
公益財団法人東京都農林水産振興財団   入札情報
【公表】

整理番号 41

契約番号 2農振財契第545号

件名 東京都農林総合研究センター圃場フェンス改修工事

工事場所 東京都立川市富士見町三丁目8番1号　東京都農林総合研究センター（試験圃場）

概要

【工事概要】
　(1)  既設ブロック壊し・ガラ運搬処分工
　(2)　床堀・残土処理
  (3)  基礎コンクリート・基礎石
  (4)  フェンス設置工
　(5)　支柱
（詳細は別紙仕様書のとおり）

工期 契約確定の日から令和3年2月26日まで

入札方式 希望制指名競争入札

希望申出要件 ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者

①東京都における平成31・32年度東京都建設工事等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付けされてい
る者であること（営業種目は問わない。）。

②当財団又は官公庁等において同様の業務について契約実績を有する者

格付 問わない

現場説明会 行わない

入札予定日時 令和2年9月9日（水）　午後1時30分  ※時間は変更する場合があります。

予定価格 ￥14,190,000-（消費税及び地方消費税の額を含む。）

入札予定場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団　講堂（東京都立川市富士見町3-8-1）　

希望申出期間
令和2年8月14日（金）から8月24日（月）まで
午前10時から午後4時まで（正午から午後１時までは除く。）

希望申出場所
〒190-0013　東京都立川市富士見町3－8－1
公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課

希望申出時の
提出書類

(1）　希望票　〔様式あり〕　（必要事項を記入・押印）

(2)   会社概要・実績一覧表〔様式あり〕　（必要事項を記入）

(3)　○希望申出要件①に該当する場合は、

　　　　　東京都の「平成31・32年度東京都建設工事等競争入札参加資格審査受付票」の写し

　　　　　及び「平成31・32年度競争入札参加資格審査結果通知書（工事）」の写し

　　 ○希望申出要件②に該当する場合は、

         契約実績を証明するものの写し（契約書・請書の写しなど）及び土木工事業に係る建設業の許可証の写し

　　　（又は許可証明書）

(4)   主任技術者として配置を予定する技術者に係る雇用関係証明書、資格証の写し及び健康保険被保険者証の

     写し

備考 (1)  指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。

(1)  東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日付61財経庶第922号）第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。

(2)  指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。

(3)  下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴収し、それを踏まえた書面により、適正な額の

　　請負代金での下請契約に努めてください。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金

　　その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めてください。

(4)  指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の10日前までに行う予定です。

(5)  申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。

(6)  関係する会社に該当する場合（親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係に

　　ある場合、役員の兼任等がある場合）には、同一入札に参加することができません。

(7)  入札に当たっては、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

   抵触する行為を行わないこと。

公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課　　【担当】　上原

住所　東京都立川市富士見町3-8-1

電話　　042-528-0721　　FAX　042-522-5397　　

公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課　　【担当】　山﨑

住所　東京都立川市富士見町3-8-1

電話　　042-528-0505　　FAX　042-522-5397　　

入札に関する
問い合わせ先

（1）から（4）まで
の全ての書類を
提出してくださ
い。

仕様内容に関
する問い合わ
せ先



工事仕様書 
 
１ 工事件名   東京都農林総合研究センター圃場フェンス改修工事 
 
２ 工事場所   東京都立川市富士見町三丁目８番１号 
         東京都農林総合研究センター（試験圃場） 
 

３  工事期間     契約確定の日から 令和３年２月２６日まで 

 

４ 工事概要 

仕   様 形状・寸法 数 量 備 考 

既設ブロック壊し・ガラ運搬

処分工 

無筋 

コンクリート二次製品（ビニル

被覆鉄） 

 

136 本  

床堀・残土処理 

 

除根含む 

 

 

一式 
残土埋戻

し、整地 

基礎コンクリート・基礎石 

（目隠しフェンス区間） 

200×200×450 

500×500×500 型枠共 

（メッシュフェンス区間） 

200×200×250 

 

 

73 本 

73 本 

 

64 本 

 

フェンス設置工 

目隠しフェンス 

Ｈ＝1.80ｍ Ｗ＝1.0ｍ 

メッシュフェンス 

Ｈ＝1.80ｍ Ｗ＝2.0ｍ 

 

 

143 本 

 

64 本 

 

支柱 
支柱間隔 2.0ｍ 

 

73 本  

 
５ 適用範囲   この特記仕様書は、「東京都土木工事標準仕様書」（平３０年 4（以

下、「標準仕様書」とする。）に定めのない事項叉はこれにより難い事

項を定める。 



 
６ 特記事項  （１）本工事の契約後、速やかに工程表を提出すること。 
        （２）本工事は、「標準仕様書」に従い施工するものとし、標準仕様

書に明記がない場合などは、その都度、監督員と協議するもの

とする。 
        （３）本工事において、工区以外の試験圃場に立ち入らないこと。 
        （４）工事中は、看板を設置するなど工事が行われていることを明示 
           し、第三者災害に十分注意すること。 

（５）本工事の完成後は、完成検査が終了するまで工事中の看板を撤 
去しないこと。 

（６）本工事の作業時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 
（７）施工箇所に境界杭が存在する場合はその復元を行うこと。 

        （８）本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又業務の履行に 
           あたり、不明な事項については、その都度双方の協議とする。 
         
７ 土砂等を運搬する自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係 
       （１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませない 

こと。 
       （２）下請負人がある場合にあたっては、以上のことについて十分指導 

すること。 
 
８ 修繕記録   着工前・修繕中・修繕後の写真を撮影し提出すること。 
    
９ 建設副産物に関する適正処理 
         廃棄物処理については、廃棄物処理法等関係法令に基づき、適正処 

理すること。 
 

10 秘密の保持   受託者は、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。また、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供し

てはならない。 

 

11 環境により良い自動車の利用について 
   本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守 

すること。 
  （１）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例 215 

号）第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 



   （２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減 

等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車で 

あること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提

示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

12 支払い方法    履行完了後に提出される完了届に基づき検査を行い、合格と認定した 

後、適法な支払請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。 

 

13 その他   暴力団排除等の特約条項については、別紙に定めるとおりとする。 

 

 

                                担 当 

                                東京都農林水産振興財団 管理課 

                                           ℡ 042-528-0505 

                                           Fax 042-522-5397 



工事特記仕様書 
 

１ 工事件名  東京都農林総合研究センター圃場フェンス改修工事 
 
２ 工事期間  契約確定の日から 令和３年 2 月２６日まで 
 
３ 工事場所  東京都農林総合研究センター 試験圃場 
 
４ 支払方法  工事完成後一括払い 
 
５ 工事内容  別紙 工事仕様書のとおり 
 
６ 設計変更   監督員と協議を行った結果、必要に応じて設計変更を行う。ただし、 

納まり等の軽微な変更は、設計変更の対象としない。 
 

７ 建  材   使用建材について、着手する前に監督員と打ち合わせをすること。 
 
８ 提出書類一覧 
 

書類名称 提出時期 提出部数 備  考 

着手届 着手時 １  

現場代理人等通知書 着手時 １  

工事記録 業務完成時 １  

工事写真 業務完成時 １  

工事完成通知書 業務完成時 １  

現場発生品調書 業務完成時 １  

その他必要な資料  １ 必要に応じて提出 

 



変更理由  

 
 

備  考  
 

地  区  東京都農林総合研究センター試験圃場 南側 

単価適用年月  令和２年４月 

 
工  期 

当  初 
自  至  

日数     ６０日 

変  更  至  

経費適用年月  

主たる工種  施設改修工事 

施工地域  試験地南側 

設  計 

         当初金額      変更金が鵜 

工事価格   

消費税相当額   

合 計   

請  負 

工事価格   

消費税相当額   

合 計   

請負増減額   

 



本  館 

農場管理棟 
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長方形
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yamazaki-tadao
テキスト ボックス

yamazaki-tadao
テキスト ボックス

yamazaki-tadao
テキスト ボックス

yamazaki-tadao
テキスト ボックス


