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添付書類：別紙（対象工事一覧表）

本来一体とすべき構造物等（一体の構造物等として完成して初めて機能を発揮するものに限る。）を、予算の都合などの
理由により、やむを得ず分割したことによって生じた前工事に引き続き施工される一体不可分の後工事であって、前工事
と施工者が異なる場合、瑕疵担保責任やシステム上の継続性などを明確に分離することが困難なもの

他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短
縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるもの

令和３年８月６日

南関東防衛局が行う随意契約を予定している工事への参加の申込みについて

山野　徹南関東防衛局長

　別添の対象工事一覧表に掲げる工事は、次のアないしイのいずれかの要件に該当するため、当該要件を満たす契約企業との随意
契約を予定しているものですが、同工事への参加を希望される企業等がありましたら、一般競争入札を行いますので、要件を満た
すことを証明できる書類と共に、期限までに総務部契約課まで申し込んでください。



別 紙

番号 該当する工事 理由 申込締切日 備　　考

・

・

・

・

・

・

対象工事一覧表

参加の申込みに必要となる要件

田浦(２)実習場新設建築工事(前工事)に係
る瑕疵担保責任を含めた契約の成果を継承
し、当該工事の目的を達成できる証明がで
きること。

（例）

1 【仮称】田浦(３)実習場
新設建築追加工事

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『田浦(２)実習場新設建築工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

ア及びイ

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『厚木(２)管制塔新設建築工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/（例）

瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

3 【仮称】富士米軍(３)給
水施設(0413)新設土木追
加工事

ア及びイ

2 厚木(３)管制塔新設建築
追加工事

ア及びイ 令和３年７月12日 厚木(２)管制塔新設建築工事(前工事)に係
る瑕疵担保責任を含めた契約の成果を継承
し、当該工事の目的を達成できる証明がで
きること。

後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

富士米軍(２)給水施設(0413)新設土木その
他工事(前工事)に係る瑕疵担保責任を含め
た契約の成果を継承し、当該工事の目的を
達成できる証明ができること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『富士米軍(２)給水施設(0413)新設土木
その他工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書



別 紙

番号 該当する工事 理由 申込締切日 備　　考

対象工事一覧表

参加の申込みに必要となる要件

・

・

・

・

・

・

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『鶴見米軍(２)消防署(716)新設電気工
事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

4 【仮称】鶴見米軍(３)消
防署(716)新設電気追加
工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

鶴見米軍(２)消防署(716)新設電気工事(前
工事)に係る瑕疵担保責任を含めた契約の
成果を継承し、当該工事の目的を達成でき
る証明ができること。

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

鶴見米軍(２)消防署(716)新設建築工事(前
工事)に係る瑕疵担保責任を含めた契約の
成果を継承し、当該工事の目的を達成でき
る証明ができること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『鶴見米軍(２)消防署(716)新設建築工
事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

5 【仮称】鶴見米軍(３)消
防署(716)新設機械追加
工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

鶴見米軍(２)消防署(716)新設機械工事(前
工事)に係る瑕疵担保責任を含めた契約の
成果を継承し、当該工事の目的を達成でき
る証明ができること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『鶴見米軍(２)消防署(716)新設機械工
事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

6 【仮称】鶴見米軍(３)消
防署(716)新設建築追加
工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)
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番号 該当する工事 理由 申込締切日 備　　考
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前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『静浜外(３)消防車庫改修等土木工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

9 【仮称】静浜(４)消防車
庫改修土木追加工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

静浜外(３)消防車庫改修等土木工事(前工
事)に係る瑕疵担保責任を含めた契約の成

浦郷米軍(２)係留施設(278)橋梁整備等工
事(前工事)に係る瑕疵担保責任を含めた契
約の成果を継承し、当該工事の目的を達成
できる証明ができること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『浦郷米軍(２)係留施設(278)橋梁整備
等工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/

（例）
瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

浜松(１)整備場等新設建築工事(前工事)に
係る瑕疵担保責任を含めた契約の成果を継
承し、当該工事の目的を達成できる証明が
できること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『浜松(１)整備場等新設建築工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/（例）

瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

8 【仮称】浦郷米軍(３)係
留施設(278)橋梁整備等
追加工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

7 浜松(３)整備場新設建築
追加工事(その２)

ア及びイ 令和３年６月28日
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番号 該当する工事 理由 申込締切日 備　　考

対象工事一覧表

参加の申込みに必要となる要件
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・
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前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『防大(３)理工学館Ｂ棟新設建築工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/（例）

瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

11 【仮称】防大(５)理工学
館Ｂ棟新設建築追加工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

【仮称】 防大(４)理工学館Ｂ棟新設建築
追加工事(前工事)に係る瑕疵担保責任を含
めた契約の成果を継承し、当該工事の目的
を達成できる証明ができること。

前工事の入札公告等の掲示場所は以下の
とおり

電子入札システム
『防大(３)理工学館Ｂ棟新設建築工事』
http://www.dfeg.mod.go.jp/（例）

瑕疵担保責任を前工事も含めて全て負う
旨を記載した書類

あらかじめ瑕疵担保責任の範囲を前工事
請負業者と取り決めた協議書

10 【仮称】防大(４)理工学
館Ｂ棟新設建築追加工事

ア及びイ 後工事の公示後1ヶ月
(日付が確定し次第更新
予定)

防大(３)理工学館Ｂ棟新設建築工事(前工
事)に係る瑕疵担保責任を含めた契約の成
果を継承し、当該工事の目的を達成できる
証明ができること。


