
（７）牟田山中学校空調機設置電気設備工事【条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
児童生徒が快適に学習できる望ましい環境を整備するとともに、夏休み期間中の学習を

支援する活動を充実させるため、平成２５・２６年度の２ヶ年で全ての小中学校の普通教

室に、空調機を設置するもの。 
 
【工事概要】 
牟田山中学校の空調機を設置する工事のうち、電気設備に関する工事。 



第４号様式（第７条関係） 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 牟田山中学校空調機設置電気設備工事 

工事場所 久留米市南二丁目 

工事概要 

学習環境改善のため、空調機設置工事を行うもの。 
 
電気設備工事 
・受変電設備改修工事 
・動力幹線工事 
・動力盤設置工事 
・機器接続工事 
・計装設備工事 

予定価格 １６，１７９，４８０円（税込） 

入札方法 条件付一般競争入札 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  電気工事・１位希望 

ランク Ｂ又はＣ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者・非専任 

 入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他  

入札参加業者数 22 者 

入札参加資格者 57 者 

見積期間 １０日 

落札決定 ２１者同額により、抽選で決定 入札の経緯及 
び結果の説明 ３月 ３日：公告 

３月１２日：入札書の提出締切 
３月１３日：開札 

 



平成２６年３月３日 久留米市公告第４１号に基づく工事発注表 

 

入札番号 １３－１９           【電子入札案件】 

業種 電気工事 

工事名 牟田山中学校空調機設置電気設備工事  

工事場所 久留米市  南二丁目 

工期 １１０日間 

予定価格 
１６，１７９，４８０円(税込)    【入札書比較価格】  １４，９８１，０００円(税抜) 

（消費税は８％で計算している） 

最低制限価格 
１４，４２３，４００円(税込)    【最低制限比較価格】 １３，３５５，０００円(税抜) 

（消費税は８％で計算している） 

開札日時及び場所 平成２６年３月１３日（木） １４時０５分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久

留米市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留

米市の競争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に電気工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクまたはＣランクである

こと。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者を建設業法（昭

和２４年法律第１００号）に従い主任技術者として配置できること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配

置できること。 

※技術者の専任期間、技術者及び現場代理人の兼務要件等については、「現場代理人及び技術者の適

正配置に関する運用要領」を確認すること。 

入札参加必要書類 入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

落札候補者は、落札候補者決定通知日（開札日）の翌日１５時までに、事後審査資料（配置予定技術

者等調書（第９号様式））を、Fax 又は持参により契約課に提出すること。 

契約課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１３ 

入札方法 （１）入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但

し、パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出

することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２６年３月７日（金） ８時３０分 から 

         平成２６年３月１２日（水） ２０時００分（システム終了時）まで 

（２）入札を行う際は、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付すること。 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 

入札の無効 （１）入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しく

ない場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

（２）入札参加必要書類及び事後審査資料が不足又は期限（事後審査資料については、落札候補者決

定通知日（開札日）の翌日１５時）までに提出がない場合。 

（３）予定価格超過又は最低制限価格未満の価格での入札 

（４）前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市

契約事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２６年３月６日（木） １７時１５分 まで 

工事施工課 （学校施設課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１９） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注

意ください。 

 



１４ 鹿毛電設

１３ （有）オーム電工 13,355,000

13,355,000

１２ 正和電機（株） 13,355,000

１１ 田中電業（株） 13,355,000

１０ 三光電気工事（株）

　９ 川浪電気工事（株） 14,680,000

13,355,000

　８ （有）ハセガワ電工 13,355,000

　７ （株）筑後電設 13,355,000
２１者同額のため、抽選により決
定

　６ 宮川電気工事（株）

　５ 日進電業（株） 13,355,000

13,355,000

　４ 西部電業（株） 13,355,000

　３ 日生電気工事 13,355,000

　２ 富松電気工事店

　１ （有）深町電設 13,355,000

13,355,000

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

無し

落札または
決定業者

（株）筑後電設 契約金額 14,423,400

  月   年

合川町1774-9 

日   時   分
現場説明
日　　　時

　　   

日迄
入札場所 総務部契約課入札室

月   
日 14 時

  
入札日時 平成 26 年 03 月

年

年
05 分

　　   
13

月 日～

電気工事

工 事 名 牟田山中学校空調機設置電気設備工事

工事場所 南二丁目
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 110 日間

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\14,981,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\13,355,000

工　　種起工番号 第 教167 号

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

無し

落札または
決定業者

（株）筑後電設 契約金額 14,423,400

  月   年

合川町1774-9 

日   時   分
現場説明
日　　　時

　　   

日迄
入札場所 総務部契約課入札室

月   
日 14 時

  
入札日時 平成 26 年 03 月

年

年
05 分

　　   
13

月 日～

電気工事

工 事 名 牟田山中学校空調機設置電気設備工事

工事場所 南二丁目
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 110 日間

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\14,981,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\13,355,000

工　　種起工番号 第 教167 号

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２ （株）村上電設

２１ （株）シーテック 13,355,000

13,355,000

２０ （有）北島電業 13,355,000

１９ （株）オージーエイ 13,355,000

１８ （株）タナカエンジニア

１７ 牛島電設 13,355,000

13,355,000

１６ （株）池田電気商会 13,355,000

１５ アザレア・システム（株） 13,355,000

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。




