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いること。ただし、事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あり、本件公告の 3ヶ月以前から継続していること。 

(6)建築一式工事において、元請または共同企業体の代表者とし

て、平成 16 年 4 月 1 日以降に完成した新築床面積 500 ㎡以

上の建築物の受注実績を有すること。 

(7)配置する技術者は、一級建築士または一級建築施工管理技士

1名とし、(6)に該当する工事を、監理技術者または現場代理

人として施工した実績を有する者であること。 

 

4. 入札参加資格確認 

     本入札に参加を希望する者は、参加資格確認を受けるため、以

下のとおり申請すること。 

  (1) 次の申請必要書類各正 1通を(Ａ４サイズ)を提出すること 

    ①入札参加申請書(様式１号) 

    ②上記 3(1)、(2)、(3)、(4)、(5)が確認できる書類。 

    ③会社登記簿謄本の写し。 

    ④一級建築士または一級建築施工管理技士 1 名分の免許証

の写し及び健康保険証の写し。 

    ⑤上記 3(6)の実績を証明できる資料 

ア、コリンズの竣工時カルテの写し 

    ⑥本業務に配置できる技術者の免許証の写し及び健康保険

証の写し、上記 3(7)の施工を担当者としておこなったこ

とが証明できる資料。  

     ア、契約書の写し、特記仕様書等の図面、コリンズの竣

工時カルテの写し 

     イ、担当者としての届け出書類等 

    ⑦申請者の所在地及び名称を記載し、82 円切手を貼付した

長形 3号封筒 1枚。 

(2) 申請書類の提出方法等 

    ①提出方法・・持参し提出すること。 

    ②提出期限・・入札告示の日から平成 26 年 9 月 12 日(金)

午後 2時まで 

                  (日曜・水曜日を除く) 

    ③提出場所・・株式会社 グリーンカクエイ総務部 

           広島県庄原市是松町 493-1 

 



    (3) 入札参加資格確認結果通知 

     平成 26 年 9 月 13 日付発送郵便により、各社に通知いた 

します。 

    

5. 現場説明の日時及び場所 

日時 平成 26 年 9 月 12 日(金)午後 2時 

場所 株式会社 グリーンカクエイ会議室 

           広島県庄原市是松町 493-1 

 

6. 設計図書の閲覧または貸与 

対象工事にかかる図面、仕様書等は入札告示の日から入札日の

前日まで閲覧に供し、必要に応じ貸与します。 

○閲覧場所 株式会社 グリーンカクエイ会議室 

 

 7. 設計図書等に関する質疑 

   入札告示の日から平成 26 年 9 月 18 日午前 11 時までに電子メー

ルで行うこと。 

   ○質疑書送信先 ㈲山谷建築設計事務所 

            広島県庄原市中本町 1-13-3 

            ℡ 0824-72-1382 

                        e-mail:youji@yamatani.jp 

 

8. 予定価格 

       公表しない。 

 

9. 最低制限価格 

  設定しない。 

 

9. 入札の日時及び場所 

日時 平成 26 年 9 月 19 日(金)午後 2時(即時開札) 

場所 株式会社 グリーンカクエイ会議室 

           広島県庄原市是松町 493-1 

 

10. 入札保証金、契約保証金等 

入札保証金は、これを免除します。 

 契約保証金は、必要とします。 



 

11. 入札参加者の非公表 

入札参加者は、入札が終了するまで公表いたしません。 

 

12. 入札の問い合わせ先 

株式会社 グリーンカクエイ総務部 

庄原市是松町 493-1 

電話番号 0824-72-7111 

FAX 番号 0824-72-7117 

e-mail : greenkakuei@siren.ocn.ne.jp 



様式１号

申請者 所在地

入札参加(資格審査)申請書

平成　　年　　月　　日

商号又は名称

　尚、この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

2 　主たる営業所の電話番号

工事」の入札参加を申請します。

1　現在の建設業の許可番号 大臣・知事コード

株式会社グリーンカクエイ  様

許可番号

許可年月日

代表者氏名 印

　農業生産法人　株式会社グリーンカクエイが実施される「カット野菜食品(カット青ネギ)加工場建設

5 添付資料・・別添のとおり

3　 ｅメールアドレス

4  三次・庄原市内の営業所の有無
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