
意見募集期間：平成２６年１１月７日～平成２６年１１月２１日（１５日間）

意見提出者数、件数：７者、１３件
NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
1 実施要項

本文Ｐ4
入札参加資格に関する事項 ･入札参加者は茨城県内において本社を有し、つくば市内にお

いて支店（営業所）を有することとする。

茨城県内としている理由は、落札業者が遠方であるため業務
管理及び緊急事態対応ができないといったことを防ぐ意味に
おいても、「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」第12条の2第1項に「その営業所ごとに、その所在地を管
轄する都道府県知事の登録を受けることができる」とあり、
更に第12条の第2項に「都道府県知事は、登録の申請があった
場合において、その申請に係る事業を行うための機械器具そ
の他設備、その事業に従事するものの資格その他の事項が厚
生労働省令で定める基準に適合するときは、登録しなければ
ならない」とあります。よって、茨城県内において業者登録
をしている証明とする意味です。
上記の項目をお加え頂き、事業者が近郊にあるというメリッ
トを最大限に活用したきめ細かい、また、確実な業務を遂行
するための絶対条件と考察致します。

茨城県内或いはつくば市内等の近郊に本社等が所在することが
望ましいと考えられますが、緊急時の対応を迅速且つ的確な対
応としてできる体制が組まれていれば問題ありません。また、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律
第20号）に基づく左記条項の登録については、各都道府県知事
への申請・登録手続きができる旨を定めたものです。今般の入
札実施に当たって「茨城県知事登録者」に限定されるものでな
いため、ご意見の条件は追加致しません。

無

2 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･ISO9001及びISO14001の登録範囲は、「建物管理サービス」
の設定をつくば市内及びつくば市近郊の住所で認証登録がさ
れていること。

ISOの認証においても、認証機関による外部監査の対象となる
営業所等が、近郊に存在することを証明するためのもので
す。
上記の項目をお加え頂き、事業者が近郊にあるというメリッ
トを最大限に活用したきめ細かい、また、確実な業務を遂行
するための絶対条件と考察致します。

入札参加資格とした「ISO9001」の認証登録を有し、別添1「仕
様書」及び別添2「特記仕様書」に示す業務内容を適切且つ確実
に履行することが可能であり、実施要項（本文）P2に記載の(3)
確保されるべき対象業務の質が担保できる限りにおいて、ISO認
証登録の住所が「つくば市内及びつくば市近郊」である必要は
ありません。なお、「ISO14001」の認証登録については、本業
務の内容及びその遂行上、必須となるべき資格でないことか
ら、必要以上に入札参加を制限しないため入札参加資格として
設定しておりませんので、ご意見の条件は追加致しません。

無

3 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･(独)農業・食品産業技術総合研究機構を拠点として路程20㎞
以内又は30分以内に本社、支店、営業所又は事業所を有し、
緊急対応できる技術者を有する者であること。

業務場所が複数点在しているため、緊急時に早期対応で常に
連絡が取れる状況があり、複数班が対応できる体制が構築さ
れていることが望ましい。

№1の回答のとおり。 無

4 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･つくば市内の施設について、過去5年以内に国、地方公共団
体、独立行政法人、又は国立大学法人が発注した20,000㎡以
上の清掃作業の契約を12か月以上直接締結した実績があるこ
と。

業務場所が複数点在しているため、緊急時に早期対応で常に
連絡が取れる状況があり、複数班が対応できる体制が構築さ
れていることが望ましい。

別添3:業務請負提案依頼書に基づき、応札者に「提案書」の提
出を求めております。当該提案書によって、本業務を実施する
に当たって応札者が業務内容を十分に理解しているか及び適切
に遂行でき得るか否かを判断（確認）することから、ご意見の
条件は追加致しません。

無

（独）農研機構等の施設の管理・運営業務（施設等清掃業務）における民間競争入札実施要項（案）の意見募集結果について
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
5 実施要項

本文Ｐ4
入札参加資格に関する事項 ･貴機構からの指示に迅速に対処できる体制が整備されている

ことの証明として、茨城県内における建築物清掃業(1号)又は
建築物環境衛生総合管理業(8号)登録を有していること。実際
に管轄保健所からの立ち入り検査等の際に、管理実施が有資
格事業者であることが望ましい。

業務場所が複数点在しているため、緊急時に早期対応で常に
連絡が取れる状況があり、複数班が対応できる体制が構築さ
れていることが望ましい。

№1の回答のとおり。 無

6 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･4.(1)-⑤ｲのグループ参加の件ですが、⑤-ﾛの入札参加資格
で全ての入札参加グループ員は①～④の要件を満たしている
事とありますが、この要件は競争参加するにあたり、会社と
しての必須要件であり業務管理に於いては⑥～⑩の内容が最
も重要な要件であるため、グループ員、全社の必須要件であ
るべきだと考えます。また、ﾊの事業協同組合での参加者は事
業協同組合として①～⑩の要件を満たしている事が必須条件
と考えます。

ISO9001の認証範囲は品質に関する事ですが、会社ごとに品質
方針に違いがあるはずですし、取得していない会社に関して
はマニュアルの整備もされていない可能性もあり、マニュア
ルが存在したとしても、そのマニュアルは認証基準を満たし
ているとは限らない。証明方法もない。この事からグループ
員が③を取得していないと業務管理の基本が成立しないと考
えます。グループ員全社が認証取得していた場合でも品質マ
ニュアルの相互性を整える事も容易な事では無いと考えま
す。よってグループ結成で、の入札参加は異例と考えます。
また、事業協同組合としては当然その組合での⑦ 、⑧の認証
取得が必須条件となると思われます。協同組合での認証取得
であれば当然、組合員全社が品質マニュアルを共通認識して
いる事でしよう。
これだけの施設管理・運営業務ですから基本品質マニュアル
が整備されていなければ履行不可能でしょう。

ご意見のとおり、現行のままでは⑥～⑨を満たさなくとも良い
ことになることから、以下のとおり修正致します。なお、⑩に
あっては入札参加グループに課せられるべき要件として足りま
す。
ﾛ 入札参加グループの入札参加資格
　すべての入札参加グループ員は、上記①から④及び下記⑥か
ら⑨のすべての要件を満たしていること。

また、ﾊ 事業共同組合での入札については、入札参加グループ
の構成員として参加する場合であり、事業組合での参加は入札
参加資格①～⑩を満たす必要があります。

有

7 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･条件では1S09001(品質)のみですが環境管理1S014001や情報
セキュリティ管理1S027001の整備も必要ではないでしょう
か。清掃業務が主ですから使用薬剤や発生汚水の廃水方法の
環境管理また所内・執務室からの機密情報の保持に関するこ
と等も重要な管理ではないでしようか。

№2の回答のとおり。
なお、「ISO27001」の認証登録については、取得していること
が望ましいと考えられますが、実施要項（本文）P8に記載の(2)
秘密を適正に取り扱うために必要な措置及び(3)契約に基づき請
負者が講じるべき措置⑭情報セキュリティーの確保において担
保されているため、ご意見の条件は追加致しません。

無
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
8 実施要項

本文Ｐ4
入札参加資格に関する事項 ･多岐に亘り広大な面積の施設の清掃業務を確実に実施するに

は、参加業者に業務実績を証明する必要があると思われま
す。
以下の条件について検討方よろしくお願いします。
①営業所等の証明書→緊急対応のため、支社又は営業所等が
近圏内にあること。（登記簿等の写しを提出）
②業務実績証明書→営業所等の過去3年間の実績（作業面
積:15000㎡以上の実績）（契約書等の写しを提出）
③清掃に関するISO9001の認証取得証明書（認定書の写しを提
出）
④現場責任者は、ビルクリーニング技能資格を有すること。
（資格証の写しを提出）
⑤建築物総合管理登録証明書→建築物における衛生的環境の
確保に関する法律第12条の2第1項による。（証明書の写しを
提出）

№1、2の回答のとおり。
なお、左記③～⑤につきましては、入札参加資格の条件として
おります。

無

9 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･10施設という大規模な施設の清掃業務を確実に実施するに
は、入札参加業者にもそれなりの条件や契約実績を求める必
要があるかと思います。以下の条件等は、他施設においても
実際に採用されている条件ですので、是非ご検討下さい。
①過去5年以内に国、独立行政法人等又は地方公共団体等が発
注する清掃業務対象面積20，000㎡以上の清掃業務を元請とし
て実施した契約実績の証明書の提出(契約書の写しや契約相手
先の押印がある実績証明書の提出)
②ISO9001 (品質マネジメント規格)及び14001(環境マネジメ
ント規格)の認証取得を得ていること。
※業務実施における業務マニュアルの構築及び霞ヶ浦水質保
全条例違守のための環境配慮活動が構築されていることの確
認
③ISO27001又はプライバシーマークの認証取得を受けている
こと。（※個人情報保護や各セキュリティ対策が構築されて
いるかの確認)
④緊急時等の対応に備え、つくば市又は近隣地域に本社、支
社又は営業所等の事務所を有していること。(登記簿等の写し
を提出)
⑤過去に一度でも契約不履行又はは契約の途中解除を起こし
たことがないこと。
⑥建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第
1項又は第8号(建築物環境衛生総合管理業)に基づく茨城県知
事の登録又は茨城県における保健所長の登録を受けてから2年
以上の営業実績があること。
⑦官庁(国の全ての機関)及び地方公共団体等から、指名停止
又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けている期
間に該当しないものであること。なお、指名停止等を受けて
いるのが、会社(法人)の本店・支店・営業所等のいずれで
あっても、本競争の参加資格はない。

№1、2、4、7の回答のとおり。 無

10 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ①本社等（営業所等）の所在地がつくば市周辺にあり、緊急
時に30分以内の対応が可能なこと。
②ISO14001及びISO27001の資格を有することの追加
（霞ヶ浦水質保全条例に基づくとともに、情報の機密性、安
全性を継続的に確保することが重要かと思われます。）
③茨城県内における建築物総合管理業(8号)又は建築物清掃業
(1号)の登録
（資格業者であることの証として）

№1、2、7の回答のとおり。 無
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
11 実施要項

本文Ｐ4
入札参加資格に関する事項 ･つくば市又はつくば市に隣接する市町に本社、支社又は営業

所等の事務所を2年以上所有し、緊急時においては速やかに清
掃員を手配できる体制を整えていること。

広大な清掃範囲を遠方で指揮監督することは無理と思われ
る。

№1の回答のとおり。 無

12 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･入札説明会に参加した者であること。

説明会を聞かずに仕様等をすべて把握できるとは思えない。

実施要項（本文）P5に記載の(1)入札スケジュールに示すとお
り、入札公告から質問書受付期限までに1ヶ月以上あることか
ら、本業務の内容を把握するに十分な期間が確保されておりま
す。仮に入札説明会に参加しなくとも、質問書に対する回答に
よって対応することが十分可能かと考えます。

無

13 資料「別
添1（共
通仕様
書）、別
添2（各
特記仕様
書）」

共通仕様書及び特記仕様書に係る共通作業要領に関する事
項

･定期清掃の実施月が12月に集中しており、可能であれば10月
から12月程度の期聞の中で、実施可能かをご検討頂けますで
しょうか。

ご意見のとおり、12月期の繁忙が予想されますが、10月～12月
の期間とはし難いながらも、落札後に各研究所等の作業計画期
間の調整は可能です。

無
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