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入  札  説  明  書 

 

当機構の令和３年度一般競争入札については、関係規定等に定めるもののほか、この入札説明書

によるものとする。 

  

１．掲 示 日           令和３年４月２０日 

  

２．契約担当役等  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役 財務部長 松宮 勤生 

 

３．業務内容等 

(1) 業 務 名  令和３年度三鷹産業プラザ（１期棟）空調設備更新工事に係る監理業務 

(2) 履行場所  三鷹産業プラザ（１期棟）（東京都三鷹市下連雀３－３８－４） 

(3)  業務内容   

1. 工事監理に関する業務 

             ①工事の施工監理 

        ②工事の進捗監理 

③発注者に対する工事実施状況の報告及び発注者からの工事請負者への指示または 

協議等に関する支援 

         ④工事検査等に必要な資料等の作成支援、完成検査等の立ち合い 

        ⑤業務月報等の施工管理資料の作成  

       2.上記業務に加えて履行する業務 

        ①設計図書の変更に関する業務 

        ・工事費の増減に関わる項目が発生した場合の確認、協議、資料作成 

        ・工事金額の増減に関する工事内訳明細書の作成、価格の妥当性に関する資料作

   成 

         ②工事請負者、施設運営者、発注者との連絡調整 

        ③工事説明会及び定例会議の主催 

        工事実施前及び監督員が指示した時期に施設入居者等に対して工事説明会を主催

する。 

        また、工事実施期間中、原則として２週間ごとに定例会議（参加者：発注者、工

事請負者、施設運営者等）を主催する。工事管理者は、この会議で工事の進捗状

況、監理の状 況、懸案事項等について報告し、必要な協議等を行う。 

        ④工期短縮、品質管理、衛生管理等の向上に資する施工方法等の提案、協議 

        ⑤監督員が指示した事項 

        （参考：対象となる工事）  
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          工事名 ：令和３年度三鷹産業プラザ（１期棟）空調設備更新工事      

              工 期 ：令和３年５月下旬から令和４年３月１５日まで 

             工事内容：機械設備工事  一式       

               電気設備工事  一式      

建築付帯工事  一式        

  (4) 履行期間 

     契約締結の翌日から令和４年３月１５日まで 

 

４．競争参加資格 

   （企業に対する資格要件） 

 (1) 以下に掲げるすべての条件を満たしている者であること。 

①中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する

者でないこと。※要領については、当機構ホームページを参照のこと。 

(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html) 

②独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定す

る反社会的勢力に該当する者でないこと。 

（https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html） 

③会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でない

こと。ただし、手続開始の決定を受けた者を除く。 

④当機構から競争参加資格止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止

措置要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう)又施設所在地である

国土交通省関東地方整備局、東京都から指名停止措置期間中の者でないこと。 

⑤経営状況又は信用状況などが極端に悪化し、適正な契約の履行が確保されないと認められ 

る者でないこと。 

⑥以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 

   ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 

   ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 

   ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 

  ⑦申請書及び資料の提出期限の時点において、入札参加表明者と直接的な雇用関係があり、 

下記⑩に示す要件を満たす工事監理者を本業務に配置できる者であること。 

⑧入札参加意向者は対象工事請負業者と資本面・人事面で関係がないこと。 

   ※認定基準：関係があると認められる者とは、以下のような者とする。 

   イ 対象工事請負者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総

額の100分の50を超える出資をしている者（100分の50を超える株式を有し又は出資し

ている者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html
https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html
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し又は出資している者を含む） 

   ロ 対象工事請負業者の代表権を有する役員が参加意思表明者の代表権を有する役員を兼

ねている場合 

   ハ 対象工事請負業者と特別な提携関係があると認められる場合には、その実態に即して

判断する。 

⑨入札公告、入札説明書及び特記仕様書等を承諾していること。 

⑩下記のイ及びロの要件を満たす工事監理者を本業務に配置できるものであること。 

 イ 設備設計一級建築士、建築整備士のいずれかの資格を有する者で資格を取得後5年以

上の経験を有する者。  

ロ 平成２４年５月１日から令和３年４月３０日までに公的機関（国、地方公共団体又は

独立行法人等）より受注し、完成・引渡しが完了した工事に係る監理業務の実績が１

件以上あること。 

 

５．担当部課等 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 虎ノ門３７森ビル ７階 

電話 03-5470-1507（直通） FAX 03-5470-1512 

担当者：山下   （E-mail：chotatsu@smrj.go.jp） 

 

６．競争参加資格の確認等 

(1)本業務の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、

申請書及び資料を提出し、財務部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければなら

ない。 

 （申請書及び資料の提出方法、期間及び場所） 

① 提出期間 

    令和３年４月２０日（火)から令和３年５月１４日（金)までの土曜日、日曜日及び祝日

を除く10時00分から17時00分（ただし、正午から13時00分の間は除く。）まで。 

  ② 提出場所：５．担当部課に同じ。 

  ③ 提出方法：申請書及び資料の提出は、持参又は郵送（同日同時刻必着での書留郵便等の

配達記録を確認できる方法に限る。）するものとし、電送によるものは受け付け

ない。 

  (2)申請書は、様式１により作成すること。 

   また、予定工事監理者の業務実績４(1)⑩に掲げる資格及び業務実績を様式２に記載し、業務

実績が確認できるように関連する資料を添付すること。 

  (3)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は

令和３年５月１８日（火）にメールにて通知する。 
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  (4)その他 

   ① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

   ③ 提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

   ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

７．苦情申立て 

(1) ６(3)により競争参加資格がないと通知された者は、競争参加資格の確認通知をした日の翌

日から起算して5日（法律に基づく行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内

に書面により分任契約担当役に対して、競争参加資格がないとされた理由についての説明を求

めることができる。 

(2) (1)の書面の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 

① 受付窓口： ５．担当部課に同じ。 

② 受付時間： 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分まで 

（ただし、11時30分から13時30分の間を除く。） 

(3) (1)の書面は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。 

(4) (1)の競争参加資格がないとした理由について説明を求められたときは、説明を求めること

ができる最終日の翌日から起算して5日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。 

 

８．入札説明書に対する質問 

(1)  この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により

提出すること。 

① 提出期限： 令和３年５月１０日（月） 17時00分まで 

② 提出場所： ５．に同じ。 

③ 提出方法： 提出については、メール送信のみとする。なお、メール送信後は電話で着信確

認をすること。 

(2) (1)の質問に対する回答書は、令和３年５月１２日（水）に申請書の提出のあった者に電子

メールで送信する。ただし、質問がない場合、回答は行わない。 

 

９．入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

 （1）日  時： 令和３年５月２０日（木） 16時30分 

 （2）場  所： 独立行政法人中小企業基盤整備機構 本部2階 2L会議室 

（〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル  ℡: 03-5470-1507） 

 （3）提出方法：入札書の提出（代理人による立会いの場合は委任状が必要。） 

 （4）開  札：職員立ち会いの下、入札書の確認を行う  
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１０．入札方式等 

(1) 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100分の10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）をも

って落札価格とするので、入札者は、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、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 落札者がいないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。 

(3) 入札執行回数は、原則として３回を限度とする。 

(4) 本件業務において、入札に参加する者が１者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を

実施する。 

 

１１．入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

１２．入札の無効 

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした

者のした入札並びに中小企業基盤整備機構競争契約入札心得において示した条件等入札に関する

条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を

取り消す。なお、財務部長により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時に

おいて４．に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 

 

１３．落札者の決定方法 

(1)落札者 

中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制 

限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

   なお、最低の価格者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定す

る。 

 (2) 開札結果は、当機構ホームページにおいて、その結果を公表する。 

 

１４．手続きにおける交渉の有無 

  無 

 

１５．契約書作成の要否 

  要 

 

１６．支払条件 

  完成払とする。 
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１７．その他の留意事項 

(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、これを遵守すること。 

(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合には、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を

掲載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。また、申

請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退

職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の

了解を得なければならない。 

(4) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。 

(5) 落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するも

のとする。 
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入札説明書 付記資料 

 

①   独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程第22第37号)第2条 

②   競争参加資格確認申請書 様式１ 

③   予定工事監理者の資格・業務実績 様式2 

  ④   入札書 様式3 

⑤  委任状 様式4 

 

入札説明書 別冊一覧 

  ⑥ 令和３年度三鷹産業プラザ（1期棟）空調設備更新工事に係る監理業務  特記仕様書 

⑦  令和３年度三鷹産業プラザ（1期棟）空調設備更新工事に係る監理業務  参考資料 

上記⑥⑦の交付を希望する者は、以下の者にE-mailで申請すること。申請があった者に 

E-mailにて交付する。（交付期限：令和３年５月１３日 17時00分まで） 

なお、E-mailを送った際には、E-mailを送った旨、確認の電話（03-5470-1632）をすること。 

※期日までに交付を受けていない者は、本件入札に参加できない。 

特記仕様書等の交付請求先：独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業部まちづくり推

進室＜machi@smrj.go.jp＞（担当：梅沢） 

⑨  工事請負契約書(案) 

⑩  中小企業基盤整備機構競争契約入札心得 

上記⑧⑨は、中小企業基盤整備機構ホームページに掲載しているので、確認のこと。 

(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/order/index.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/order/index.html
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①  独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程 

 (平成23年3月1日 規程22第37号 最終改正 規程23第69号) 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

二 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

三 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に

暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の

供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同

じ。） 

四 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しく

は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的

に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の

維持若しくは運営に協力している企業をいう。） 

五 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれが

あり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

六 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益

を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

七 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋

がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。） 

八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること 

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること 

ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって

前各号に掲げる者を利用したと認められること 

ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

ること 

ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難される

べき関係にあると認められること 
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①  競争参加資格確認申請書 様式１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ＜各様式共通事項＞ 

    ・各様式に添付する書類は写しで構わない。 

    ・各様式にインデックスを付け、当該様式の後ろに書類を添付すること。 

    ・書類と併せて、担当者の名刺を１枚同封すること。 

    ・提出部数は１部とする。 

 

競争参加資格確認申請書 

 

令和3年 月  日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役 財務部長 松宮 勤生 殿 

 

                              申請者名 

                              提出者） 住所 

                                     商号又は名称                          印 

                                     代表者氏名 

                              作成者） 担当部署 

                                     氏名 

                                     電話番号 

                                     ＦＡＸ 

                                     E-mail 

 

 

令和３年４月２０日付けで公告がありました「令和３年度三鷹産業プラザ（1期棟）空調設備更新工事に係る監理業

務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 

なお、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する者でないこと及

び申請書及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
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② 予定工事監理者の資格・業務実績 様式2 
 
 

 
  1 保有資格 

氏名  

所属・役職  

保有資格※１   □設備設計１級建築士（交付番号 ○○、交付年月日 平成〇〇年〇月〇〇日） 

□建築整備士      （登録番号 ○○、登録年月日 平成〇〇年〇月〇〇
日） 

実務経験※２                年 

 
 
 
 
  2 業務実績※３、※４、※５ 

業務名称  
PUBDIS登録 □有 会社コード番号          業務コード番号                □無 

発注者  
履行場所  
履行期間  
業務概要  
職名  

  
※１ 保有資格を証する書類として、資格免許証・登録証の写しを添付する。 
※２ 設備設計1級建築士又は建築整備士で、資格を取得後５年以上の経験（建築士法施行規則第10条に定める内 

容をいう）を有する者。 

※３ 平成２４年５月１日から令和３年４月３０日までの期間で、公的機関（国、地方公共団体又は独立行政法人

等）より受注し、完成・引渡しが完了した工事に係る監理業務の経験を１件以上有する者。  

※４ 記入した業務実績の、業務名称、発注者、履行場所及び履行期間を証する書類として、契約書及び仕様書の

写し、又は業務カルテ（PUBDIS）の写しを添付すること。 

※５ 申請者との直接的な雇用関係を示す書類として、健康保険証、雇用保険証又は在籍証明書等を添付する。 
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③ 入札書  様式3 

 

 

 

入   札   書 
 

   

 

 

金                        也 

 

 

（入札件名） 令和３年度三鷹産業プラザ（1期棟）空調設備更新工事に係る監理業務 

 

 

         中小企業基盤整備機構競争契約入札心得及び現場（条件）説明書等を承諾の上、 

入札します。 

 

 

 

       令和３年５月２０日 

 

住  所 

商号又は名称 

氏  名                         印 

 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役   

財務部長  松宮 勤生  殿 
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④ 委任状 様式4 

 

委   任   状 

 

 

  私は、          を代理人と定め、独立行政法人中小企業基盤整備機構の発注す

る「令和３年度三鷹産業プラザ（1期棟）空調設備更新工事に係る監理業務」に関し、下記の権限

を委任します。 

 

記 

 

１．入札に関すること 

２．開札の立ち会いに関すること 

３．再度入札（見積り）に関すること 

         

  

代 理 人  

 使用印鑑 

 

 

     

     令和３年５月２０日 

   

委任者 住  所 

商号又は名称 

代表者名                 印 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役           

財務部長  松宮 勤生 殿 

 

（注）委任事項は、明確に記載すること。 


