種以外工事における技術・
社会貢献評価数値の合計点数に、入札参加資格確認の際に工事
成績評定通知書の写しによって申請された工事成績を換算基準
により換算した点数を加算した点数が 20 点以上であること。
（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。
(5) 同種工事の施工実績又は専門
性の有無に関する要件

平成 18 年度以降に、国（公社・公団を含む。
）又は地方公共団
体その他公共的団体が発注した消防施設工事の施工実績がある
こと。

(6) 配置技術者に関する要件

①建築業法（昭和 24 年法律第 100 号）に定める必要な有資格者
を配置できること。
また、
工事完了後には消防法(消防法第 17 条、
消防法施行令第 21 条等)にのっとった更新設備点検及び届け出
ができること。
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。
②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、その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。ただし、本件工事及び他の工事の
契約希望金額が建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27
条に定める金額未満である場合は、この限りではない。
③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、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、契約期間中は、当該配置技術者を変更すること
は認めない。

(7) 入札保証

不要

(8) その他

別紙「制限付き一般競争入札公告共通事項」に示すとおり。

４ 入札手続等

手 続 等

期間・期日

(1) 建設工事請負契

令和４年 11 月 11 日（金）から 兵庫県立大学入札情報ホームページに掲載

約書等の閲覧

場所・方法

令和４年 11 月 28 日（月）まで （注５）

(2) 提出資料の様式

令和４年 11 月 11 日（金）から 姫路市新在家本町 1-1-12

等の交付

令和４年 11 月 28 日（月）まで 兵庫県立大学姫路環境人間ｷｬﾝﾊﾟｽ総務課

(3) 入札参加申込件

令和４年 11 月 11 日（金）から 下記場所まで持参又は簡易書留による郵送。

競争参加資格確認

令和４年 11 月 24 日（木）まで

姫路市新在家本町 1-1-12

申請書の受付

（注 1,2,３）

兵庫県立大学姫路環境人間ｷｬﾝﾊﾟｽ総務課
TEL 079-292-1515

(4) 質問書（様式 20
号）の受付

FAX 079-293-5710

令和４年 11 月 11 日（金）から 必ず書面により上記(3)の場所に持参又は
令和４年 11 月 24 日（木）まで

FAX により提出すること。

（注 1,2,３）

(5) 回答書の閲覧

令和４年 11 月 25 日（金）から 上記(3)の場所で閲覧
令和４年 11 月 28 日（月）まで
（注 2,3）

(6) 入札及び開札

令和４年 11 月 29 日（火）

兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス A 棟 2

午前 10 時 30 分

階会議室において入札書を入札箱へ直接投
入すること。

(7) 入札結果の公表

落札決定後速やかに（注４）

上記(3)で閲覧

（注１）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２）毎日午前９時から午後５時まで（ただし、最終日は午後 4 時まで）
（注３）正午から午後１時までを除く。
（注４）落札決定日の翌日までに公表する。
（注５）アドレスは https://www.u-hyogo.ac.jp/outline/nyuusatsu/index.html
５ 入札参加資格確認資料の提出
本件工事の入札参加を希望する者は、下記の入札参加資格確認書類を、上記４（３）の期間内に、
兵庫県立大学姫路環境人間キャパス総務課まで各１部提出すること。
なお、様式等は上記４(3)の期間内に兵庫県公立大学法人兵庫県立大学ホームページの「入札情報」
からダウンロードを行い保存することにより取得しておくこと。
(1) 同種又は類似の工事の施工実績（様式 5 号）
(2) 配置予定技術者の資格 （様式６号の２）
(3) 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）
６ その他
(1) 別紙「建設工事の制限付き一般競争入札公告共通事項」のとおりとする。
(2) 現場説明会は実施しない。
７

問合せ先
姫路市新在家本町 1 丁目１番１２号
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス経営部総務課

TEL （０７９）２９２－１５１５

