
№病院４

１　入札の日程について （期間があるものについては、土、日、祝日を除きます）

　下記の日程で入札を実施いたします。

から 金曜日

から 金曜日

から 金曜日

火曜日

から 木曜日

火曜日

木曜日 から 金曜日

木曜日 から 金曜日

月曜日

月曜日 から 金曜日

月曜日

月曜日

月曜日

現場調査

平成19年4月9日

平成19年7月2日契約予定日

技術提案等の審査

技術提案等の採否通知 ※書面を郵送します。

技術提案等の質問への回答

平成19年4月13日技術提案等の提出期間

平成19年3月26日

　　※　実施要領に従い提出してください。

平成19年5月中旬

技術提案（設計図書）に関する質問期間

入札参加資格確認申請の提出期間

入札参加資格の審査及び結果通知

参加申請に関する質問に対する回答

設計図書の縦覧

設計図書の購入

参加申請に関する質問 平成19年2月16日

　　※　あらかじめ病院総務課へ予約をしてください。

平成19年3月1日 まで

平成19年6月25日

平成19年3月30日

まで

※入札書等保管します。

平成19年5月中旬

平成19年6月4日 午後１時３０分

平成19年3月9日

平成19年2月22日

公告の日

平成19年2月20日 までに随時回答します。

午後４時まで

平成19年3月1日

公告の日

平成19年2月27日 ※書面を郵送します。

入札日時

開札日時

市立四日市病院病棟増築・既設改修工事

四日市市　芝田二丁目　地内

平成19年3月23日

平成19年3月23日

公告の日

公告の日

午後4時00分

入　札　説　明　書

工事件名

工事場所

まで

まで

まで

まで
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２　入札参加資格確認申請について

提出期限 木曜日

１－１

１－２

１－３

１－４

１－５

１－６

１－７

３－１

３－３

３－４

４－１

４－２

４－３

３　設計図書の縦覧等

　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総務課まで提出してください。

　※ホームページに掲載されているワード等の書式で作成してください（ページが複数枚に増加しても可）。

　期間 平成１９年３月１日（木）から平成１９年３月３０日まで（金）（土、日、祝日を除く）

　時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

③　現場調査

　予約 あらかじめ病院総務課へ予約を行い、指示された日時で現場調査をしてください。

既存棟竣工図の縦覧も可

  設計図書の購入希望者は、印刷会社に予約し、「設計図書購入申込書　契約様式　１－８」により購入してください。

販売金額については、予約時に電話で確認してください。

平成１９年２月６日（火）から平成１９年３月２３日（金）まで

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

　購入期間

　購入金額

　購入場所

　④　施工実績書（病院建設工事）
各工種の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。

　⑤　施工実績書（空気調和設備工事）
空調の第２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　配置予定技術者経歴書
すべての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。

　⑥　現場代理人経歴書
各工種の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。

　⑫　異業種特定建設工事共同企業体第8条の２に
基づく協定書（甲型）

提出書類

　①　一般競争入札参加資格確認申請書

　②　一般競争入札参加資格確認申請書受付票

平成19年2月22日

　③　異業種共同企業体一覧

　⑧　四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者証
及び四日市市公共下水道排水設備工事指定業者証の登
録証写し

　⑨　異業種特定建設工事共同企業体協定書（乙型）

　⑩　使用印鑑届（乙型）

　⑪　委任状（乙型）

共同企業体の一覧表を作成してください。

給排水の第２構成員に求める書類です。

②　設計図書の購入

午前８時３０分から午後５時１５分まで　時間

　縦覧場所 市立四日市病院総務課

　 その他　

　⑭　委任状（甲型）

午後４時まで

　⑬　使用印鑑届（甲型）

①　設計図書の縦覧日時及び場所

共同企業体の代表者が下記書類を取りまとめ提出してください。

備考

⑨、⑩、⑪を袋とじ（又は割印）してください。

⑫、⑬、⑭を袋とじ（又は割印）してください。

市立病院で受付後、返却する書類です。

　縦覧期間 平成１９年２月６日（火）から平成１９年３月２３日（金）まで（土、日、祝日を除く）
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４　質問及び回答について

市立四日市病院総務課 電話 ０５９（３５４）１１１１

ファックス ０５９（３５２）１５６５

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

５　入札について

　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 月曜日

２－１

２－２

３－２

５　　

入札者 異業種共同企業体の代表者

提出方法 ①～④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。

⑤については、ファイル等でまとめてください（封筒にいれなくてもかまいません）。

入札辞退

６　開札について

開札日 月曜日

立会人 異業種共同企業体の代表者

※お問合わせ 市立四日市病院総務課

電話 ０５９（３５４）１１１１

ファックス ０５９（３５２）１５６５

入札情報　ホームページ

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

入札参加資格の確認結果の通知後、入札までの間で、都合により辞退する場合には、辞退届（契約様式１－１１）

を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 平成１９年３月２６日（月）

　時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

　回答方法

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/bid/index.html

（社員の方が立会いされる場合は、立会人委任状（契約様式　１－１０）をお持ちください。）

（社員の方が入札される場合は、委任状（契約様式　１－９）をお持ちください。）

④　ｅメールで質問をする場合は、件名に「病院建設」と入力してください。

　受付期間 平成１９年３月１日（木）から平成１９年３月９日（金）まで（土、日、祝日を除く）

設計図書縦覧場所において縦覧します。また、市立四日市病院ホームページにも掲載します。

③　技術提案（図面など設計図書に関することを含む）に関する質問及び回答

　　技術提案に関する質問及び回答の詳細は、実施要領に定めていますので確認してください。

　提出方法 書面（様式は任意）で提出してください。ＦＡＸ、ｅメールによる提出もできます。

②　入札参加申請に関する質問の回答

　回答 平成１９年２月２０日（火）までに随時回答する。

　時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

①　入札参加申請に関する質問の受付

　受付期間 平成１９年２月６日（火）から平成１９年２月１６日まで（金）（土、日、祝日を除く）

　⑤　技術提案に係る提出書類

　①　入札書

平成19年6月4日

提出書類

午後１時３０分

各工種ごとの金額を税抜きで記入してください。

入札内訳書の金額を税込みにして各工種ごと記入してください。

留意事項

平成19年6月25日 午後4時00分

金額は税抜き。内訳書の合計と同じ金額になります。

　②　入札内訳書

　③　異業種特定建設共同企業体第８条に基づく協定書

様式に従い金額を記入してください。

　※　実施要領に従い提出してください。

　④　工事費内訳書
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参考　参加資格条件の概要

工種

構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員

業種 建築一式 建築一式 電気 電気 菅 菅 菅 菅

ランク Ａ Ａ

総合点 １５００点以上 １３００点以上 ７００点以上 １３００点以上 ７００点以上 １４００点以上 ７００点以上

完成工事高 ５０００万円以上 ５０００万円以上 １億円以上

建設業の許可 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定

住所要件 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者

会社の施工実績 求める 求める 求める 求める 求める

現場代理人及び監理技術者
監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

監理技術者の資
格があること

現場代理人及び監理技術者
に求める施工経験

求める 求める 求める 求める

その他

四日市市上下水
道局給水装置工
事業者及び
四日市市上下水
道局公共下水道
排水設備工事指
定業者

注１　現場代理人と監理技術者は同一人物で兼ねてもかまいません。

注２　この表は概要です。参加資格条件の具体的な内容は、公告で確認してください。

建築工事 建築電気設備 給排水衛生設備 空気調和設備



異業種共同企業体一覧

工種

構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員 代表構成員 第２構成員

会社名

現場代理人名 ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊

監理技術者名

参考　参加資格条件の概要 ※この表は概要です。参加資格条件の具体的な内容は、公告で確認してください。

業種 建築一式 建築一式 電気 電気 菅 菅 菅 菅

ランク Ａ Ａ

総合点 １５００点以上 １３００点以上 ７００点以上 １３００点以上 ７００点以上 １４００点以上 ７００点以上

完成工事高 ５０００万円以上 ５０００万円以上 １億円以上

建設業の許可 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定 特定

住所要件 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者 求めない 市内本店業者

会社の施工実績 求める 求める 求める 求める 求める

現場代理人及び監理技
術者

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

監理技術者の資格
があること

現場代理人及び監理技
術者に求める施工経験

求める 求める 求める 求める

その他

給水装置工事事業
者及び
公共下水道排水設
備工事指定業者

建築工事 建築電気設備 給排水衛生設備 空気調和設備


