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一般競争入札公告 

 

                              令和３年１１月１２日 

 

 社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑の見守り機器等整備の一般競争入札

について、次のとおり公告します。 

  

社会福祉法人 宏仁会 

理事長 吉田 基 

 

１ 入札内容 

（１） 名称  特別養護老人ホームさくらぎ苑見守り機器等整備 

（２） 履行場所  埼玉県比企郡小川町飯田１１７番地 

         特別養護老人ホームさくらぎ苑 

（３） 内容    

① 無線 LAN環境構築 

② 見守り機器導入、設定 

③ タブレット端末導入、初期構築、設定（見守り機器等との連携含む。） 

（４） 仕様書等  仕様書による 

（５） 履行期限  令和４年３月１０日 

２ 入札方法等 

（１） 入札方法  一般競争入札 

（２） 予定価格  非公表 

（３） 最低制限価格 無 

（４） 入札保証金  無 

３ 入札参加資格 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿登録事業者であること。 

（３） 参加を希望する無線 LAN 環境構築及び機器について、過去５年間で埼玉県内の特

別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等への同等規模の構築・納

入実績を有する者。 

（４） 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等

の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

（５） 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置

要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

（６） 当法人の理事が役員をしている企業及びその企業と親子関係にある企業でないこ

と。 
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４ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出 

（１） 提出書類 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式有） 

② 無線 LAN環境構築及び機器について、過去５年間で埼玉県内の特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等への同等規模の構築・納入実績表（件名、

金額、概要等がわかるもの。様式任意。） 

③ 会社案内（会社概要、経歴書等） パンフレット可 

④ 埼玉県物品等競争入札参加資格審査結果通知書の写し 

（２） 受付期間 公告日から令和３年１１月１９日（金）まで 

午前１０時から午後４時まで ただし、土日、祝日は除く 

（３） 提出方法 

持参若しくは書留郵送（締切日午後４時必着） 

A４ファイル綴じ。 

持参の場合、上記日時の期間内で事前電話連絡のうえ提出してください。 

（４） 提出先 

  社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑 

   〒３５５－０３３３ 埼玉県比企郡小川町飯田１１７番地 

   ＴＥＬ ０４９３－７２－７０３０  ＦＡＸ ０４９３－７２－７０３３ 

   E-mail koujinkai@sakuragien.or.jp 

   担当者 櫻井 

５ 一般競争入札参加資格確認通知及び仕様書の配付 

（１） 申請を受付した後に審査し、参加資格の有無をメールにて通知します。 

受信確認メールを返信ください。 

（２） 入札参加資格が有りと確認された業者には仕様書をメールにて送付します。 

受信確認メールを返信ください。（現場説明会は行いません。現地確認は可能。

随時、対応しますので、必ず事前にお問い合わせください。） 

６ 見積りにあたっての注意事項 

（１） 見積りにあたっては、仕様書に準拠した物品で見積りを行うこと。ただし、当法人

が認めた物品に限り、他の同等の品質以上の物品に変更ができるものとする。 

（２） 上記の場合、仕様書に定めた仕様より劣る、若しくは異なる物品で落札し、または

納入されたと当法人が判断した場合、法人が指定した物品に落札者の負担において交

換すること。 

７ 入札日程等 

（１） 公告日 令和３年１１月１２日（金） 

（２） 一般競争入札参加資格確認申請書の提出締切  

令和３年１１月１９日（金）午後４時 

（３） 一般競争入札参加資格確認通知及び仕様書の配付 

令和３年１１月２４日（水） メールにて送付 
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（４） 質疑書提出期限 令和３年１１月２９日（月）午前１１時 

提出方法 メールによる提出（様式任意） 

入札仕様書記載物品と同等と法人が考える物品については、必ず質疑してくだ

さい。質疑がない場合は、「質疑なし」と明記してメール送信してください。 

（５） 質疑回答期限  令和３年１２月２日（木） 

回答方法 メールによる回答（すべての質疑を全参加者に送付） 

入札参加が認められた者すべてにメールにより通知します。 

（６） 入札日時、場所  

令和３年１２月１６日（木）午前１１時（即日開札） 

  特別養護老人ホームさくらぎ苑 

８ 落札者の決定 

（１） 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 

（２） 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。ただし、初

回入札に参加する者の数が１者のみである場合は１回のみとし再入札は行わない。 

（再度入札を含め入札は２回まで） 

（３） 上記（２）によって落札者がいない場合は、①及び②の場合に限り、下記の条件を

遵守したうえで、交渉による随意契約を行うものとする。 

① 最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に契約

締結の意思がない場合は順次、次に低い価格で入札した者を対象とする。） 

② 再度入札において、入札に応じるものが１者のみとなった場合。 

条件１ 随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。 

条件２ 交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。 

条件３ 入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。 

条件４ 契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、事業者及び業者が署名（捺

印）すること。 

（４） 落札者とすべき同額の入札をした者が２以上あるときは、くじ引きにより落札者を

決定するものとする。 

９ 入札注意事項 

（１） 代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。 

（２） 落札者にあたっては、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） 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。（前日までに郵送可） 

（４） 落札者は速やかに入札金額内訳書を後日提出すること。 

（５） 談合等不正行為を行わない旨の誓約書を入札日当日に提出すること。 

（６） 下記の各項目に該当する入札は無効とする。 

① 入札に参加する資格のない者がした入札 
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② 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

③ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

④ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

⑤ 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

⑥ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

⑦ 次に掲げる入札をした者がした入札 

 ア 入札書に押印のないもの 

 イ 入札金額を訂正したもの 

 ウ その他の記載事項を訂正した場合においては、その個所に押印のないもの 

エ 押印された印影が明らかでないもの 

オ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの  

カ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの  

キ 他人の代理を兼ねた者がしたもの  

ク ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者が

したもの 

⑧ 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札 

１０ 契約方法等 

（１） 契約書は、落札した者が作成するものとする。 

（２） 契約保証金は免除する。 

（３） 契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、県等からの指示があった場

合は従うこと。 

１１ 支払条件 

履行完了確認後、令和４年３月末日までに指定の銀行口座に振込むものとする。 

１２ その他 

（１） 搬入路等については、関係方面と打合せのうえ交通安全対策に万全を期することと

ともに破損等が生じた場合は、速やかに現況を復旧すること。 

（２） 現場においては、労働基準法・労働安全規則その他関係法令に従い、作業員等の出

入監督・風紀・衛生の取締りならびに火災・盗難等の事故防止については遺漏のないよ

うにすること。 

（３） 提出された一般競争入札参加資格確認申請書は、返却しません。 

１３ この公告に関する問合せ 

社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑 

   担当者 櫻井 

 〒３５５－０３３３ 埼玉県比企郡小川町飯田１１７番地 

 ＴＥＬ ０４９３－７２－７０３０  ＦＡＸ ０４９３－７２－７０３３ 

 E-mail koujinkai@sakuragien.or.jp 

   （ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く午前１０時から午後４時まで） 

                                    以上 
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一般競争入札参加資格確認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 社会福祉法人 宏仁会 

 理事長 吉田 基 宛て 

 

                    所在地 

                    会社名 

代表者職氏名           □印  

  

 令和３年１１月１２日付け公告の社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑見

守り機器等整備の入札に、関係書類を添えて申請します。 

 なお、記載事項等が事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 件 名 特別養護老人ホームさくらぎ苑見守り機器等整備 

 

２ 添付書類 

（１）  無線 LAN 環境構築及び機器について、過去５年間で埼玉県内の特別養護老人ホ

ーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等への同等規模の構築・納入実績表 

（２） 会社案内（会社概要、経歴書等） 

（３） 埼玉県物品等競争入札参加資格審査結果通知書の写し 

 

３ この申請書の記載責任者・連絡先 

氏 名 

所属部課 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

Ｅメールアドレス 

 

 

 


