
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成26年2月6日
独立行政法人
農業生物資源研究所理事長 廣近 洋彦

◎調達機関番号 534 ◎所在地番号 08
１ 工事概要
（1）品目分類番号 41
（2）工事名 本部地区植物遺伝資源供給センター整備（建築）工事
（3）工事場所 茨城県つくば市観音台2－1－2
（4）敷地面積 127,772.48㎡
（5）工事内容

ア 棟名 遺伝資源保管施設（新築）
建物用途 研究施設
構造・階数 ＲＣ造１階
建築面積 約1,700.00㎡
延床面積 約1,700.00㎡

イ 棟名 農林水産生物遺伝資源管理施設（既存建物改修）
建物用途 研究施設
構造・階数 ＲＣ造２階
建築面積 1,474.00㎡
延床面積 2,761.05㎡

ウ 棟名 高効率増殖施設（新築）
建物用途 研究施設
構造・階数 ＲＣ造２階、一部Ｓ造１階
建築面積 約1,120.00㎡
延床面積 約1,520.00㎡

エ 棟名 遺伝資源導入検定温室（既存建物改修）
建物用途 研究施設
構造・階数 ＲＣ造１階、一部Ｓ造１階
建築面積（改修後）約1,330.00㎡
延床面積（改修後）約1,330.00㎡

オ 工事種目 建築一式工事
カ 工事範囲 上記工事（入札説明書による。）

（6）工期 平成26年11月28日まで
（7）使用する主要な資機材

鉄筋 約420ｔ、コンクリート 約3,750㎥、鉄骨 約65ｔ、ガラス 約2,980㎡
（8）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８％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
てるものとする｡)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1
08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) 独立行政法人農業生物資源研究所契約事務実施規則第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、特別の理由がある場合に該当する。

（2） 独立行政法人農業生物資源研究所契約事務実施規則第９条の規定に該当しない者
であること。

(3) 平成２５・２６年度の独立行政法人農業生物資源研究所の競争参加資格における
「建設工事契約」の業種区分のうち「建築一式工事」において「Ａ」又は「Ｂ」の
等級に格付けされている者であること。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) 理事長から当所工事及び測量・建設コンサルタント等業務請負契約指名停止等の
措置細則に基づく指名停止を受けている期間中でなく、また、国の機関又は他の独
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。

(5) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は、民事再生法に
基づく再生手続き開始の申立がなされている者（更生（又は再生）手続きの開始決
定がなされ、再格付けを受けた者を除く。）でないこと。

(6) 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1
9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者として、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。

(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者（又は、主任技術者）を当該工事に専任で配置
できること。

① １級建築施工管理技士又は、これと同等以上の資格を有する者であること。
② 「建築一式工事」において平成15年度以降の工事技術者経験を有すること。

または、「建築一式工事」において、平成15年度以降の工事実績情報システム
(CORINS)で竣工登録済みの工事技術者経験を有すること。

③ 監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認申
請書提出日以前に3ヶ月以上あること。

（8）１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は、当該受託者と資本もしくは人事面
において一定の関連がない建設業者であること。

(9) ３－(1) に定める書類を交付された者であること。

３ 入札手続き等
(1) 入札心得、契約書案、及びその他の説明書（以下「入札説明書」という。）は、

次のとおり交付する。
①入札説明書交付期間

平成２６年２月６日（木）から平成２６年２月２０日（木）までの土曜日、日
曜日を除く９時から１７時００分まで。②に掲げる場所において交付する。また、
電子メールでの交付を希望する者は必要事項（入札件名、住所、団体名、担当者
所属及び氏名、電話番号）を記入し②に掲げるアドレスに申し込むこと。
②交付場所 ： 茨城県つくば市観音台２－１－２ 当所管財室契約チーム

TEL：029-838-7949 FAX：029-838-7106
E-mail：keiyaku@nias.affrc.go.jp

(2) この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に記載する書類（以下「申請書
等」という。）を平成２６年２月２１日（金）１２時００分（必着）までに上記３
(1)に示す場所に提出すること。

(3) 入札書の受領期限
平成２６年３月１２日（水）１７時００分

(4) 開札の日時及び場所
平成２６年３月１４日（金）１０時００分
独立行政法人農業生物資源研究所
当所（本部地区）構造生物学研究棟付属施設 ２０７統合準備室

４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨
(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：金融機関若しくは、保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付にかえる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保
険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、３(2)に示す提出期限までに申請書等を提

出し、理事長より競争参加資格の確認を受けなければならない。また入札にあた
っては、封印した入札書及び入札金額に対応した工事費内訳書を入札書の受領期
限までに提出しなければならない。

なお、入札者は、開札日の前日までの間において、理事長から当該書類に関し
説明を求められた場合は、それに応じなければならない。



(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、申請書等に虚偽の記

載を行った者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入
札書は無効とする。

(5) 契約書の作成の要否：要
(6) 落札者の決定方法

入札説明書に従い申請書等を提出し、競争参加資格の確認を受けた入札者で、
当該入札者の入札金額が実施規則第３３条の規定に基づいて作成された予定価格
の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と
する。

但し、当所契約事務実施細則に基づく調査基準価格を下回った入札があった場
合は、落札決定を保留し、調査基準価格を下回った入札を行った者と事情聴取を
行い、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おそれがあると
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
となるおそれがあって、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。

(7) 手続きにおける交渉の有無：無
(8) 詳細は入札説明書による。

お知らせ

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をす

る場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開

するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当所との関係に係る情報を当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、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情

報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくこと

があり得ますので、ご了知願います。

（１）公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

① 当所において役員を経験した者（以下、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（以下、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

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

（２）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 当所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当所ＯＢ）の人数、職名及び当所におけ

る最終職名

② 当所との間の取引高

③ 総売上高又は事業収入に占める当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

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

（３）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所ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当所における

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所との間の取引高

（４）公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契約については原則として

93日以内）

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

Hirochika, President of National Institute of Agrobiological Sciences
(2) Classification of the products to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract :Construction (Building and Repair) of P-

lant Genetic Resources Supply Center in Headquarters Area
(4) Time limit for tender: 5:00PM 12, March 2014
(5） Contact point for the notice : Takashi Nigorikawa, Contract Team, Prope-

rty Management and Supply Section, National Institute of Agrobiological
Sciences,2－1－2 Kannondai Tsukuba city, Ibaraki 305－8602, Japan
TEL 029－838－7949


