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入札説明書

独立行政法人都市再生機構「令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品質確認等業務（設備）」

に係る掲示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、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格

と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。

また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実

性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。

１ 入札公告の掲示日

令和元年５月 29 日

２ 発注者

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

３ 業務概要

(1) 業務名称  令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品質確認等業務（設備）

(2) 業務内容  主な業務内容は以下のとおりである。

Ⅰ．設計図書照合及び改善提案業務

Ⅱ．設計工程に係る照査及び改善提案業務

Ⅲ．積算に関する業務

Ⅳ．申請図書の照合、編集及び改善提案業務

Ⅴ．募集に係る業務

Ⅵ．設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務

Ⅶ．保管図書サポート業務

(3) 業務の詳細な説明

本業務の業務内容は、別添１｢令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品質確認等業務（設

備）共通仕様書（以下、｢共通仕様書｣という。）｣及び別添２｢令和元・２年度東日本賃貸住宅本部

設計部内設計品質確認等業務（設備）特記仕様書（以下、｢特記仕様書｣という。）｣のとおり。

(4) 成果物

成果物は、特記仕様書 15 のとおり。

(5) 履行期間

令和元年 10月１日～令和３年３月 31日

４ 競争参加資格

（企業に関する資格要件）

(1) 次の 1）に掲げる資格を満たしている単体企業、又は 2）に掲げる資格を満たしている設計共同体
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であること。

1) 単体企業

① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号）第

331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。

② 当機構東日本地区における平成 31・32 度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る

一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、建築設計の業種区分の認定を受けているこ

と。

③ 競争参加資格申請書確認申請書（以下「申請書」という。）を提出する者は、建設業許可者と

資本面・人事面で関係※がないこと。

※認定基準：関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。

[1]建設業許可者の発行済み株式総数の 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し又は出資してい

る者を含む。）

[2]建設業許可者の代表権を有する役員が競争参加資格確認申請書提出者の代表権を有する役員

を兼ねている場合

[3]建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、競争参加資格確

認申請書については、その実態に即して判断する。

④ 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、当機構から本件業務の履行場所を含む区

域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

⑤ 平成21年度以降に完了した共同住宅における図書確認業務※１又は発注支援業務※２又は電気設

備実施設計業務又は機械設備実施設計業務の実績を 1 件以上有すること。（再委託による業務の

実績は含まない）

※1 図書確認業務とは、建設工事（耐震改修工事を含む。）等に係る設計等（設計、申請、

積算）に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。

※2 発注支援業務とは、建設工事（耐震改修工事を含む。）等に係る工事等の発注者を支援

する立場として、工事、積算等業務の発注に関する資料作成等業務をいう。

⑥ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。

2）設計共同体

① 上記 1）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者

の資格に関する掲示」（令和元年５月 29 日付東日本賃貸住宅本部長公示）に示すところにより

東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているも

のであること。なお、「企業の平成 21 年度以降に完了の業務実績」（様式-４）については、構

成員全員の実績を提出すること。

② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化し

ないこと。

（2）再委託は原則として禁止とするが、次の①又は②に掲げるものは、あらかじめ機構の承諾を得て

再委託できるものとする。

① 電気設備の予定管理技術者及び電気設備設計に関する業務
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② 機械設備の予定管理技術者及び機械設備設計に関する業務

なお、再委託する場合は、次の要件を全て満たした者を選定すること。

・４ (1)1)①から④、⑥に掲げる要件を満たしていること。なお、４(1)1)②については、該当

する職種における一般競争（指名競争）参加資格と読み替える。

・過去に携わった機構又は公的機関の物件において、不適切と判断される設計を行っていない

こと。

受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にして

おくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならな

い。

（3）予定管理技術者

次の①及び②の職種毎に掲げる基準を満たす専門分野別の予定管理技術者を当該業務に配置で

きること。設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が①又は②いずれかの予定管理技

術者を配置すること。その際、代表者が配置しない専門分野の予定管理技術者を再委託すること

を可とする。

なお、①及び②の設備関係分野において、職種ごとに掲げる基準をいずれも満たす者は、管理

技術者を兼任することができる。

また、実務経験は、各職種に関する実務であること。

① 電気設備 以下のいずれかであること

a) 設備設計一級建築士である者

b) 技術士（電気電子部門）、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、建築設備士いずれかの

資格取得後１年以上の実務経験のある者。

c) 電気設備に関する実務経験が５年以上ある者で、④に示す業務に従事したことがある者。

② 機械設備 以下のいずれかであること

a) 設備設計一級建築士である者

b) 技術士（衛生工学部門）、管工事施工管理技士、建築設備士のいずれかの資格取得後１年以

上の実務経験のある者。

c) 機械設備に関する実務経験が５年以上ある者で、④に示す業務に従事したことがある者。

③ 予定管理技術者の雇用関係

専門分野別の配置予定管理技術者は、申請書の提出期限日時点において恒常的な雇用関係が

あるものであること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱

う。

④ 平成21年度以降に完了した共同住宅における図書確認業務※１又は発注支援業務※２又は電気設

備実施設計業務又は機械設備実施設計業務の実績を１件以上有する者。（再委託による業務の実

績を含む）

※1 図書確認業務とは、建設工事（耐震改修工事を含む。）等に係る設計等（設計、申請、

積算）に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。

※2 発注支援業務とは、建設工事（耐震改修工事を含む。）等に係る工事等の発注者を支援

する立場として、工事、積算等業務の発注に関する資料作成等業務をいう。

(4) 予定担当技術者

予定担当技術者は、特記仕様書に記載されている業務対象物件である設計業務等、本業務と直接
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関係する設計業務等の担当技術者を兼任することはできない。

５ 総合評価に関する事項

(1) 総合評価の方法

１）技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を

与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。

① 企業の経験及び能力

② 予定管理技術者の経験及び能力

③ 実施方針

④ 評価テーマに関する技術提案

⑤ 技術提案の履行確実性

技術評価点＝（技術評価の最高点数＝60）×（技術点／技術点の満点）

技術点＝（（①に係る評価点）＋（②に係る評価点））＋（技術提案評価点）×（⑤の評価に

基づく履行確実性度）

入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格（予定価格に 10 分の７を乗じて得た額）以上の場

合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を１（100％）とする。

技術提案評価点＝（③に係る評価点）＋（④に係る評価点）

2) 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。

なお、価格評価点の最高点数は 30 点とする。

価格評価点＝最高点×（1－入札価格／予定価格）×2
※上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。

3）総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入

札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。

(2) 落札者の決定方法

入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」

「評価テーマに対する技術提案」並びに「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価

格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記（1）によって得

られた評価点の最も高い者を落札者とする。なお、評価点の最も高い者が 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。

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当であると認められるときは、予定価格の制

限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価点の最も高

い者を落札者とすることがある。

(3) 技術点を算出するための基準

技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。

なお、設計共同体の「企業の経験及び能力」については、構成員全員のうち最も低い者の技術

点を採用する。
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評

価

項

目

評価の着目点
技術点

判断基準

基
本
事
項
評
価

企
業
の
経
験
及
び
能
力

業
務
実
績

（様式－４）

４(1)1)⑤に記載した業務の実績（複数年契約の場合は、年度毎の中

間評価を終えたものを含む）を下記の順位で評価する。なお、実績が

無い場合は欠格とする。

記載する業務は 2 件とし、1件につき 1 枚以内に記載する。

①公的機関※の共同住宅における実績が 2 件以上ある者。

②公的機関の共同住宅における実績がある者、又は公的機関以外の

共同住宅における実績が 2 件以上ある者。

③公的機関以外の共同住宅における実績がある者。

※「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行

政法人をいう。（以下同じ）

① 2

② 1

③ 0

業
務
成
績

機構支援業務のうち設計品質確認等業務（全国）における平成 28 年

度完了業務の業務成績及び平成 29・30 年度業務の平成 29 年度及び平

成 30 年度の中間の業務成績を以下の順位で評価する。なお、複数の

業務成績がある場合にはその平均を採用する。

① 業務成績の平均点が８０点以上

② 業務成績の平均点が７５点以上８０点未満

③ 業務成績の平均点が７０点以上７５点未満

④ 業務成績の平均点が６５点以上７０点未満又は業務成績がな

い

⑤ 業務成績の平均点が６５点未満

※ 設計共同体での申請の場合、各構成員の業務成績の平均。（なお、機

構支援業務のうち設計品質確認等業務（全国）実績のない者が設計共同

体構成員となる場合、成績評定点の按分の際の得点は標準点とする。）

※ 業務実績のない者については、評価点を０点とする。

① 3

② 2

③ 1

④ 0

⑤▲3

企
業
独
自
の
取
組

（様式－８）

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する。

①次のいずれかの認定を受けている。

②次のいずれかの認定も受けていない。

イ 女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業等）※１

ロ 次世代法に基づく認定企業（くるみん・プラチナくるみん認定

企業）※２

ハ 若者雇用促進法に基づく認定企業（ユースエール認定企業）

※３

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法

律第 64 号）第９条に基づく基準に適合するものと認定された企業

（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）又は同法

第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していない

ものに限る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものに限る。）をいう。

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条又

は第15条の２に基づく基準に適合するものと認定された企業をい

う。

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98号）第

15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

① 2

② 0
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予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

業
務
実
績

（様式－５）

４(3)④に記載した業務の実績等を下記の順位で評価する。

記載する業務は 2 件とし、1件につき 1 枚以内に記載する。

再委託による業務の実績の場合の評価ウエイトは、1/2 とする。

実務経験は、各職種に関する実務であること。

【電気設備】

①以下のいずれかであること

a) 設備設計一級建築士である者。

b) 技術士（電気電子部門）、電気主任技術者、電気工事施工管理

技士、建築設備士いずれかの資格※取得後 10 年以上の実務経験の

ある者。

c) 電気設備に関する実務経験が 15 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

②以下のいずれかであること

a) 技術士（電気電子部門）、電気主任技術者、電気工事施工管理

技士、建築設備士いずれかの資格※取得後 5 年以上の実務経験の

ある者。

b) 電気設備に関する実務経験が 10 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

③以下のいずれかであること

a) 技術士（電気電子部門）、電気主任技術者、電気工事施工管理

技士、建築設備士いずれかの資格※取得後 1 年以上の実務経験の

ある者。

b) 電気設備に関する実務経験が 5 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

※複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を資格保有者

として記載すること。

① 4

② 2

③ 0

【機械設備】

①以下のいずれかであること

a) 設備設計一級建築士である者。

b) 技術士（衛生工学部門）、管工事施工管理技士、建築設備士の

いずれかの資格※取得後 10 年以上の実務経験のある者。

c) 機械設備に関する実務経験が 15 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

②以下のいずれかであること

a) 技術士（衛生工学部門）、管工事施工管理技士、建築設備士の

いずれかの資格※取得後 5 年以上の実務経験のある者。

b) 機械設備に関する実務経験が 10 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

③以下のいずれかであること

a) 技術士（衛生工学部門）、管工事施工管理技士、建築設備士の

いずれかの資格※取得後 1 年以上の実務経験のある者。

b) 機械設備に関する実務経験が 5 年以上ある者で、４(3)④に記

載した業務に従事した経験が１件以上ある者。

※複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を資格保有

者として記載すること。

① 4

② 2

③ 0

評価点小計（予定管理技術者の業務実績）   ／8
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地
域
精
通
度

（様式－６）

平成 21 年度以降の当該本部等における電気設備又は機械設備の業務

実績※１の有無について下記の順位で評価する。

①東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県のいずれかの都県

における業務実績、又は業務経験。

②東日本賃貸住宅本部管轄内地域※２における業務実績又は業務

経験。

③上記①、②に該当しない場合

※１業務実績とは、建設コンサルタント業務等をいう。

※２平成 31・32年度測量・土質調査・建設コンサルタント等競争参加資

格審査申請の登録地区において東日本地区内にあるものをいう。東日本

地区が含む都道県は、以下のとおり。東京都、千葉県、神奈川県、埼玉

県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、群馬県、青森県、岩手

県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、北海道、富山県、石川県

① 2

② 1

③ 0

技
術
提
案
書

実
施
方
針

業
務
理
解
度

（様式－９）

業務の目的、内容の理解度及び配慮事項等が的確に反映されている。
0～10

実
施
体
制

（様式－７）

業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価す

る。また、業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優

位に評価する。

なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバ

ックアップ体制が構築されておらず、業務の履行が充分になされない

恐れがある場合は、欠格とする。

0～11

評価テ

ーマに

関する

技術提

案

評価テー

マ：新築

及び耐震

改修事業

(設備)の

設計品質

確保にお

ける留意

点とその

対応策の

提案

（様式－10）

評価テーマにおける留意点の理解度、業務の進め方等、重点取組み事

項及びその選定理由を的確に表現している場合に優位に評価する。

0～11

（様式－11）

評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題

及びその対処方法に独自性、実現性がある場合に優位に評価する。

0～11

(4) 技術提案の履行確実性

別紙１のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。

(5) 評価内容の担保

落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行するこ

と。

また、技術提案の内容（実施方針や業務実施体制、評価テーマ）を履行できない状況が発生し

た場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されな

い場合は、業務成績評定減点とする場合がある。

さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の

審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履

行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとす
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る。

１）別紙１中３（２）の審査項目①～③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要

額を下回っていないか。

２）別紙１中３（２）の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額

が下回っていないか。

３）その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じて

いないか。

４）業務成果物のミス、不備等

(6) 履行確実性に関するヒアリング

入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒア

リングを行う。

１）どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格

の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施

する。

実施場所  ：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部内

実施予定日 ：令和元年８月９日（金）

出席者   ：予定管理技術者等

２）ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。

３）入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実

な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあるこ

とから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求め

る。

追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12の開札の後、令和元年７月 31 日（水）午後

５時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和元年８月５日（月）午

後５時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙１のとおり。

４）ヒアリングの出席者には、予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、

最大で３名以内とする。

(7) 本業務に関する積算基準、及び過年度業務の成果物のサンプル

閲覧場所：下記６(1)に同じ

閲覧期間：６月 25 日（火）まで（土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後

５時（ただし、正午から午後１時の間は除く。）まで）

(8) 本業務の業務内容に係る説明を、５(7)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、

期限前日までに６(1)の担当部局へ申し出ること。なお、質問は質問書(様式 12)により受け付ける。

６ 担当本部等

(1) 申請書、資料及び技術提案書について

〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー18 階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部設計課 電話 03-5323-2455

(2) 平成 31・32 年度の競争参加資格について

〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー19 階
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独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話 03-5323-2588

７ 競争参加資格の確認

(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（様式－１）及び資料（様式－２～５）を提出し、東日本賃貸住宅本部長（以下、「本部長」と

いう。）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。

４(1)1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場

合において、４(1)1)①③④⑤⑥、2)、４(2)、４(3) 、４(4)に掲げる事項を満たしているときは、

開札のときにおいて４(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格がある

ことを確認するものとする。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、

本競争に参加することができない。

① 提出期間：令和元年５月 29 日（水）から令和元年６月 13 日（木）まで

（土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後５時（ただし、

正午から午後１時の間は除く。）まで）

② 提出場所：６(1)に同じ

③ 提出方法：同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるもの

は受け付けない。

(2) 申請書は、様式－1 により作成すること。

(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでい

るものに限り記載すること。

また、「企業の平成 21 年度以降に完了の業務実績」（様式－４）に記載する業務、「専門分野別の

予定管理技術者の経歴等」（様式－５）に記載する業務の当該業務に係る契約書（業務名、契約金

額、履行期間、発注者、請負者の確認ができる部分）の写しを提出すること。

企業に求める業務の要件と、配置予定管理技術者に求める業務の要件が異なる部分があるので、

確認の上作成すること。

１） 登録状況

資格があることを確認できる資料として、平成 31・32 年度測量・土質調査・建設コンサルタン

ト等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格認定通知書の写しを添付すること。（様式-２）

ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付し、申請が受理されている

ことが確認できる書類がない場合その旨、上記６（2）に連絡すること。

２） 平成 21 年度以降に完了の業務実績

４（1）1)⑤に示す要件を満たす業務の実績を様式－４を用いて報告すること。

３） 予定管理技術者

上記４（3）に掲げる要件を満たす専門分野別の予定管理技術者の資格、４(3)④に示す業務の

経歴を様式－５に記載すること。

資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。

業務の経歴に記載する業務は最大２件とする。

同一の技術者を重複して複数業務の配置予定管理技術者とする場合において、他の業務を落札

したことにより配置予定管理技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を
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提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、入札書提出後開札から落札者決定

の間に他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき

は、直ちに６（1）の担当部局に申し出ること。

これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うこと

がある。

４） 業務拠点

本業務の拠点（代表者の予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）の所在を様式－

３に記載すること。

(4) 競争参加資格の確認及び評価は、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

果は令和元年６月 25日（火）までに通知する。

(5) その他

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及

びヒアリングに関する費用は、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 本部長は、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。

８ 苦情申し立て

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長等に対して競争参加資格がないと認めた理由につ

いて、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。

① 提出期限：令和元年７月２日（火）午後５時

② 提出場所：６(2)に同じ

③ 提出方法：提出場所に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和元年７月９日（火）までに説明を求めた者に対し書面

により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を

延長することがある。

(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立の適格を欠くと認められるときは、そ

の申立を却下する。

(4) 本部長は、（2）の回答を行ったときには、苦情申立の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧

による方法により遅滞なく公表する。

９ 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-12）により提出する

こと。

① 提出期間：令和元年５月 30 日（木）から令和元年６月 26 日（水）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10

時から午後５時（ただし、正午から午後１時の間は除く。）まで

② 提出場所：６(1)に同じ

③ 提出方法：提出場所へ持参又は同日同時刻必着での一般書留郵便による郵送とし、電送による

ものは受け付けない。
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(2) 入札説明書の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

① 閲覧期間：令和元年７月３日（水）から令和元年７月９日（火）までの土曜日、日曜日、休日

及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後５時（ただし、正午から午後１時の間は除

く。）まで

② 閲覧場所：６(1)に同じ

10 技術提案書の作成

上記７の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加

希望者は、次に従い技術提案書（様式４～11）を作成すること。

なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11 の提出方法

等に留意すること。

（１） 技術提案書作成上の留意事項

資料は次に従い作成すること。

なお、記載する上記５（３）の企業の業務実績及び技術者の業務実績又は経験については、業務

が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

１）企業の経験及び能力

  ①業務実績

  上記５（３）に掲げる企業の実績を有することが判断できる内容を様式－４に記載すること。

  また、実績を確認できる契約書（業務名称、契約金額、履行期間、発注者及び受注者の確認

ができる部分）の写しを添付すること。

  ②企業独自の取組

  上記５（３）の企業独自の取組に掲げる認定への適合状況を様式－８に記載すること。

  また、該当することを証明する書類（認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届（都道

府県労働局の受領印））の写しを添付すること。

２）予定管理技術者の経験及び能力

  上記５（３）の予定管理技術者に掲げる条件を満たすことを判断できる内容を様式－５及び

６に記載すること。

また、資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。

３）技術提案書

① 業務実施体制

業務の分担を様式－７に記載すること。予定管理技術者及び予定担当技術者の総数を記載する

とともに、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を

記載するとともに、再委託先及びその理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。また、申請書の提出者以外の企業に所属

する者を担当技術者とする場合には、企業名等と分担業務の内容を記載すること。

② 業務実施方針

本業務の実施方針を様式－９に記載すること。記載に当っては、Ａ4 判 1 枚以内に簡潔に記載

すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の

履行が十分になされない恐れがあるとみなすことがある。

③ 技術提案
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評価テーマに関する技術提案を、様式－10、11に記載すること。

本業務の内容に沿った評価テーマに対する取組み方法を具体的に記載すること。その記載にあ

たっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために

特に作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、1テーマにつきＡ4

判 1 枚以内に記載すること。

技術提案の提出が無い場合又は内容が殆ど記載されて居らず、提案内容が判断できない場合、

業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっ

ている場合、及び実施方針並びに技術提案の整合性が図られていない場合は競争参加資格が無い

とみなすことがある。

（２） その他

① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 提出された技術提案書は、返却しない。

③ 本部長は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。

④ 提出以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法

① 提出期限：令和元年７月 10 日（水）午後５時

② 提出場所：６(1)に同じ

③ 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できるもものが持参す

るものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

※本業務は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしている。

12 開札の日時及び場所

① 日 時：令和元年７月 29 日（月）（予定）（詳細については、別途通知による。）

② 場 所：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 19 階入札室

※開札時の立会いは不要とする。

なお、13 の手続に移行することとなった場合は、開札の日時及び場所は 13（7）によるものとし、

その旨別途通知する。

13 追加公募手続への移行

本件業務において、入札に参加する者が１者の場合は、再公募に準じて、開札を中断し、以下の

追加公募手順を踏まえたところで開札を行う。また、当初の入札者は、申請書、資料、技術提案書

及び入札書の再提出は必要ない。

（１）追加公募手続における競争参加資格の確認

７による。ただし、交付期間等は下記による。

a) 追加公募手続きによる入札説明書の交付期間及び交付方法

交付期間：令和元年７月 11 日（木）から令和元年７月 29 日（月）まで

交付方法：入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は

当機構ホームページからダウンロードすること。

b) 提出期間：令和元年７月 11 日（木）から令和元年７月 29 日（月）までの土曜日、日曜日、休
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日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後５時（ただし、正午から午後１時の間は

除く。）まで

c) 提出場所：６(1)に同じ

d) 提出方法：申請書及び資料の提出は、同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への

持参又は電送によるものは受け付けない。

（２）（１）の結果は、令和元年８月７日（水）までに通知する。

（３）追加公募手続における苦情申立て

   ①競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、

次に従い、書面（様式－12）により説明を求めることができる。

     提出期限：令和元年８月 21 日（水）午後５時

     提出場所：６(2)に同じ

  提出方法：提出場所に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

   ②本部長は、説明を求められたときは、令和元年８月 28 日(水)までに説明を求めた者に対し書面に

より回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延

長することがある。

   ③本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立の適格を欠くと認められるときは、その

申立を却下する。

   ④本部長は、②の回答を行ったときには、苦情申立の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧によ

る方法により遅滞なく公表する。

（４）追加公募手続きにおける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－12）により提出する

こと。

     a) 提出期間：令和元年７月 12 日（金）から令和元年８月８日（木）まで

       持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10時か

   ら午後５時（ただし、正午から午後１時の間は除く。）まで

     b) 提出場所：６(1)に同じ

     c) 提出方法：提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるも

のは受け付けない。

②上記①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

a) 閲覧期間：令和元年８月 22 日（木）から令和元年８月 29 日（木）までの土曜日、日曜日、休

日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後 5 時（ただし、正午から午後 1 時の間は除く。）まで

b) 閲覧場所：６(1)に同じ

(５) 追加公募手続による技術提案書の作成

１）上記 13（１）の追加公募手続における競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書

により資格を有すると認められた参加希望者は、上記 10 に従い技術提案書（様式４～11）を

作成すること。

なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、下記

13（６）の提出方法等に留意すること。

（６）追加公募手続における入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法

  a) 提出期限：令和元年８月 30 日（金）午後５時
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     b) 提出場所：６(1)に同じ

  c) 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するも

のとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

  ※本業務は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしている。

（７）追加公募手続における開札の日時及び場所

     a) 日時：令和元年９月 18 日（水）（予定）（詳細については、別途通知による。）

     b) 場所：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室

  ※開札の立会いは不要とする。

  ※上記（1）の提出期間において申請書及び確認資料の提出がない場合は、速やかに開札を実施を実

施する。

（８）本業務に関する積算基準及び過年度業務の成果物のサンプル

     a) 閲覧場所：６(1)に同じ

     b) 閲覧期間：８月７日（水）までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午

後５時（ただし、正午から午後１時の間は除く。）まで

  c) 閲覧にあたっては、事前に６(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。

(９) 本業務の業務内容に係る説明を、13(8)b)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、

期限の前日までに６(1)の担当部局へ申し出ること。なお、質問は質問書（様式 12）により受け付

ける。

14 入札方法等

(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

なお、開札時の立会いは不要とする。

(2)17(2)に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において

必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。

(3)入札書は、別紙２を参考に必要事項を記入のうえ、押印（代表者若しくは代表者から当機構東日

本賃貸住宅本部長が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能

な旨、委任を受けた者が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合

は、年間委任状が必要である。）したものを封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時及び

入札企業名を明記すること。

(4)落札決定に当っては、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。

(5)入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

なお、２回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、１

回目の入札と同様に(1)から(6)による。

(6)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。

15 入札保証金及び契約保証金 免除
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16 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、資料及び技術提案書に虚偽の記

載をした者のした入札並びに入札心得書（当機構ホームページ参照）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、本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ものは、競争参加資格のない者に該当する。

17 落札者の決定方法

(1) ５(2)による。

(2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファ

クシミリの送信により通知する。

(3) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額（「調査基準価格」という。）

を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。

調査基準価格＝予定価格×７／10

低入札価格調査の内容については以下のとおり

イ その価格により入札した理由（必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。）

ロ 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制

ハ 業務（企業）・業務（技術者）の手持ち業務の状況

ニ 過去に受託、履行した業務（企業）・業務（技術者）の名称及び委託者

ホ 経営内容

ヘ その他必要な書類

18 手続きにおける交渉の有無 無

19 契約書作成の要否等

建築設計業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。

20 支払条件 前払金 有 部分払い及び完成払い

21 火災保険付保の要否 否

22 関連情報を入手するための照会窓口

６(2)に同じ

23 その他の留意事項

(1) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。

(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、申請書、資料及び技術提案書を無

効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。

(3) 指名通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場合がある。

(4) 提出された申請書、資料及び技術提案書は返却しない。なお、提出された資料は、技術提案書
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の評価以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意

を得るものとする。

(5) 予定管理技術者は予定担当技術者を兼任することができるものとする。

(6) 予定管理技術者は担当職員と常時連絡を取れる体制とする。

(7) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の管理技術者を本業務に配置する

こと

また、申請書及び資料の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、退職等のやむをえない理由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委託

者の了解を得なければならない。

(8) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものと

する。

(9) 本業務の実施については、関係法令等を厳守すること。

(10) 本業務は、建設コンサルタント等成績評定対象業務である。受託者には、業務完了後、業務成

績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務委託時に、

価格以外の評価項目として使用することがある。

(11) 受託者は、「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。

(12) 落札者は、提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できな

い状況が発生した場合は、委託者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針

等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価

テーマの項目毎に５点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大 20 点の減点とする。

(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

22 年 12 月７日閣議決定）において、独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合

には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなど

の取組を進める とされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホーム ページで公表する

こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募

又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただ

きますので、ご了知願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていた

だけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願

います。

イ 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること

② 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以

上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること

ロ 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数
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量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当機構に

おける最終職名

② 当機構との間の取引高

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該

当する旨３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

④ １者応札又は２者応募である場合はその旨

ハ 当方に提供していただく情報

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構にお

ける最終職名等）

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

ニ 公表日

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内

(14) 公正な入札の確保

入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。

イ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）

等に抵触する行為を行ってはならない。

ロ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

ハ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。

以 上
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                                   （様式－１）

               

注）返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（392

円）の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。

                                   

            競争参加資格確認申請書

                              令和  年 月 日

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

本部長 田島 満信 殿

                  提出者） 住 所

                       商号又は名称

                       代表者氏名

                  作成者） 担当部署

                       氏 名

                       電話番号

                       FAX

（設計共同体の場合は、以下のように記入すること。）

                       住  所：共同体事務所の所在地

                       電話番号：共同体事務所の電話番号

                       F  A  X：共同体事務所の FAX

                       会 社 名：○○○○業務

                            △△・××設計共同体

                       代 表 者：△△㈱ 役職名 氏名 印

                            ○○㈱ 役職名 氏名 印

令和元年○月○日付けで公告がありました令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品

質確認等業務（設備）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、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95

号）第 331 条各号及び第 332 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について

は事実と相違ないことを誓約します。
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（様式－２）

・建設コンサルタント登録規程に基づく登録状況

平成 31・32 年度測量・土質調査・建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資

格の認定書の写し

注１：設計共同体の場合は構成員全員の登録状況を提出すること。

注２：申請時に登録のない者は、一般競争（指名競争）参加資格申請が受理されていることを

確認できる書類を提出すること。
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（様式－３）

・本業務の拠点

住所

電話番号

FAX

会社名

役職名 代表者氏名



21

（様式－４）

・企業の平成 21 年度以降に完了の業務実績

                               会社名）○○○○

業務分類※1

業務名

TECRIS 登録番号

契約金額

履行期間

発注機関名

住所

TEL

業務の概要

※1 業務分類には、入札説明書４(1)1)⑤に記載のある業務について、「公的機関の共同住宅に

おける業務」、又は「公的機関以外の共同住宅における業務」のどちらに該当するかを記載

する。

設計共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。
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（様式－５）

専門分野別の予定管理技術者の経歴等

電気

設備

※2

※3

氏名：

所属・役職：

保有資格あり・実務経験

保有資格 実務経験

設備設計一級建築士（登録番号：     取得年月日：     ） 年

技術士（電気電子部門）（登録番号：    取得年月日：     ） 年

電気主任技術者    （登録番号：    取得年月日：     ） 年

電気工事施工管理技士（登録番号：    取得年月日：     ） 年

建築設備士     （登録番号：    取得年月日：     ） 年

実務経験（保有資格なし）

実務経験 年

実績※1

機械

設備

※2

※3

氏名：

所属・役職：

保有資格あり・実務経験

保有資格 実務経験

設備設計一級建築士 （登録番号：    取得年月日：     ） 年

技術士（衛生工学部門）（登録番号：    取得年月日：     ） 年

管工事施工管理技士 （登録番号：    取得年月日：     ） 年

建築設備士     （登録番号：    取得年月日：     ） 年

実務経験（保有資格なし）

実務経験 年

実績※1

※1 入札説明書の４(3)④に示した業務の実績を記載する。また記載した業務の係る契約書の

写しを添付すること。

※2 設計品質確認等業務の一部について、予定管理技術者を再委託する場合は、様式－７ 業

務実施体制(2)に記載すること。

※3 関連法による登録の証明書を添付すること。
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（様式－６）

・代表者の予定管理技術者の平成 21 年度以降に完了の業務実績※1、業務経験※2

業務分類

業務名

契約金額

履行期間

履行場所

発注支社等名

担当部署等名

業務概要

注 1：業務の概要については、具体的に記載すること。

※1 業務実績とは、建設コンサルタント等業務をいう。

※2 業務経験とは、4(3)④に記載した業務のうち、共同住宅における業務をいう。

※3 記載する業務実績、業務経験は最大 2件とし、図面、写真等を引用する場合も含め、1件

につき 1枚以内に記載する。
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（様式－７）

・業務実施体制（1）

電気設備 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容

予定管理技術者

予定担当技術者 配置予定人数   人

機械設備 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容

予定管理技術者

予定担当技術者 配置予定人数   人

注 1：氏名にはふりがなをふること。

・業務実施体制（2）

分担業務の内容         備      考

注 1：業務の分担について記載する。（業務分担を行わない場合は記載する必要はない。）

注 2：設計共同体により業務を実施する場合は、備考欄に設計共同体の構成員である旨を記述す

るとともに、企業名等を記載すること。また代表者はその旨を記述すること。

注 3：他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載

するとともに、再委託先はその理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。
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（様式－８）

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況

※ １～３の全項目について、該当するものに○を付けること。

※ それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・    

変更届（都道府県労働局の受領印写し）を添付すること。（外国法人については認定等相

当確認通知書）

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等

  ○ １段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準

    を満たしている。

【 該当 ・ 該当しない 】

  ○ ２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準

    を満たしている。

【 該当 ・ 該当しない 】

  ○ ３段階目の認定を取得している。

【 該当 ・ 該当しない 】

  ○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をして

    おり、かつ、常時雇用する労働者が３００人以下である。

【 該当 ・ 該当しない 】

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定

  ○ 「くるみん認定」を取得している。

【 該当 ・ 該当しない 】

  ○ 「プラチナくるみん（特例）認定」を取得している。

【 該当 ・ 該当しない 】

３ 若者雇用促進法に基づく認定

  ○ 若者雇用推進法に基づく認定（ユースエール認定）を取得している。

【 該当 ・ 該当しない 】

※ 上記の各項目（○印）のうち、いずれかが該当すれば適合とします
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（様式－９）

・実施方針

業務理解度（業務の目的、内容の理解度及び配慮事項等）

実施体制（業務実施手順を示す業務フロー、業務量の把握状況を示す工程計画、業務の品質確

保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等）

※ 業務実施体制図には、予定担当技術者の想定される業務経験等（例：一級建築士取得後の実

務経験○年等）を加味し作成すること。
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（様式－10）

・評価テーマに対する技術提案

評価テーマ：新築及び耐震改修事業(設備)の設計品質確保における留意点とその対応策の提

案（評価テーマにおける留意点の理解度、業務の進め方等、重点取組み事項及びその選定理由

等。）
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（様式－11）

・評価テーマに対する技術提案

評価テーマ：新築及び耐震改修事業(設備)の設計品質確保における留意点とその対応策の提

案（評価テーマにおける着目点、問題点、解決方法等、業務遂行上の課題及びその対処方法に

独自性、実現性がある。）
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（様式－12）

令和  年 月 日

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

本部長 田島 満信   殿

（提出者） 住  所

名  称

代表者名              印

質  問  書

令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品質確認等業務（設備）説明書について、

次のとおり質問します。

質問事項
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別紙１

履行確実性の審査・評価のための追加書類等について

１ 調査基準価格

調査基準価格は、予定価格に 10分の７を乗じて得た額とする。

２ 履行確実性の審査のための追加資料（調査基準価格未満の場合）

入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資

料の提出を求めるものとする。

＜追加資料＞

(1) 当該価格により入札した理由（様式１）

(2) 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書（様式２）

(3) 一般管理費等内訳書（様式２－１）

(4) 当該契約の履行体制（様式３）

(5) 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況（様式４）

(6) 手持ち業務の人工（様式４－１）

(7) 配置予定技術者名簿（様式５）

(8) 直接人件費内訳書（様式５－１）

(9) 手持ち機械等の状況（機械等を使用する業務に限る）（様式６）

(10) 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称（様式７）

(11) 再委託先からの見積書（再委託先からの押印があるもの）

(12) 過去３カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書

(13) 過去２カ年分の賃金台帳の写し（前年１月～12 月、今年１月～直近月）

(14) 過去３カ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し

なお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者（管理技術者及び担当技術者）及び再委託

先技術者を記載するものとする。

３ 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要

(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る。）、

ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合

には、技術提案に係る評価点（以下「技術提案評価点」という。）をその履行確実性に応

じて付与する。

なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出

しない場合は、(2)の履行確実性の評価をＥとし、履行確実性度を０として評価するもの

とする。

(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されている

か、②配置予定技術者（照査予定技術者を除く。以下同じ。）に適正な報酬が支払われる

ことになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正

かをそれぞれ審査し、①から④までの項目毎に審査した上で、５段階（Ａ～Ｅ）で総合的
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に評価する。

(3) 審査の目安は、次のとおりとする。

イ 業務の内容に対応した費用が計上されているか。

審査内容 様式 審査の目安

直接人件費、直接経費、

その他原価、一般管理費

等が必要額を確保してい

るかを審査する。

様式１

様式２

様式２－１

様式５

様式６

◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又

は必要額を下回った費用についてはその理由が明確で

ある。

×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が

不備として「×」とする。）

※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①～④のそれぞれの項目に

記載された額とする。

業種区分 ① ② ③ ④

建築設計業務

（設備）
直接人件費の額 直接経費の額

技術料等経費の

額に10分の６を

乗じて得た額

諸経費の額に 10

分の６を乗じて

得た額

ロ 予定配置管理技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。

審査内容 様式 審査の目安

予定配置管理技術者への

適正な報酬の支払いが確

保されているか。

様式３

様式５

様式５－１

過去３カ月分の給与

明細書、過去２カ年

分の賃金台帳の写

し、過去３カ月分の

法定福利費（事業者

負担分）の負担状況

が確認できる書面の

写し

◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が

会社等において定められた額以上を確保している又は

必要額を下回っていても理由が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が

不備として「×」とする。）

予定配置管理技術者の人

工が適正であるか。

様式４

様式４－１

様式７

◯業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）を確保

している又は人工が必要人工（標準案）を下回ってい

るがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、その理由

が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料

が不備として「×」とする。）

上記の２つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
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ハ 品質管理体制が確保されているか。

審査内容 様式 審査の目安

予定担当技術者への適

正な報酬の支払いが確

保されているか。

様式３

様式５

様式５－１

過去３カ月分の給与

明細書、過去２カ年分

の賃金台帳の写し、過

去３カ月分の法定福

利費（事業者負担分）

の負担状況が確認で

きる書面の写し

◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が

会社等において定められた額以上を確保している又は

必要額を下回っていても理由が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が

不備として「×」とする。）

予定担当技術者の人工

が適正であるか。

様式４

様式４－１

様式７

◯業務内容に応じて、人工が必要人工（標準案）を確保

している又は人工が必要人工（標準案）を下回ってい

るがその理由が明確である。

×人工が必要人工（標準案）を下回っており、その理由

が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料

が不備として「×」とする。）

上記の２つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。

ニ 再委託先への支払いは適切か。

審査内容 様式 審査の目安

再委託業務内容を再委

託先が確認しているか。

様式２

様式３

様式５－１

再委託先見積書

◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。

×明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加

筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。（ただし、

提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が

不備として「×」とする。）

※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内

容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な

審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状

況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。

(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。

イ 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、

契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないこと

から、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情が

ない限り、(2)の履行確実性の評価をＡとし、履行確実性度を 1.0 として評価するもの

とする。

ロ 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含

め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①か

ら③までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数

に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度

を付与するものとする。

以 上
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履行確実性の審査のための追加資料作成要領（各様式別）

各様式共通

１ 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することが

できる。（この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

２ 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を

求めることがある。

様式１ 当該価格により入札した理由

記載要領

１ 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は

類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。

２ なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行う

ことは当然である。

様式２ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書

記載要領

１ 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する

内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書（一

次内訳書）とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書（二次内訳書）を提出すること。

この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費

用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出

すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。

２ 内訳書には、再委託（契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含

む。以下、作成要領において同じ）を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区

分を明らかにすること。

３ 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなけれ

ばならない。

４ 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るとき

は、その下回る額を不足額として一般管理費等（建築関係の建設コンサルタント業務等にあっ

ては、間接経費）に計上し、「付加利益」の内数として記載する。

５ 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等

の名目による金額計上は行わないものとする。

【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】

６ 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の３つに分類し、当該業務担当

部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事

務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却
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費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を

継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払

利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理

費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。

様式２－１ 一般管理費等内訳書

記載要領

  一般管理費等（建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費）について内訳明

細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務

の担当部署以外の本支店経費（地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など）に係る

項目別の金額を明示すること。

様式３ 当該契約の履行体制

記載要領

１ 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書（建築関係の建設コンサルタント業務のう

ち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関

係コンサルタント業務にあっては仕様書等）において指定した軽微な部分を含め再委託を行う

予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予

定金額及び再委託を行う理由を記載する。

２ 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

３ 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技

術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。

４ 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場

合は、備考欄に会社名を明記すること。

様式４ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況

記載要領

配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等

すべてについて記載するものとする。（照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む）

様式４－１ 手持ち業務の人工

記載要領

１ 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。（照査予定技術者及び再委託先の配置

予定技術者を含む）

２ 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するも

のとし、記載にあたっては、業務工程表（当該業務においては技術提案書の工程計画）と整合

を図ること。

３ 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書（様式２）の項目と

あわせる。
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４ 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、１日８時間勤務を超過しないこと。

様式５ 配置予定技術者名簿

記載要領

１ 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格

については少なくとも記載すること。（照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む）

２ 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

３ 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技

術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。

添付資料

１ 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でない

ことを証明する健康保険証等の写しを添付する。（建築関係の建設コンサルタント業務につい

ての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、

契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付す

る。）

２ 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。

様式５－１ 直接人件費内訳書

記載要領

１ すべての配置を予定する技術者について記載する。（照査予定技術者及び再委託先の配置予

定技術者を含む）

２ 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定

の作業時間を記載する。

３ 「年間総労働時間」については、前年（１月～１２月）の配置を予定する技術者が実際に勤

務した時間を記載する。（前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数

を記載し、入社日を備考欄に記載する。）

４ 「年収」については、前年（１月～１２月）の配置を予定する技術者に対して支給された給

与・手当・賞与などの総額を記載する。（前年の途中で入社した技術者については、入社日以

降の年収を記載する。）

５ 「法定福利費」については、前年（１月～１２月）の配置を予定する技術者に関して発生し

た社会保険等の会社負担額を記載する。（前年の途中で入社した技術者については、入社日以

降の法定福利費を記載する。）

６ 「退職給付費用」については、前年（１月～１２月）の配置を予定する技術者に関して発生

した退職給付費用を記載する。（前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職

給付費用を記載する。）

様式６ 手持ち機械等の状況

※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。

＜機械を保有している場合＞
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記載要領

１ 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。

２ 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載す

ること。

＜機械をリースする場合＞

記載要領

１ 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定

業者について作成する。

２ 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記

載すること。

３ 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予

定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括

弧書きで記載する。

様式７ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称

記載要領

過去５年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又

は類似の業務（契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査

業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。）すべて（入札日時

点で履行中のものは除く。）について、新しい順に記載する。

  なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。

◯再委託先からの見積書の写し

  再委託を予定する業務内容全て（軽微なものを含む）において、再委託先（予定を含む）か

らの見積書（再委託先の押印があるもの）を提出する。（金額、内訳が記載されているもの）

◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し

  配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。

  ①過去３カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書

②過去２カ年分の賃金台帳（前年１月～12月、今年１月～直近月）

③過去３カ月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面



履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧

様式番号

様式１

様式２

様式２－１

様式３

様式４

様式４－１

様式５

様式５－１

様式６

様式７

手持ちの建設コンサルタント業務等の状況

名　称

当該価格により入札した理由

入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書

一般管理費等の内訳書

当該契約の履行体制

手持ち業務の人工

配置予定技術者名簿

直接人件費内訳書

手持ち機械等の状況

過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称

37



様式１

　　

当該価格により入札した理由

38



様式２

（標準記載例）

業務名称

うち自社実施
金額（Ｂ）

うち再委託予定
金額（Ｃ）

直接人件費 一次内訳書－１

諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書

間接経費

技術料等経費

特別経費

再委託予定金額の比率
◯◯％

合計

入札価格の内訳書

項目 種別 業務実施金額（Ａ＝Ｂ＋Ｃ） 備考
機構積算額

（Ｄ）

39



様式２

（標準記載例）

（一次内訳書の様式）

項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考

直接人件費 人・時間数

（諸経費に係る内訳書の様式）

項目 種別 備考

諸経費 直接経費

間接経費

入札価格の内訳書の明細書

業務実施金額

小計

一次内訳書－１　直接人件費用内訳書

細別

諸経費の内訳

諸経費計

一般管理費

その他経費

付加利益

40



様式２－１

金額（円） 備考

契約対象業務名

費目・項目

一般管理費等内訳書

41



様式３

（１）履行のための体制図

（２）業務に係る実施体制

技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考

当該契約の履行体制

42



様式４

（　　　　　　　技術者）（氏名　：　　　　　　　　　　　）

業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考

手持ちの建設コンサルタント業務等の状況

43



様式４－１

（◯◯技術者）（氏名：◯◯　◯◯） 日数を記入

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

小計

小計

小計

手持ち業務の人工（当該業務も含む）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
業務名・業務項目

４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月

計 備考

人工合計（日）

営業日

44



様式５

区分 氏名 資格
取得年月日
交付年月日

免許番号
交付番号

備考

配置予定技術者名簿

45



様式５－１

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）
調査対象
業務作業

時間

年間総労
働時間

年収
法定福利

費
退職給付

費用
年間人件費
＝(4)+(5)+(6)

人件費単価
＝(7)/(3)

調査対象業
務直接人件
費＝(8)×(2)

（時間） （時間） （円） （円） （円） （円） （円/時） （円）

合計⇒

技術者名
備考

直接人件費内訳書

46



様式６

＜自社又は再委託予定先が保有している場合＞

工種・種別 機械名称 単位 数量 ﾒｰｶｰ名
専属的使
用予定日

数
備考

＜自社又は再委託予定先がリースする場合＞

業者名 所在地
入札者との

関係
（取引年

手持ち機械等の状況

規格・型式・能力・年式

ﾒｰｶｰ名

リース元名

備考

（機械等を使用する場合に限る）

工種・種別 機械名称
規格・型式・能力・

年式
単位 数量

47



様式７

（　　　　　　　技術者）（氏名　：　　　　　　　　　　　）

通し
番号

業務名 履行期間 契約金額
業務成績
評定点

備考

過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称

48
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別紙２

入 札 書

金             円也

ただし、（件名）令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計

品質確認等業務(設備）

入札（見積）心得書を承諾のうえ、入札します。

令和   年   月   日

住 所

氏 名 印

代理人氏名 印

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

本部長 田 島  満 信 殿

連

絡

先

開札結果通知先

ファクシミリ番号

連絡先担当者名

連絡先電話番号
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建築設計業務請負契約書

１ 設計業務の名称 令和元・２年度東日本賃貸住宅本部設計部内設計品質

確認等業務（設備）

２ 履行期間     年  月  日から    年  月  日まで

３ 請負代金額

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額）

４ 支払条件 前金払30％以内、部分払 回及び完成払

５ 契約保証金

上記の設計業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における

合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従っ

て誠実にこれを履行するものとする。(ﾍ)

また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の○

○設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、

各自１通を保有する。(ﾍ)

年  月  日

発注者(ﾍ) 住所

氏名              印

受注者(ﾍ) 住所

氏名              印

［注］ 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所

及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及び

その他の構成員の住所及び氏名を記入する。(ﾍ)
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（総則）

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基

づき、設計業務請負仕様書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計仕様書を内容とする

業務の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。(ﾍ)

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の

履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下

「成果物」という。）を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代

金額を支払うものとする。(ﾍ)

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を

受注者又は第15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができ

る。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従

い業務を行わなければならない。(ﾍ)

４ 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は

前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完

了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

(ﾍ)

５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語

とする。(ﾍ)

６ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。(ﾍ)

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設

計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）

に定めるものとする。(ﾍ)

８ この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法（明治

29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによる

ものとする。

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第50条の規定に基づき、発注者と

受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てにつ

いては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(ﾍ)

11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契

約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発

注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該

共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、

発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者

を通じて行わなければならない。(ﾍ)

（指示等及び協議の書面主義）

第２条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、

回答及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければな
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らない。

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注

者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この

場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、

７日以内にこれを相手方に交付するものとする。(ﾍ)

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行う

ときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(ﾍ)

（業務工程表の提出）

第３条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計仕様書に基づいて業務工

程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として、「14」と記入する。

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日

から○日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として、「７」と記入する。

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更さ

れた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し

て業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第１

項中の「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み

替えて、前２項の規定を準用する。(ﾍ)

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(ﾍ)

（契約の保証）

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる

保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保

証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら

ない(ﾍ)。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証す

る銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の

前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に

規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証(ﾍ)

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による

保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保

証保険契約の締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項にお

いて「保証の額」という。）は、請負代金額の10分の１以上としなければ

ならない。

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付

したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたも
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のとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金

の納付を免除する。(ﾍ)

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の

10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、

受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(ﾍ)

［注］ 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。

（権利義務の譲渡等）

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場

合は、この限りでない。(ﾍ)

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等

を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供

してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この

限りでない。(ﾍ)

（秘密の保持）

第６条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。(ﾍ)

２ 受注者は、発注者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う

上で得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡し

てはならない。(ﾍ)

（著作権の譲渡等）

第７条 受注者は、成果物（第38条第１項に規定する指定部分に係る成果物

及び同条第２項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から

第10条までにおいて同じ。）又は成果物を利用して完成した建築物（以下

「本件建築物」という。）が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項

第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、

当該著作物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（著

作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにお

いて「著作権等」という。）のうち受注者に帰属するもの（著作権法第２

章第２款に規定する著作者人格権を除く。）を当該成果物の引渡し時に発

注者に譲渡する。(ﾍ)

（著作者人格権の制限）

第８条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾

する。この場合において、受注者は、著作権法第19条第１項又は第20条第

１項に規定する権利を行使してはならない。(ﾍ)

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、

広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは

翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三

者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせる
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こと。(ﾍ)

三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。

四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、

又は取り壊すこと。

２ 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。(ﾍ)

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。  

二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。(ﾍ)

３ 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第

１項又は第20条第１項に規定する権利を行使してはならない。(ﾍ)

（受注者の利用）

第９条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを

許諾する。(ﾍ)

（著作権の侵害の防止）

第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害

するものでないことを、発注者に対して保証する。(ﾍ)

２ 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第

三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない

ときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとす

る。(ﾍ)

（一括再委託等の禁止）

第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定し

た部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(ﾍ)

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとすると

きは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更し

ようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定

した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りで

ない。(ﾍ)

３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者

の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(ﾍ)

（特許権等の使用）

第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の

法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対

象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任

を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合

において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受

注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関

して要した費用を負担しなければならない。(ﾍ)

（調査職員）

第14条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しな
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ければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。(ﾍ)

２ 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づ

く発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委

任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を

有する。(ﾍ)

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管

理技術者に対する業務に関する指示(ﾍ)

二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出

又は質問に対する承諾又は回答(ﾍ)

三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(ﾍ)

四 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他

この契約の履行状況の調査(ﾍ)

３ 発注者は、２名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときに

あってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約

書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した

権限の内容を、受注者に通知しなければならない。(ﾍ)

４ 第２項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面に

より行わなければならない。(ﾍ)

５ この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調

査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達

した日をもって発注者に到達したものとみなす。(ﾍ)

（管理技術者）

第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名

その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更

したときも、同様とする。(ﾍ)

２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、

請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第16

条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、

同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契

約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。(ﾍ)

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管

理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、

当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(ﾍ)

（管理技術者等に対する措置請求）

第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第２項の

規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務

の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理

由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。(ﾍ)

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項
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について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知

しなければならない。(ﾍ)

３ 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる

ときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を

とるべきことを請求することができる。(ﾍ)

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項

について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知

しなければならない。(ﾍ)

（履行報告）

第17条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行につ

いて発注者に報告しなければならない。(ﾍ)

（貸与品等）

第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物

品等（以下「貸与品等」という。）の品名、数量等、引渡場所及び引渡時

期は、設計仕様書に定めるところによる。(ﾍ)

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から７

日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。(ﾍ)

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ない。(ﾍ)

４ 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書

の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければなら

ない。(ﾍ)

５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はそ

の返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければな

らない。(ﾍ)

（設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務）

第19条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注

者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修

補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合におい

て、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき

事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間

若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。(ﾍ)

（条件変更等）

第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事

実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求し

なければならない。(ﾍ)

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致し

ないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
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二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計仕様書の表示が明確でないこと。

四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件

が実際と相違すること。

五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することので

きない特別な状態が生じたこと。

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に

掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わな

ければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の

立会いを得ずに行うことができる。(ﾍ)

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき

措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調

査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。た

だし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか

じめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。(ﾍ)

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合に

おいて、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又

は変更を行わなければならない。(ﾍ)

５ 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、

発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。(ﾍ)

（設計仕様書等の変更）

第21条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるとき

は、設計仕様書又は業務に関する指示（以下この条及び第23条において「設

計仕様書等」という。）の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を

変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ﾍ)

（業務の中止）

第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に

通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要が

あると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注

者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき

若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。(ﾍ)

（業務に係る受注者の提案）

第23条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替

方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当
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該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。

(ﾍ)

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要が

あると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。

(ﾍ)

３ 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、

必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなけれ

ばならない。(ﾍ)

（受注者の請求による履行期間の延長）

第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に

業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発

注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると

認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その

履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請

負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。(ﾍ)

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、

履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。(ﾍ)

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場

合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注

者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求する

ことができる。(ﾍ)

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、請

負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。(ﾍ)

（履行期間の変更方法）

第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が

定め、受注者に通知する。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として、「14」と記入する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第24条の場合にあっ

ては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、

受注者が履行期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日

を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。(ﾍ)

（請負代金額の変更方法等）
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第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が

定め、受注者に通知する。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として、「14」と記入する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議

開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。(ﾍ)

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害

を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受

注者とが協議して定める。(ﾍ)

（一般的損害）

第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき

生じた損害（次条第１項又は第２項に規定する損害を除く。）については、

受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（設計仕様書に定めると

ころにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者

の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(ﾍ)

（第三者に及ぼした損害）

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対

して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負

担する。(ﾍ)

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額（設計仕様書に定める

ところにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発

注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生

じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、

発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべ

き事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで

ない。(ﾍ)

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場

合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものと

する。(ﾍ)

（請負代金額の変更に代える設計仕様書の変更）

第30条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定によ

り請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別

の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え

て設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す
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る。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として、「14」と記入する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を

増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注

者に通知することができる。(ﾍ)

（検査及び引渡し）

第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなけれ

ばならない。

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」

という。）は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日か

ら14日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業

務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知

しなければならない。(ﾍ)

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果

物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければ

ならない。(ﾍ)

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡し

を請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。

この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

(ﾍ)

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発

注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業

務の完了とみなして前４項の規定を準用する。(ﾍ)

（請負代金額の支払い）

第32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金額の支払

いを請求することができる。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

30日以内に請負代金額を支払わなければならない。(ﾍ)

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を

完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間

の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日

数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間

の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた

日において満了したものとみなす。(ﾍ)

（引渡し前における成果物の使用）

第33条 発注者は、第31条第３項若しくは第４項又は第38条第１項若しくは

第２項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者

の承諾を得て使用することができる。(ﾍ)
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２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意

をもって使用しなければならない。(ﾍ)

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことに

よって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければなら

ない。(ﾍ)

（前金払）

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期

限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定す

る保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注

者に寄託して、請負代金額の10分の３以内の前払金の支払いを発注者に請

求することができる。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

14日以内に前払金を支払わなければならない。 (ﾍ)

３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後

の請負代金額の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当

する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合にお

いては、前項の規定を準用する。(ﾍ)

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前

払金額が減額後の請負代金額の10分の４を超えるときは、受注者は、請負

代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければなら

ない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをし

ようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除する

ことができる。(ﾍ)

５ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増

額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額

であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請

負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済

みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の４の額を差し引い

た額を返還しなければならない。(ﾍ)

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間

について、その日数に応じ、年（365日当たり）2.7パーセントの割合で計

算 し た 額 の 遅 延 利 息 の 支 払 い を 請 求 す る こ と が で き る 。

(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾎ)(ﾍ)(ﾄ)(ﾁ)(ﾙ)(ﾜ)

［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。

（保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさ

らに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、

変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。(ﾍ)

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合にお



62

いて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄

託しなければならない。(ﾍ)

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合に

は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(ﾍ)

［注］前払金を支払わない場合は、この条を削除する。

（前払金の使用等）

第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入

費（この業務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支

払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し

てはならない。(ﾍ)

［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。

（部分払）

第37条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する請負代金

相当額の10分の９以内の額について、次項以下に定めるところにより部分

払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えるこ

とができない。(ﾍ)

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に

係る業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合

において、発注者は、通知を受けた日から14日以内に受注者の立ち会いの

上、設計仕様書の定めるところにより、その確認をするための検査を行い、

当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。(ﾍ)

３ 受注者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求するこ

とができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から14

日以内に部分払金を支払わなければならない。(ﾍ)

４ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請

負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。(ﾍ)

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額

×（９／10－前払金の額／請負代金額）

５ 第３項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求を

する場合においては、第１項及び第４項中「請負代金相当額」とあるのは、

「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除

した額」とするものとする。(ﾍ)

（部分引渡し）

第38条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だっ

て引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）

がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第

31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とある

のは「指定部分に係る成果物」と、同条第４項及び第32条中「請負代金額」

とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定
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を準用する。(ﾍ)

２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なも

のであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡

しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるの

は「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成

果物」と、同条第４項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡

しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。(ﾍ)

３ 前２項の規定により準用される第32条第１項の規定により受注者が請

求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式

により算定する。この場合において、第１号中「指定部分に相応する請負

代金額」及び第２号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受

注者とが協議して定める。ただし、発注者が前２項において準用する第31

条第２項の検査の結果を通知した日から○日以内に協議が整わない場合

には、発注者が定め、受注者に通知する。(ﾍ)

一 第１項に規定する部分引渡しに係る請負代金額

指定部分に相応する請負代金額×（１－前払金の額／請負代金額）

二 第２項に規定する部分引渡しに係る請負代金額

引渡部分に相応する請負代金額×（１－前払金の額／請負代金額）

［注］ ○の部分には、原則として「14」と記入する。

（第三者による代理受領）

第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領に

つき、第三者を代理人とすることができる。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合におい

て、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨

の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条（第38条におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく支払いをしなければならない。

(ﾍ)

（前払金等の不払に対する受注者の業務中止）

第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される

第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを

請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一

時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明

示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、

必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又

は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。(ﾍ)

（瑕疵担保）

第41条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間

を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに
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損害の賠償を請求することができる。(ﾍ)

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第２項（第38条第１項又

は第２項において準用する場合を含む。）の規定による検査に合格したこ

とをもって免れるものではない。(ﾍ)

３ 第１項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第３項又

は第４項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建

築物の工事完成後２年以内に、また、第38条第１項又は第２項の規定によ

る部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工

事の完成後２年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これら

の場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損

害賠償の請求を行えない。(ﾍ)

４ 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失

により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、

引渡しを受けた日から10年とする。(ﾍ)

５ 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１

項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕

疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がそ

の瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。(ﾍ)

６ 第１項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示

又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、

受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。(ﾍ)

（履行遅滞の場合における損害金等）

第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了する

ことができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請

求することができる。(ﾍ)

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から第38条の規定による部分引渡しに

係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年（365日当たり）

５パーセントの割合で計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条において準

用する場合を含む。）の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合にお

いては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年（365日当た

り）2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請

求することができる。(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾎ)(ﾍ)(ﾄ)(ﾁ)(ﾙ)(ﾜ)

（談合等不正行為があった場合の違約金等）(ﾍ)

第42条の２ 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場

合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負

代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の

請負代金額。第43条の２において同じ。）の10分の１に相当する額を違約

金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。(ﾍ)(ｶ)
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一  この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規

定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第

８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注

者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当

該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合

を含む。）。(ﾍ)(ﾘ)

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事

業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注

者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われてい

ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）に

おいて、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の

規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(ﾍ)

三  納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は

第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び

当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員

会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命

令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。(ﾍ)

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89

条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

(ﾍ)

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなけれ

ばならない。(ﾍ)

（発注者の解除権）

第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができる。(ﾍ)

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない

とき。

二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明
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らかに認められるとき。(ﾍ)

三 管理技術者を配置しなかったとき。

四 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの

契約の目的を達成することができないと認められるとき。(ﾍ)

五 第45条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(ﾍ)

六  受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの

者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。(ﾍ)

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント

業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において

同じ。）が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６号に規定

する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると

認められるとき。(ﾍ)

ロ  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。(ﾍ)

ハ  役員等が自己、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、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。(ﾍ)

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。(ﾍ)

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。(ﾍ)

ヘ  下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。(ﾍ)

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他

の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発

注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わな

かったとき。(ﾍ)

七 前条第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。(ﾖ)

（契約が解除された場合等の違約金）(ｦ)

第43条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請

負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。(ｦ)(ｶ)

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 (ｦ)

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事
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由によって受注者の債務について履行不能となった場合(ｦ)

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当す

る場合とみなす。(ｦ)

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法

（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人(ｦ)

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人(ｦ)

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等(ｦ)

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を

除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わ

る担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって第１項の違約金に充当することができる。(ｦ)

第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43条の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。(ﾍ)(ｦ)

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損

害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(ﾍ)

（受注者の解除権）

第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。(ﾍ)

一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が３分の

２以上減少したとき。

二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の５（履行期間

の10分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止

が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了し

た後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可

能となったとき。(ﾍ)

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害が

あるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(ﾍ)

（解除の効果）

第46条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及

び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る

部分については、この限りではない。(ﾍ)

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合におい

て、受注者が既に業務を完了した部分（第38条の規定により部分引渡しを

受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」

という。）の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検

査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場

合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代
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金額（以下「既履行部分請負代金額」という。）を受注者に支払わなけれ

ばならない。(ﾍ)

３ 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受注者に通知する。(ﾍ)

［注］ ○の部分には、原則として「14」と記入する。

（解除に伴う措置）

第47条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金が

あったときは、受注者は、第43条又は第43条の２第２項の規定による解除

にあっては、当該前払金の額（第38条の規定により部分引渡しをしている

ときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）に当

該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年（365日当たり）

2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第44条又は第45

条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなけれ

ばならない。(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾎ)(ﾍ)(ﾄ)(ﾁ)(ﾙ)(ｦ)(ﾜ)

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規

定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定によ

る前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額（第38条の規定によ

る部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の

額を控除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行部分請負代

金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金にな

お余剰があるときは、受注者は、第43条又は第43条の２第２項の規定によ

る解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの

日数に応じ年（365日当たり）2.7パーセントの割合で計算した額の利息を

付した額を第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該余剰額を

発注者に返還しなければならない。(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾎ)(ﾍ)(ﾄ)(ﾁ)(ﾙ)(ｦ)(ﾜ)

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、

当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当

該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品

を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償

しなければならない。(ﾍ)

４ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、

この契約の解除が第43条又は第43条の２第２項によるときは発注者が定

め、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて

定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法

等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(ﾍ)(ｦ)

（保険）

第48条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を

付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発

注者に提示しなければならない。(ﾍ)
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（賠償金等の徴収）

第49条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の

指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注

者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年（365日

当たり）５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払

うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(ﾍ)

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年

（365日当たり）５パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(ﾍ)

（紛争の解決）

第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定める

ものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不

服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生

じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停

人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処

理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをし

たものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。(ﾍ)

２ 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注

者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実

施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16

条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第４項の規

定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行

わずに同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後でなければ、発注者

及び受注者は、第１項のあっせん又は調停の手続を請求することができな

い。(ﾍ)

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認める

ときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注

者との間の紛争について民事訴訟法（明治23年法律第29号）に基づく訴え

の提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に基づく調停の申立てを

行うことができる。(ﾍ)

４ 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により

行う発注者と受注者との間の協議に第１項の調停人を立ち会わせ、当該協

議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合

における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(ﾍ)

［注］ 第４項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。(ﾍ)

（契約外の事項）

第 51 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と

受注者とが協議して定める。(ﾍ)


