
告示第′号

平成 29年度携帯電話等エリア整備事業携帯電話基地局通信設備工事について、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)第 167条の6第 1項及び串

間市財務規則(昭和 41年 3月 29日 串間市規則第 3号)第 107条の規定に準じ次の通り

公告する。

平成 29年 12月 4日

串 間 市 長  島 田 俊

第 1 競争入札に付する事項

第 2 入札参加資格

この入札に参加できるものは、下表に定める要件をすべて満たすものであること。

1.工事名 平成 29年度携帯電話等エリア整備事業携帯電話基地局通信設備工事

2.工事場所 宮崎県串間市大字大矢取 134番 1

3.工事内容 串間市大矢取地域の通信格差是正を目的 とし、携帯電話等エ リアの整備

に伴 う通信設備工事

4.工事概要 ○携帯電話基地局の通信設備に関する工事 (装機、配線、アンテナ等 )

5.仕様書 串間市公式サイ トに掲示

6.工事期間 平成 30年 1月 9日 ～平成 30年 3月 30日

7.予定価格 予定価格 を設定 (事前公表無 し)

8.審査方式 入札参加資格の審査を入札前に行い、参加資格があると認められた者の

みが入札に参加できる事前審査とする。

9.落札方式 価格競争

10.入札手続き 紙入札書を入札箱に投かんする方法

11.入札保証金 串間市財務規則に準ずる

12.低入札価格調

査。最低制限価格

最低制限価格 を設定。低入札価格調査制度は導入 していないため、最低

制限価格未満で入札 したものは失格 とする。 (最低制限価格の事前公表

無 し)

13.支払い 前払い金なし

1.一般事項    11 地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4

の規定に該当しない者。

2 公告の 日か ら開札の 日までの期間において国、宮崎県及び串間

市による指名停止期間中でないこと。

3 会社法 (平成 17年法律第 86号)の規定に基づ く特別清算の

申し立てがなされていない者。



破産法 (平成 16年法律第 75号)の規定による破産の申し立

てがなされていない者。

商法 (明治 32年法律第 48号 )の規定に基づ く整理開始の申

立て若 しくは通告、破産法 (平成 16年法律第 75号)の 規定に基

づ く破産の申立て、会社更生法 (平成 14年法律第 154号 )の

規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法 (平成 11年

法律第 225号 )の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること (会社更生法の規定に基づ く更正手続開始

の申立て又は民事再生法の規定に基づ く再生手続開始の申立てが

なされた者であつて、更正計画の認可が決定 し、又は再生計画の

認可の決定が確定 した者を除 く。 )。

告示 日以前 3ヶ 月以内に、手形交換所で不渡手形若 しくは不渡

小切手を出した事実又は銀行若 しくは主要取引先か らの取引停止

等を受けた事実がある者でないこと。

法人税、消費税又は地方消費税を滞納 していない者。

暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 (平成 3年 5月

15日 法律第 77号)第 2条第 2号に掲げる暴力団、同条第 6号

に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれ らの利

益 となる活動を行 う者でないこと。

廃棄物の処理及び清掃に関す る法律に基づ く罰金以上の刑 に

処せ られ、その執行を終わ り、又は執行を受けることが無 くなつ

た 日から5年を経過 していない者でないこと。
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2.そ の他要求事項 次の要件を満たす認定を有する者。

1 株式会社NTTド コモが行 う携帯電話基地局のアンテナ設置等

の電気通信工事会社 として、技術水準等の審査に合格 し、認定を

受けていること。

第 3 入札 日程等に関する事項

1.現場調査及び仕

様説明

有無 現場の調査を認める。

ただ し、来訪者は入札参加業者の職員 (雇用者)のみ とし、

下請予定業者などの来訪は禁止する。また、来訪者の人数

は制限 しない。

調査期間 平成 29年 12月 4日 (月 )15時 から

平成 29年 12月 11日 (月 )15時 までとする。

現場都合により、調査期間は変更する場合がある。

調査方法 調査依頼を市に電話連絡 し、市から調査 同時の回答を受け



るものとする。なお、現場調査申請は必ずしも入札への参

加を前提とするものではない。

図面等の

閲覧

仕様書等については現地調査時に現場閲覧ができるもの

とする。

図面等の

貸与

現場でのみ閲覧とし、持ち帰 り貸与等は行わない。定めら

れた現場調査 日の時間内に場外持ち出しを行い、複写はで

きるものとするが、時間内に必ず返却すること。

2.申請及び質疑 提出先 提出先

串間市役所 総合政策課 情報統計係 担当 鈴木英樹

E―mai1loho@Citykushima.lg.jp

TEL:0987‐ 72-1111(内滲象337)

FAD【 :0987‐ 71‐ 1041

提出期限 平成 29年 12月 4日  (月 )15時 か ら

平成 29年 12月 12日 (火)15時 まで とする。

提出方法 申請は、提出先に書類一式を送付すること。

質疑は、提出先に対 しすること。

回答期間 平成 29年 12月 4日 (金)か ら

平成 29年 12月 13日 (水)ま でとする。

申請期限を超過 した申請については、回答 しない。

回答方法 公式サイ トにおいて質疑回答を公開する。

入札参加者は必ず質疑内容を確認 し、申請図書及び入札時

提出書類へ反映させること。

3.入 札参加資格 の

有無の通知

通知期限 平成 29年 12月 13日 (水 )

E―mailも しくは Pま にて通知。一般競争入札参加資格確

認 申請書に必ず、発送先のメールア ドレス及び §Ⅸ 番号

を記載すること。

5.入札参加資格無

しの説明要求

提出期限 平成 29年 12月 13日 (水)ま でとする。

提出は 「2.仕様書等の質疑」 と同 じ提出先 とし、要求書

の様式は任意 とする。

6。入札書の提出 日時 平成 29年 12月 14日 (木)10時 から (予定)

場所 串間市役所

入札方法 入札参加者は、当日紙入札書を入札箱に投かんする。

7。 開札予定 日日寺 投かん後直ちに。

場所 6.入札書の提出、場所と同じ。

8.契約 契約 日 平成 29年 12月 20日 (水)予定



第4 提出書類一覧

区分 様式 。資料

申請書等 2部

(申 請時に添付す

る書類 )

2

3

1 一般競争入札参加資格確認申請書

実績 (国庫補助事業又は交付金事業)及びその挙証資料

配置予定技術者名簿及びその挙証資料

4 技術員の経歴書及び雇用証明の写し (任意様式)

入札時に提出す る

書類

1 入札書

2 委任状 ※代理人による入札の場合

3 工事費内訳書

※入札書 と工事内訳書の金額が異なる場合は、失格 となるので注意す

ること。

入札の無効 この公告に示 した資格要件を満たさない者が行つた入札、又は串間市

財務規則第 113条第 5項の各号いずれかに該当する入札は無効 とす

る。

その他 1 入札参加者はあらかじめ関係規則等を承知すること。

その他契約等に関しては串間市財務規則に準じ実施する。2


