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関東地方整備局の競争入札に係る入札公告（平成２２年２月２３日付け）に基づく入札

等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２２年度本予算が成立し、

予算示達がなされることを条件とするものです。

目 次

第１章 入札及び契約に関する事項

１．契約担当官等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

２．調達内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

３．競争参加資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

４．入札書の提出場所等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

５．入札説明書に関する質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

第２章 業務の仕様に関する事項

特記仕様書に関する照会先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

第３章 入札心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

別冊 「Ｈ２２昇降機設備保守点検業務特記仕様書」

別冊 「競争参加資格確認資料作成要領」

別冊 「業務請負契約書（案）」

別冊 「関東地方整備局競争契約入札心得」



- 2 -

第１章 入札及び契約に関する事項

１．契約担当官等

分任支出負担行為担当官

国土交通省関東地方整備局国営アルプスあづみの公園事務所長 湯澤 将憲

２．調達内容

(1) 業務等件名及び数量

Ｈ２２昇降機設備保守点検業務 １式 （電子入札対象案件）

(2) 調達案件の仕様等

別冊「Ｈ２２昇降機設備保守点検業務特記仕様書」（以下「特記仕様

書」）のとおり

(3) 履行期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

(4) 履行場所

長野県安曇野市堀金烏川地先他１カ所

（国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区、大町・松川地区）

(5) 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１００分の５

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、

見積った契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。な

お、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び

会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には、移行しない。

(6) 電子入札システムの利用

① 本案件は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という）の提出、入札

を電子入札システムで行う対象案件である。なお、電子入札システムで使用す

るＩＣカードは、代表者又は入札・見積権限及び契約締結権限を年間委任状に

より委任を受けた者のＩＣカードに限るので、電子入札システムによる入札参

加を希望する者は、使用するＩＣカードを限定し、確認書（別紙１）を電子入

札システムによる申請書の提出前までに提出するものとする。（ＦＡＸ可）

② 電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願（別紙２）を提出

し、発注者の承諾を得るものとする。

(7) 入札保証金及び契約保証金

免除
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３．競争参加資格

(1) 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。

(2) 平成２２・２３・２４年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」のＡ、Ｂ、Ｃ、又はＤ等級に

格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有するものであること。

（平成２２・２３・２４年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資

格）のうち定期受付において「役務の提供等」に申請を行い受理され、平成２

２年４月１日に認定がなされる者であること。）

なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要

がある。競争参加資格に関する問い合わせ先は、次のとおり。

〒３３０－９７２４

埼玉県さいたま市中央区新都心 ２－１

関東地方整備局 総務部 契約課 調査係

電話 ０４８－６０１－３１５１ 内線２５２１

(3) 申請書の受領期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から指

名停止を受けていないこと。

(4) 電子入札システムによる場合は、電子認証（ＩＣカード）を取得しているこ

と。

(5) 平成１７年度から平成２１年度内に、元請けとして下記の要件を満たす昇降

機設備の巡回点検及び遠隔監視を請負内容とする契約実績を有していること。

1)積載量５００㎏以上の乗用又寝台用エレベータ

2)巡回点検及び遠隔監視の実績は、同一契約であること。

なお、請負者の責により契約解除されたものは認めない。また、共同組合に

おける上記契約実績は共同組合名の直接の契約実績であること。

(6) 競争参加資格の確認は、申請書の受領期限の日をもって行うものとし、その

結果は平成２２年３月１６日（火）までに電子入札システムで通知する。ただ

し、紙入札方式の承諾を得た者については、別途書面で通知する。

４．入札書の提出場所等

(1) 電子入札システムのＵＲＬ、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問

い合わせ先

国土交通省電子入札システムhttp://www.e-bisc.go.jp/

〒399 8305-

長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

国土交通省 関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所

総務課 経理係 電話0263 83 8671- -

(2) 紙入札方式による入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

(1)の問い合わせ先に同じ
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(3) 電子入札システム、及び紙入札による申請書の受領期限

平成２２年 ３月１０日 １３時００分

(4) 電子入札システム、及び紙入札による入札書の受領期限

平成２２年 ３月２４日 １６時００分

ただし、電子入札システムによる場合は、「証明書等審査結果通知書」によ

り合格の通知を受領してから入札書を送信すること。

また、紙入札により入札書を提出する場合は、申請書の提出時に入札書をあ

わせて提出することができる。

(5) 入札書の提出方法

① 入札は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による

場合は、持参により提出すること。

② 紙入札方式による場合は、「関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）競争

契約入札心得」により入札書を作成し、封筒に入れ封印し、且つ、その封皮に

氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「３月２５日開札［Ｈ２２昇降機

設備保守点検業務］の入札書在中」と朱書しなければならない。

③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができ

ない。

(6) 入札の無効

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び申請書は無効

とする。

(7) 入札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正

に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、

又はこれを取り止めることがある。

(8) 代理人による入札

① 紙入札方式により代理人が入札する場合には入札書に競争参加資格者の氏名、

名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押

印（外国人の署名を含む）をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提

出しなければならない。

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人

を兼ねることができない。

(9) 開札の日時及び場所

平成２２年 ３月２５日 １３時３０分

関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所

契約締結日及び工期は平成２２年４月１日からとする。ただし、４月１日ま

でに平成２２年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合は、契約締

結日は４月２日以降、予算が成立した日とする。
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暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約と

するが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定

予算の期間分のみの契約とする。

(10) 開札

① 開札は、紙入札方式による入札者（代理人が入札した場合にあっては代理人。

以下同じ。）を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方式による入札者が立ち会

わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

② 紙入札方式による入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場すること

はできない。

③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職

員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関す

る委任状を提示しなければならない。

④ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場した後においては、支出負担行為

担当官又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開

札場を退場することができない。

⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、

再度の入札を行う。この場合においては、電子入札システムにより再度の入札

の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直

ちに公表するので、電子入札システムによる入札者は当該締切時刻までに再度

の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入

札書を提出すること。

ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度

の入札に参加することができない。

５．入札説明書に関する質問

(1) この入札説明書に関する質問がある場合には、書面により、次に従い提出す

ること。

①提出方法：電子メール、ＦＡＸ又は郵送

提出先：〒３９９－８３０５

長野県安曇野市穂高牧１４９－１２

国土交通省 関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所

ＦＡＸ ０２６３－８３－８６７５

電子メール nakamura-k8317@ktr.mlit.go.jp

②質問の受領期限：平成２２年３月３日（水）

③質問の回答期日：平成２２年３月５日（金）

(2) 質問書に回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話（ＦＡＸ）番号、電子メ

ールアドレスを記載すること。
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６．その他

(1) 契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札者に要求される事項

（a） 電子入札システムにより参加を希望する者は、申請書を上記４(3)の受領

期限までに、上記４(1)に示すＵＲＬに提出しなければならない。

（b） 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な申請書を上記４(3)の受領

期限までに、上記４(2)に示す場所に提出しなければならない。

なお、（a）,（b） いずれの場合も、開札日の前日までの間において申請書

の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければな

らない。

(3) 競争参加資格確認のための申請書について

① 競争参加資格確認のための申請書は別冊「競争参加資格確認申請書作成要

領」により作成する。

② 申請書の作成に要する費用は、入札者の負担とする。

③ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書を競争参加資格の確認の実施

以外に提出者に無断で使用することはない。

④ 一旦受領した申請書は返却しない。

⑤ 一旦受領した申請書の差し替え及び再提出は認めない。

⑥ 入札者が虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象とし

ない。なお、落札後提出書類に虚偽の記載が判明した場合には、入札書の無効

又は落札決定の取り消しを行うとともに予算決算及び会計令第７１条に該当す

る者として取り扱う場合がある。

⑦ 上記３(2)に掲げる資格があると判断できる資料として、平成２２・２３・２

４年度一般競争（指名競争）参加資格申請書が平成２２年１月３１日までに受

理されていることが確認できる資料（受付表又は、受付印の押されている書類

の写し等。）を添付すること。ただし、申請が受理されている事が確認できる

書類が無い場合は、その旨を上記４(1)に連絡すること。

(4) 落札者の決定方法

最低価格落札方式とする。

① 上記４(5)に従い入札書を提出した入札者であって、上記３.の競争参加資格

を資格を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79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。

② 落札となるべき同価の入札を行った入札者が２人以上あるときは、次の要領

で落札者を決定する。

ア．落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子入札システムによる入札

者が含まれる場合
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直ちに入札を保留とし、以下の事項について、電子入札システムの機能を

利用して、すべての電子入札システムによる入札者に通知するとともに、開

札場において公表する。

・くじにより落札者を決定する旨

・当該落札となるべき同価の入札を行った入札者の氏名及び入札金額

・くじを実施する日時及び場所

当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち、電子入札システム

による入札者は、くじを本人が引くか否かについて直ちに電話にて上記４

(1)に示す場所に回答することとする。

当該入札者本人がくじを引く意思を示した場合においては、上記項目で指

定した日時及び場所において同価の入札を行った入札者にくじを引かせ、落

札者を決定し、その結果をすべての入札者に通知するものとする。

当該落札となるべき同価の入札を行った入札者のうち、電子入札システム

による入札者の全員から、本人にくじを引く意思がない旨回答があった場合

においては、その者に代わり入札事務に関係のない職員がくじを引くことと

し、開札場において直ちに当該落札となるべき同価の入札を行った入札者の

うち、紙入札方式による入札者（その者が開札に立ち会わなかった場合は、

入札事務に関係のない別の職員）と共にくじを引き、落札者を決定する。

イ．当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に、電子入札システムによ

る入札者が含まれない場合

当該落札となるべき同価の入札を行った入札者（その者が開札に立ち会わ

なかった場合は、入札事務に関係のない職員）は、開札場において直ちにく

じを引かせ、落札者を決定し、その結果を電子入札システムの機能を利用し

て、電子入札システムによる入札者に通知するものとする。

(5) 契約書の作成

① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときには、遅滞なく契約書を取

り交わすものとする。

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、

その者が契約書の案に記名押印し、更に分任支出負担行為担当官が当該契約書

の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③ 上記②の場合において分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該

契約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。

④ 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなけれ

ば、本契約は確定しないものとする。
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第２章 業務の仕様に関する事項

特記仕様書に関する照会先

国土交通省 関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園事務所

工務課 建築設備係 電話０２６３－８３－８６７１

第３章 入札心得

上記第１章及び第２章によるもののほか、この一般競争を行う場合において了知し、

遵守すべき事項は、別冊「関東地方整備局競争契約入札心得」による。



別紙１（入札説明書添付様式）

宛 先：国土交通省関東地方整備局

国営アルプスあづみの公園事務所総務課経理係

ＦＡＸ番号：０２６３－８３－８６７５

確 認 書

件 名：Ｈ２２昇降機設備保守点検業務 （電子入札対象案件）

本案件については、 により参加します。電子入札方式

平成 年 月 日

会社名等

部 署 名

確 認 者 印

電子入札方式により参加される方は、本案件に使用するＩＣカード券面の番号を記入してくだ

さい。

【ＩＣカード券面の番号】

「シリアルナンバー（ＳＮ）」「ＩＤ」などの項目に続く十数桁の数字・英字（１４桁または

１６桁）

※左つめで記入。「スペース」分も左つめで記入。枠不足の際は追加してください。

※上記の数字・英字には誤記がないように十分留意してください。

本案件は電子入札対象案件です。以下の注意事項を熟読し記入してください。【注意事項】
・新しいＩＣカードは、調達機関ごとに電子入札システム上で利用者登録を行わなければなり

ません。（一度利用者登録を行っていれば作業の必要はありません）

・本入札で使用できるＩＣカードは、代表者又は代表者から入札・見積及び契約締結について

の権限が委任された者のＩＣカードに限られますので、入札・見積についての権限のみ委任

を受けた者のＩＣカードでは、入札に参加することはできません。

・年間委任状が提出されていない場合は、すみやかに提出してください。その場合、使用する

ＩＣカードの企業情報登録画面を印刷し、添付してください。

・すでに年間委任状を提出している場合も、使用するＩＣカードの企業情報登録画面を印刷し、

添付してください。

・今回限定した上記番号以外のＩＣカードを使用した場合、「無効」の入札となることがあり

ます。

・この「確認書」は、申請書を提出される前に、印影のあるものをＦＡＸで送信してください。

・紙入札での参加を希望される方は、別添の「紙入札方式参加願」に必要事項を記入し、申請

書とともに提出してください。（この「確認書」を提出する必要はありません。）



別紙２

上記の案件は、電子入札システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での

参加をいたします。

平成　　年　　月　　日

資格審査登録番号
（資格審査結果通知書に記載された業者コード）

企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

　　入札者

　　　住　　所

　　　企業名称

　　　氏　　名　　　　　　　　　　　印

　分任支出負担行為担当官

　関東地方整備局

　国営アルプスあづみの公園事務所長　　湯澤　将憲　殿

　　※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、

　　　押印する。

紙　入　札　方　式　参　加　願

１．発　注　件　名 Ｈ２２昇降機設備保守点検業務　　（電子入札対象案件）




