
入札公告（建設工事）

独立行政法人農業環境技術研究所において，次のとおり一般競争に付します。

平成２５年８月２６日
独立行政法人 農業環境技術研究所

理事長 宮下 淸貴

◎調達期間番号 ５３５ ◎所在地番号 ０８
１．工事概要

（１）品目分類番号 ４１
（２）工 事 名 エネルギー供給施設改修工事
（３）工 事 内 容 入札説明書による。
（４）履 行 期 限 平成２６年３月３１日
（５）入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１
円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額
とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当
する金額を入札書に記載すること。

２．競争参加資格
（１）独立行政法人農業環境技術研究所契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規

程」という。）第８条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被
保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、
同条中、特別の事由がある場合に該当する。

（２）契約事務取扱規程第９条の規定に該当しない者であること。
（３）平成２５・２６年度独立行政法人農業環境技術研究所の競争参加資格におけ

る「建設工事」の業種区分のうち「管工事」について、「Ａ」の等級に格付け
されており、付与数値が１２００点以上の者であること（会社更生法（平成１
４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立てがされている者及び民事
再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがされ
ている者については、手続き開始の決定後、別に定める手続きに基づく競争参
加資格の再申請を行うこと。）。ただし、農林水産省大臣官房経理課又は農林
水産技術会議事務局筑波事務所が作成の有資格者名簿に登載されている者のう
ち上記と同じ等級に格付けされている者を含む。

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをされている者及び民事再生法に
基づき再生手続き開始の申立てをされている者（２（３）の再審査を受けた者
を除く。）でないこと。

（５）農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成１９年１２
月７日付け１９経第１３１４号農林水産省大臣官房経理課長通達）に基づき、
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、その状態が継続し
ている者でないこと。

（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できる
こと。
①１級管工事施工管理技士又は同等以上の資格を有する者であること。
②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者であること。
③主任（監理）技術者にあっては、競争参加資格申請書提出日以前に直接的か

つ恒常的な雇用関係が３ヵ月以上継続してあること。
（７）平成１０年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した延べ床面積１０，

０００㎡以上のＲＣ造の建物の試験研究施設における同種工事の施工実績を有

すること。同種工事とは新営又は改修機械設備工事とする。
（８）農業環境技術研究所又は国の機関及び他の独立行政法人のいずれかから指名

停止措置を受けている期間中でないこと。
（９）１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において一定の関連がある建設業者でないこと。

３．入札手続き等
（１）担当部局

〒305-8604 茨城県つくば市観音台３－１－３
独立行政法人農業環境技術研究所
財務管理室用度グループ 狩谷佳光
電話番号 ０２９－８３８－８１７９

（２）入札説明書の交付期間，場所及び方法
平成２５年８月２６日から平成２５年９月６日までの土曜日、日曜日を除く
毎日、午前９時から午後５時まで、３（１）において交付する。

（３）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認
資料（以下「資料」という。）の提出期間、場所及び方法
平成２５年８月２６日から平成２５年９月９日までの土曜日、日曜日を除く毎
日、午前９時から午後５時まで、３（１）に持参又は郵送（書留又は簡易書留
に限る。）すること。

（４）入札（開札）の日時、場所及び方法
平成２５年９月２０日（金）１１時００分～
独立行政法人農業環境技術研究所研究本館１階１５３号室に持参すること。

４．その他
（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。
（２）入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除
② 契約保証金 履行保証保険契約の締結又は公共工事履行保証証券による保証

を付すことにより、契約保証金を免除する。
（３）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の
記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（４）落札者の決定方法
契約事務取扱規程第２９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当で
あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他
の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

（５）契約書作成の要否
要。

（６）競争参加資格を有していない者の参加
２（３）に掲げる競争参加を有していない者も３（３）により申請書及び資

料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、
当該有資格者であり、かつ、競争参加の確認を受けていなければならない。

（７）密接な関係にあると考えられる法人との契約に関する情報公開について
当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしま
すので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しく
は応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたしま
す。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものと
みなさせていただきますので、ご承知願います。

ア．公表の対象となる契約先
次のいづれにも該当する契約先



①当研究所において役員を経験した者（役員経験者）が再就職している
こと又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）
が役員、顧問等として再就職していること

②当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を
占めていること

イ．公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに物品役務等の名称及び数量、
契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表
します。
①当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当研究所ＯＢ）の

人数、職名及び当研究所における最終職名
②当研究所との取引高
③総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次

の区分のいずれかに該当する旨
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以
上

ウ．当方に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している当研究所ＯＢに係る情報（人数、現在

の職名及び当研究所における最終職名等）
②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の

取引高
エ．公表基準日

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内

５．Summary
（１）Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kiyotaka

Miyashita，President，National Institute for Agro-Environmental Scie-
nces(NIAES)

（２）Classification of the services to be procured : 41
（３）Subject matter of the contract ： Energy supply center repair work
（４）Qualification for participating in the tendering procedures : Suppli-

ers eligible for participating in the proposed tender are those who
shall :
① Not come under Article ８ of the Cabinet Order concerning the Bu-

dget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under
Conservatorship or Person under Assistance that obtained the con-
sent necessary for concluding a contract may be applicable under
cases of special reasons within the said clause.

② Not come under Article ９ of the Cabinet Order concerning the Bu-
dget, Auditing and Accounting.

③ Have grade A “Plumbing”in terms of the qualification for parti-
cipating in tenders by NIAES

④ Not being suspended from transactions by the request of the offi-
cials in charge of contract

（５）Time limit for Application for confirmation of qualification for part-
icipating in tender and Proposal : 5:00PM 9, September 2013

（６）Contact point for the notice ： Yoshimitsu Kariya，Supplies Group,Acc-
ounting office，NIAES, 3-1-3 Kannondai Tsukuba City, Ibaraki Prefectu-
re 305-8604, Japan. TEL 029-838-8179


