
 

 

 

入札公告（建設工事） 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和３年１１月２２日 

  分任支出負担行為担当官 

  国立感染症研究所ハンセン病研究センター庶務課長 柳澤 得三 

  

◎調達機関番号 017  ◎所在番号  13 

 

１ 工事概要 

（１）品目分類番号 ４１ 

（２）工 事 名 国立感染症研究所ハンセン病研究センター新研究棟新築整備

工事 

（３）工事場所  東京都東村山市青葉町 4-2-1  

国立感染症研究所ハンセン病研究センター 

（４）工事内容 本工事は、新研究棟の新築整備等を行うものである。（建築

面積950㎡ 延べ面積1,490㎡） 

上記に係る電気設備・機械設備の配線配管等の切り回し工事

含む。 

（５）工  期 契約締結日の翌日から令和４年３月２５日まで 

（６）使用する主要な資機材 

    コンクリート約 1,500㎥ 鉄骨約 400t  板ガラス約 300 ㎡ 

（７）本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を

総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）の工事であ

る。 

（８）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12

年法律第 104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化

等の実施が義務付けられた工事である。 

（９）本工事は、資料提出、入札等を紙入札方式で行う。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70条及び第 71条の規

定に該当しない者であること。 

（２）令和３・４年度厚生労働省競争参加資格により、関東・甲信越地域におけ



 

 

る「建築一式」において「Ａ」等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと。また、認定の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数（経

営事項評価点数）が１，２５０点以上であること。（会社更生法（平成 14

年法律第 154号）に基づき更生手続き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）に基づき再生手続きの申立てがなさ

れている者については、手続き開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長

が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ

と。） 

（３）会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認

定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）平成 18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次に掲げる工事

の施工実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率

が 20％以上の場合のものに限る。また施工実績は施工中のものを除く。） 

   ・S 造、１棟で延べ面積 900 ㎡以上の BSL2 以上の専門的教育・研究施設

の新築工事 

（５）次に示す事項に対する簡易な施工計画等の技術的所見が適正であること。 

  ①安全管理（資機材搬入など）に対する技術的所見 

（６）次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 

  ①1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者であること。 

  ②平成 18年度以降に、上記（４）に掲げる完成・引渡しが完了した工事の

経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発

注した工事のうち、500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評

定表」の評定点合計が 65点未満のものを除くこと。 

③監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を

有する者又はこれに準ずる者であること。 

④配置予定の監理技術者と競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）

の提出者の間に直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料申請書受付日以

前に３ヶ月以上継続していること。 

（７）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確

認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、

厚生労働省大臣官房会計課長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要

領に基づく指名停止を受けていないこと。 

（８）上記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若

しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 

（９）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本



 

 

関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員で

ある場合を除く。）。 

（10）関東・甲信越地域内に本店、支店その他の営業所が所在すること。 

（11）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

ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。 

（12）過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていな

いこと。 

（13）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出

期限の直近 2 年間（⑤及び⑥については 2 保険年度）の保険料について滞

納がないこと。 

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

（14）競争への参加を希望する者は、「自己申告書」を令和 3年 12月 8日まで

に提出すること。 

（15）その他予決令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格

を有する者であること。 

（16）次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 

・資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

・経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

 

３．総合評価落札方式に関する事項 

（１）総合評価落札方式の仕組み 

   本工事の総合評価落札方式は、標準点１００点（入札説明書に示された内

容を満たしている場合に付与する点数をいう。）に加算点１５点（２（５）

に関する提案（以下「技術提案」という。）など以下に示す評価項目に応じ

て付与する点数をいう。）を加え、評価値を算出し落札者を決定する方式と

する。 

   その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する

基準等については、入札説明書において明記している。 

（２）評価項目 

   評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。 

   （ア）技術提案(簡易な施工計画)に関する事項 

   （イ）企業の技術力に関する事項 

     （ウ）技術者の能力に関する事項 

     （エ）地域精通度・地域貢献度に関する事項 



 

 

     （オ）ワーク・ライフ・バランスに関する事項 

     （カ）工事信頼度に関する事項 

（３）評価の方法及び落札者の決定 

   入札参加者の技術提案による評価項目（評価指標）を評価し、 

    評価値＝｛（標準点＋加算点）／（入札価格）｝ 

   の最も高い者を落札者とする。 

    落札の条件は、次のとおりとする。 

    ①入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 

    ②提案内容が発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこ

と。また、最低限の要求要件である標準点を予定価格で除した数値

（以下「基準評価値」という。）を下回らないこと。 

（４）３（３）において、評価値の最も高い者が２人以上ある場合は、当該者に

くじを引かせて落札者を決定する。 

 

４ 入札手続等 

（１）担当部局 

〒189-0002 東京都東村山市青葉町 4-2-1 

国立感染症研究所ハンセン病研究センター庶務課庶務係 

電話 042-391-8211 

FAX  042-394-9092 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

   令和 3年 11 月 22日（月）から令和 4年 1月 17日（月）まで（土日祝祭

日を除く９時から 17時まで。）。上記３（１）の場所に同じ。交付にあた

っては、実費を徴収する。 

（３）申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

   令和 3年 11 月 22日（月）から令和 3年 12月 8日（水）午後５時（土日

祝祭日を除く。）まで。上記４（１）に同じ。持参、又は郵送する（書留郵

便に限る。提出期間内必着。）こと。 

（４）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書は、令和 4 年 1 月 19 日（水）10 時 30 分までに、紙により持参又

は郵送する(書留郵便に限る。提出期間内必着。)こと。 

開札は、令和4年1月19日（水）11時00分、国立感染症研究所ハンセン病

研究センター研究管理棟２階会議室において行う。 

 

５ その他 

（１）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に限る。 



 

 

（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 免除。ただし、付保割合を 10 分の 3 以上とする公共工事履

行保証証券（契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付すこ

と。 

（３）入札の無効 

   本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚

偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

   また、入札に参加した者が誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若し

くは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするもの

とする。 

（４）落札者の決定方法 

   落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記３（３）

の評価方法で決定するものとする。なお、具体的には入札説明書による。 

   ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、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。 

（５）配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反

の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況か

らやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認め

られない。 

（６）専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格

調査基準を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技

術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 

（７）手続における交渉の有無 無。 

（８）契約書作成の要否  要。 

（９）当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相

手方との随意契約により締結する予定の有無  無。 

（10）関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 

（11）一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 

   上記２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も４（３）



 

 

により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するために

は、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認

を受けていなければならない。 

（12）技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒ

アリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 

（13）詳細は、入札説明書による。 

 

５ Summary 

 (1)  Official in charge of disbursement of the procuring entity  

: Yanagisawa Tokuzo, Manager, General Affairs Division, Center for  

Leprosy Research, National Institute of Infectious Diseases 

 (2) Classification of the products to be procured : 41 

 (3) Nature and quantity of the products to be procured : Constructi-

on work of a building for Center for Leprosy Research, National   

Institute of Infectious Diseases  

(4)  Time-limit for tender :10:30 am,19 January,2022 

 (5)  Contact point for the notice : General Affai-rs Division, Center

 for Leprosy Research, National Institute of  Infectious Disease

s, 4-2-1 Aoba-cyo,Higashimurayama-shi,Tokyo 

 189-0002, Japan TEL 042-391-8211 

  

 


