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入 札 公 告 第 M081 号

令 和 5 年 2 月 3 日

入　札　公　告

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処

調達会計部長　　山崎　雅文

履　行　場　所

履　行　期　限 令和5年3月31日

２　 入札参加資格

仕様書のとおり 式 1

下記のとおり一般競争入札を実施しますので、関係事項を承知のうえ参加してください。

１　 競争入札に付する事項

規　格　等 単　位 数　量

（3） 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（4） 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る

指名停止等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。

（5） 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造

（1） 令和３・４年度防衛省競争参加資格で「建築一式工事」でD級以上又は「建具工事」でＣ級以上の等級に格付された者。

（2） 契約担当官から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

令和５年２月１４日 （火） １０時００分（入札室開場時刻：０９時５０分）

５　 競争入札執行の場所及び日時

（1） 開札場所

陸上自衛隊関西補給処 調達会計部 入札室

（2） 開札日時

若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

（6） 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止

権者が認めた場合には、この限りではない。

３　 契約条項等を示す場所

陸上自衛隊関西補給処（宇治駐屯地）調達会計部　契約課　契約班

４　現場説明会

実施しない。（現場確認を希望する者は、下記の第１０項（６）に連絡調整されたい。）

（7） 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除要請があり、当該状態が継続している有資格者

については、競争参加を認めない。

（8） 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう

要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

（9） 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加は認めない。

（2） 契約保証金 ： 免除

７　 落札決定方法 ： 総額決定

６　 保　証

（1） 入札保証金 ： 免除

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事

陸上自衛隊宇治駐屯地
　（京都府宇治市五ヶ庄官有地）

品　　名

ホームページQRコード

（機種によっては読み取れません。）



を違約金として徴収する。

その封筒の表に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「○月○日○時○分開札（件名・入札書在中）」と朱書して、更にそ

れを二重封筒とし、入札開始日の前日（前日が休日又は休養日の場合は、その前日）１７時００分までに契約担当官等に必着となる

よう送達すること。また、送付した旨契約担当者まで通知されたい。

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

８　 入札の方法及び契約条件

入札参加希望者は、２月１３日（月）１２時までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること（電子メール可）。

価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額

（4） 契約者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊で示す建設工事請負契約書を作成し、官側と交わすものとする。

９　 入札の無効

（1） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０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１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

（3） 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札

（2） 入札者は、入札書とともに入札金額の内訳を記載した工事費内訳明細書（様式随意）を提出すること。

（5） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵便入札を推奨する。（方法は第１０項（１）参照）

（4） その他、入札に関する条件に違反した入札。

１０　その他

（1） 郵便（配達証明のものに限る。）等により入札書を提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び継目になつ印し、

（1） 第２項に定める入札参加資格のない者の入札。

（2） 入札者が提出した「暴力団排除に関する誓約書」の内容に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合。

（3） 入札金額及び入札者氏名が判明し難い入札。

入札参加予定者は、開札時刻の５分前までに必ず入札室に集合されたい。

再度入札については、別示する。

不明事項については、下記に問い合わせられたい。

入札代理人の場合、権限を委任したことを証明する委任状を提出すること。

公告及び入札に関する問い合わせ先

名　称 陸上自衛隊 関西補給処 （宇治駐屯地） 所在地 611-0011　京都府宇治市五ヶ庄官有地

電　話 ０７７４　（３１）　８１２１ FAX ０７７４　（３２）　４５８０

担　当 　調達会計部　契約課　　　　　担当 ： 長谷川　　内線 ： ２９４

メールアドレス 　 fin-madep@inet.gsdf.mod.go.jp



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

仕様書 縮尺

N.S

頁

1/6

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事

仕 様 書

１ 件 名 宇治（４）１１４号建物他建具改修工事

２ 場 所 京都府宇治市五ヶ庄官有地 陸上自衛隊宇治駐屯地

３ 期 間 契約締結日 ～ 令和５年３月３１日

４ 概 要

５ 一般事項
（１）本工事は本仕様書、図面、下記の基準及び関係法令等を遵守して実

施すること。
なお、仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のう

え指示に従うこと。
ア 公共建築工事標準仕様書 （建築工事編）
イ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

（２）工事は、全て丁寧かつ確実に実施すること。
（３）喫煙は、所定の喫煙場所でおこない、施工中及び歩行しながらの喫

煙を禁止する。
（４）工事場所以外への立入を禁止する。工事の都合によりやむを得ず立

ち入る場合、監督官と協議し、部隊側立会のもとで立ち入ること。
（５）工事時間は、午前８時１５分から午後５時までとする。なお時間外、

土曜日、日曜日及び祝日等に工事を実施する場合、事前に監督官に届
け出て指示に従い、実施すること。

（６）工事に必要な電気等については、請負者側で発電機等を持ち込むこ
と。
やむを得ず、駐屯地内の電気等を使用する場合、仮設メーターを設

置して部隊側算定に基づき、有償とする。
メーター及び配線等仮設に必要なものは、請負者側で準備すること。

（７）請負者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作
成して監督官に提出後、了解を得たのち工事を実施すること。

（８）請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写
真撮影を実施すること。項目は、着手前、実施中、見え隠れ部分、完
成、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また、写真は作業完了後
速やかに現像し、Ａ４判アルバムに整理のうえ提出すること。

（９）工事は請負者の責任施工とし、施工に際して破損した部分について
は、監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。

（10）工事発生材（金属類で売却可能品）については、種別毎に整理して
発生材調書とともに部隊側に引き継ぐものとする。なお、その他につ
いては、請負者の責任に於いて場外処分をすること。
この際、処置については廃棄物の処理及び清掃に関する法令等を遵

守し、確実に処置すること。
また、産業廃棄物管理票の写しを提出すること。

（11）その他不明な事項等は、その都度監督官と協議すること。

６ 特記事項
（１）本仕様書及び図面に記載されてある寸法等については、標準寸法で

あるため、実際の作業に際しては必ず現地にて採寸を実施し施工図を
作成し監督官の承認を得た後、工事を実施すること。

（２）工事に際し、新設又は既設部分への補強及び養生等が必要と思われ
る箇所については、適切に処置を施すこと。

（３）工事実施に際し、現場の納まりや取り合わせ等のため位置又は作業
方法を多少変え、それに伴う数量を幾分増減する等の軽微な変更につ
いては、監督官と協議のうえ指示に従い、実施すること。
なお、この場合の請負金額の変更はないものとする。

７ 提出書類
(１) 工程表
(２) 現場代理人通知書
(３) 打合せ簿
(４) 着工、完了届
(５) 使用材料等承認願
(６) 材料検査簿
(７) 工事日誌
(８) 工事写真
(９) 施工図
（10） その他指示された書類

区 分 種 別 概 要 数 量

建築工事

仮設工事 ローリングタワー １ 式

建具工事 軽量手動シャッター ４か所

撤去工事 木製建具 ４箇所



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

仕様書 縮尺

N.S

頁

2/6

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事

８ 検査
工事終了後、現場清掃をおこない監督官に届け出て検査官の実施する完成

検査を受け、合格を以て工事完了とする。
なお、手直しが生じた場合、手直し完了後、再検査を受け、合格を以て工

事完了とする。



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

案内図・配置図 縮尺

図示

頁

3/6

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

平面図・建具詳細図 縮尺

図示

頁
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宇治（４）１１４号建物他建具改修工事



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

平面図・建具詳細図 縮尺

図示

頁

5/6

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事



件名

種別

陸上自衛隊 関西補給処 総務部

平面図・建具詳細図 縮尺

図示

頁

6/6

宇治（４）１１４号建物他建具改修工事



金額￥ （税抜き）

単位

式

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」 の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。
　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

　令和５年２月１４日

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
調達会計部長　山　崎　雅　文 　　殿

 住　　 所
 会 社 名
 代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 代表者連絡先　　　　　　　　　　　　
 担当者
 担当者連絡先

履　　行　　場　　所 陸上自衛隊宇治駐屯地 履行期限 令和5年3月31日

入札（契約）保証金  免　　除 入札　（見積）　書有効期間

品　　　　　名 規　　　　　格 数　量 単　　価 金　　　額

宇治（４）１１４号
建物他建具改修工事

仕様書のとおり 1

入　　　　　札　　　　　書

見　　　　　積　　　　　書

以 下 余 白


