
№病院３

１　入札の日程について

　下記の日程で入札を実施いたします。

から 木曜日

から 月曜日

から 火曜日

木曜日

から 金曜日

金曜日

から 金曜日

水曜日

から 金曜日

金曜日

金曜日 から 月曜日

金曜日 から 火曜日

日曜日

水曜日

金曜日

（設計図書の購入、現場調査以外で期間があるものについては、土、日、祝日、12月29日～１月３日を除きます）
（設計図書の購入は、日、祝日、12月30日～１月４日を除きます）
（現場調査は、日、祝日、12月29日～１月３日を除きます）

現場調査 平成21年12月25日 平成22年2月1日 まで

技術資料等のヒアリング

技術提案等の採否通知

入札（開札）日時 （場所）市立四日市病院２階講堂

平成22年3月10日

平成22年3月19日

午後

午前１０時００分

平成22年3月7日

に提案に対する採否を代表構成員に書面にて通知します。

ヒアリング時間及び場所等は別
途通知します。

設計図書等に対する質問への回答

平成22年2月2日技術資料の提出期間

平成22年1月29日

平成22年1月22日

午後１時以降にホームページ及び新病棟整備課にて供覧します。

午後４時まで

設計図書の閲覧

設計図書の購入

設計図書等に対する質問期間

入札参加資格確認申請の提出期間

入札参加資格審査結果通知

技術資料等に対するの質問への回答

入札参加資格に対する質問期間

入札参加資格に対する質問への回答

　　※　実施要領に従い提出してください。

公告の日

公告の日

平成22年1月22日 代表構成員に書面により通知します。

　　※　あらかじめ新病棟整備課へ予約をしてください。

平成22年1月15日

平成22年1月20日 午後１時以降にホームページ及び新病棟整備課にて供覧します。

平成22年1月22日

午後４時まで

公告の日 平成22年1月12日 午後４時まで

平成22年1月14日 午後１時までにホームページ及び新病棟整備課にて供覧します。

公告の日

入　札　説　明　書

工事件名

工事場所

市立四日市病院病棟増築・既設改修工事（建築工事）

四日市市　芝田二丁目　地内

技術資料等に対する質問期間 公告の日 平成22年1月15日 午後４時まで

まで

まで

午後４時まで

平成22年2月1日

平成22年3月18日公告の日
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２　入札参加資格確認申請について

　参加資格要件の詳細を公告で確認のうえ、下記の書類を市立四日市病院新病棟整備課まで持参して提出してください。

　※　ホームページに掲載されているワード・エクセル等の書式で作成してください。

提出期限 金曜日

３　技術資料等の提出について

　※　ホームページに掲載されているワード・エクセル等の書式で作成してください。

提出期間 金曜日 から 火曜日

様式

1

2

3

4-1A

4-1B

4-2

5

6

7

　③　工事の施工実績書（代表構成員（会社））
代表構成員に求める書類です。
注意事項に記載のある添付書類が必要です。

　④　技術者実績資料（代表構成員の監理技術者）
代表構成員に求める書類です。
注意事項に記載のある添付書類が必要です。

　⑥　配置予定技術者の評価対象工事において創意工
　　　夫した事項

代表構成員に求める書類です。
配置予定技術者が記入してください。

　⑦　社会的要請に関する事項（安全管理上配慮すべき
　　 　項目と対策）

代表構成員に求める書類です。

代表構成員に求める書類です。
様式-4-1-Bの欄外注意事項に記載のある添付書類が必要で
す。

備考

　①　技術資料届出書

提出書類

　⑤　技術者要件に関する技術資料（工事実績・資格等）

　⑧　社会的要請に関する事項（周辺環境への配慮等について）

　⑨　工事目的物の性能・機能に関する事項

代表構成員に求める書類です。

代表構成員に求める書類です。

　②　一般競争入札参加資格確認申請書受付票

平成22年1月15日 午後４時まで

提出書類

平成22年1月22日

　公告、実施要領、評価項目一覧、技術資料作成の留意事項、技術提案書の取扱等で確認のうえ、下記の書類を市立四日
市病院新病棟整備課まで持参して提出してください。

⑤、⑥、⑦を袋とじ（又は割印）して３部提出してください。

　⑤　特定建設工事共同企業体協定書

　⑥　委任状

平成22年2月2日

※　代表構成員の監理技術者は、他の工事の常駐の現場代理人又は主任（監理）技術者となっていない者に限ります。ただ
し、他の工事に従事している場合であっても、入札の前日までに当該工事が完成し、本工事に配置することができる場合に限
り、他の工事に従事していないものとして取り扱うことができます。

午後４時まで

市外業者の方は注意事項に記載のある添付書類が必要です。

備考

　④　技術者要件に関する技術資料（工事実績・資格等）

　①　市立四日市病院一般競争入札参加資格確認申請書

　②　企業要件に関する技術資料
代表構成員に求める書類です。
欄外注意事項に記載のある添付書類が必要です。

　③　企業要件に関する技術資料（工事実績）
代表構成員に求める書類です。
欄外注意事項に記載のある添付書類が必要です。

　⑦　使用印鑑届

市立病院で受付後、返却する書類です。
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４　技術資料等のヒアリングについて

　※　ホームページに掲載されているワード・エクセル等の書式で作成してください。

実施日 日曜日

　※　ヒアリング時間及び場所については別途通知します。

５　設計図書の閲覧等

６　質問及び回答について

　予約受付期間 公告の日から平成２２年１月２９日（金）まで（土、日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　ヒアリング出席者（配置予定技術者）届出書

技術資料（様式－４－１）で複数の配置予定技術者を届出し
た会社で、ヒアリング当日に配置予定技術者が選択されてい
る場合は、この届出書をヒアリング時に持参し提出してくださ
い。なお、複数の配置予定技術者を届出していない会社は、こ
の届出書を提出する必要はありません。この届出書を提出しな
い場合、ヒアリングの対象者については、技術資料（様式－４
－１）に記載した配置予定技術者全員の出席を求めます。複
数の配置予定技術者がヒアリングに出席した場合は、最も評価
点の低い技術者の評価を採用します。

午前８時３０分から午後５時１５分まで　時間

　閲覧場所

販売金額については、予約時に電話で確認してください。

公告の日から平成２２年２月１日（月）まで（日、祝日及び１２月３０日～１月４日を除く）

　配置予定技術者（複数届け出た場合は全ての者）に対してヒアリングを行い、業務への取組姿勢及び質疑の応答性につい
て評価します。配置予定技術者がヒアリングに参加できない場合は評価しません。

平成22年3月7日 午後

提出書類 備考

　回答方法 新病棟整備課において供覧します。また、市立四日市病院ホームページにも掲載します。

書面（様式は任意）で提出してください。

②　入札参加資格に対する質問の回答

　回答 平成２２年１月１４日（木）午後１時までに回答します。

　受付期間 公告の日から平成２２年１月１２日（火）まで（土、日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

③　現場調査

　次のとおり現場調査を受け付けます。

　調査可能期間 平成２１年１２月２５日（金）から平成２２年２月１日（月）まで（日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　購入金額

市立四日市病院新病棟整備課

  設計図書の購入希望者は、印刷会社に予約し、「設計図書等購入申込書」により購入してください。

②　設計図書の購入

　購入期間

あらかじめ新病棟整備課へ電話で予約をしてください。

　提出方法

　予約申込

①　入札参加資格に対する質問の受付

山路工業株式会社　　四日市市新正四丁目１６－１６　電話　０５９-３５１－２６１２　購入場所

　閲覧期間 公告の日から平成２２年３月１８日（木）まで（土、日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

①　設計図書の閲覧日時及び場所
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７　入札（開札）について

　公告及び実施要領で詳細を確認のうえ、入札日時に下記の書類を、提出してください。

入札日 金曜日 場所

提出者 特定建設工事共同企業体の代表者

提出方法 ・入札書を封筒に入れ、封緘してください。

・封筒には、開札日、工事場所、工事名、入札者の名称及び代表者の氏名、住所を明記してください。

入札辞退

※お問合わせ 市立四日市病院新病棟整備課

電話 ０５９（３５４）１１１１ （代表）

ファックス ０５９（３５２）１５６５ （直通）

ｅメール shinbyoutouseibi@city.yokkaichi.mie.jp

　市立四日市病院　２階　講堂

※　社員の方が入札される場合は、委任状（様式はホームページからダウンロードしてください。）をお持ちくださ
い。

入札参加資格の確認結果の通知後、都合により入札を辞退する場合には、開札日の前日までに 辞退届（様式
はホームページからダウンロードしてください。）に辞退理由を具体的に記入し、市立四日市病院総務課まで提出
してください。入札後は辞退できません。

　回答方法 新病棟整備課において供覧します。また、市立四日市病院ホームページにも掲載します。

　①　入札書

平成22年3月19日

提出書類

午前１０時００分

備考

金額は税抜き。

　時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

　回答方法 新病棟整備課において供覧します。また、市立四日市病院ホームページにも掲載します。

⑤　設計図書等に対する質問

⑥　設計図書等に対する質問の回答

　提出方法 書面（様式は任意）で提出してください。

④　技術資料等に対する質問の回答

　回答 平成２２年１月２０日（水）午後１時以降

　受付期間 公告の日から平成２２年１月２２日（金）まで（土、日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　回答 書面（様式は任意）で提出してください。

　回答 平成２２年１月２９日（金）午後１時以降

午前８時３０分から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）

③　技術資料等に対する質問の受付

　受付期間 公告の日から平成２２年１月１５日（金）まで（土、日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

　時間

　④　科目別内訳書

　②　工事費内訳書表紙

　③　種目別内訳書
ホームページからダウンロードして様式に従い記入してく
ださい。
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