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入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政

機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時１５分から午後

６時（紙入札の場合（下記４.(1)の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日

の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。

令和４年５月１０日

支出負担行為担当官

東北地方整備局長 稲田 雅裕

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04

１．工事概要

(1) 品目分類番号 41

(2) 工 事 名 仙台合同庁舎Ａ棟（２２）機械設備改修工事

（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）

(3) 工事場所 宮城県仙台市青葉区本町３-３-１

(4) 建物概要 1) 庁舎（Ａ棟）

鉄骨鉄筋コンクリート造 地上９階、地下２階建

延べ面積 27,736㎡

(5) 工事内容 本工事は上記場所における仙台合同庁舎Ａ棟の耐震改修及びそれに伴う下記に

示す工事を行うものである。

1) 庁舎（Ａ棟） 改設一式

空気調和設備、換気設備、排煙設備、自動制御設備、衛生器具設備、

給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、ガス設備、厨房機器設備

2) 屋外 改設一式

給水設備、排水設備、ガス設備、機械式駐車場設備

(6) 工 期 契約締結日の翌日から

令和6年1月30日まで－（Ⅰ）工事

令和8年1月30日まで－（Ⅱ）工事

（Ⅰ）工事：1) 庁舎（Ａ棟）

空気調和設備の内、熱源設備の新設及び既設空調機（1～9F）までの空調

配管（庁舎の空調運転に必要な、熱源機器、補記類、配管類）

（Ⅱ）工事：上記（Ⅰ）以外の全ての工事

(7) 工事実施形態

本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。



- 2 -

① 本工事は、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

（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。

② 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

③ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者

を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事

である。

④ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設

業者が近接した場所（相互の間隔が10km程度）において施工するものについては、同一の専

任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

⑤ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発

注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活

用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が

生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を

行うことができる。

⑥ 本工事は、次の(ｱ)(ｲ)に示す工事（以下「評価対象工事」という。）の工事成績評定点を

競争参加資格とする試行工事である。

(ｱ)東北地方整備局の発注した工事（旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。）

(ｲ)工事成績相互利用登録機関が発注した工事

⑦ 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術（ただし、発注者指定の技術を除

く。）に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領

に基づき評価する対象工事である。

⑧ 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。

⑨ 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。

⑩ 本工事は、契約締結後、労働者確保の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となる

場合に、必要となる費用について支出実績を踏まえ、設計変更により対応する試行工事であ

る。

⑪ 本工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事である。

⑫ 本工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。

⑬ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。

⑭ 本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、特

例監理技術者）の配置は認めない。

⑮ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(8) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札

システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができ

るものとする。

(9) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事で

ある。なお、電子契約システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方

式に代えることができるものとする。



- 3 -

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) 東北地方整備局における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けているこ

と（会社更生法に基づき更生手続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については、手続開始の決定後、東北地方整備局長（以下

「局長」という。）が別に定める手続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) 東北地方整備局における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の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、1,100点以上であること（上記

(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であ

ること。）。

(4) 会社更生法に基づき更生手続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。

(5) 平成１９年４月１日以降に、発注者から直接請け負った者（以下「元請け」という。）とし

て完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成

員としての施工実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施

工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であるこ

と。）。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。また、下記①(ｱ)及び(ｲ)について

は、同一建物の施工実績とする。

① 下記の要件を満たす免震構造の建物の新設工事又は免震工法による耐震改修工事での改設

工事

(ｱ) 建物規模 延べ面積 20,000㎡以上（増築工事の場合は既存部分を除く）

(ｲ) 空気調和設備（主要熱源機器（冷凍能力2,000kw/台以上）、冷水又は冷温水配管の施工

及び試験・調整を含む。）の新設又は改設

② 当該施工実績が適切なものであること。

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止

を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。

また、当該施工実績が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が６５点未満

のものではないこと。

ただし、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「確認資料」という。）の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない

工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適切なものであること。」を満

たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認め

る。

③ 経常建設共同企業体（甲型）にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①及び②の要

件を満たしていること。

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。専任の要否

は関係法令による。

① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
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② 平成１９年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)及び(ｲ)の要

件を満たす工事の施工経験を有する者であること。

甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体

構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。

・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が２０％以上であること。

・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。

ただし、建築一式工事における施工経験は含まない。また、下記(ｱ)(a)及び(b)については、

同一建物の施工経験とする。

(ｱ) 下記の要件を満たす免震構造の建物の新設工事又は免震工法による耐震改修工事での改

設工事

(a) 建物規模 延べ面積 10,000㎡以上（増築工事の場合は既存部分を除く）

(b) 空気調和設備（主要熱源機器（冷凍能力1,000kw/台以上）、冷水又は冷温水配管

の施工及び試験・調整を含む。）の新設又は改設

(ｲ) 当該施工経験が適切なものであること。

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停

止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。

また、当該施工経験が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が６５点未

満のものではないこと。

ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていな

い工事の施工経験を提出する場合は、上記(ｲ)「当該施工経験が適切なものであるこ

と。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参

加資格を認める。

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（監理技術者資格講

習修了履歴）を有する者であること。

④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了

証を有する者も要件を満たすものとする。

⑤ 経常建設共同企業体（甲型）にあっては、全ての構成員が、主任技術者又は監理技術者を本

工事に配置できることとし、うち１人が上記①及び②の要件を満たしていること。

また、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。

(7) 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局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でないこと。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。

(10) 経常建設共同企業体（甲型）にあっては、全ての構成員が、(1)及び(7)の要件を満たしてい

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者として、

国土交通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。

３．総合評価に関する事項



- 5 -

(1) 評価項目

本工事の総合評価は、次の③の技術提案を受け付け、下記①から③と価格を総合的に評価し

て落札者を決定するものとする。

① 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）

② 賃上げの実施に関する評価

③技術提案

指定テーマ：免震改修において建物を使用しながら配管、ダクト類を改修する際の品質の

向上及び生産性向上についての工夫

(2) 総合評価の方法

① 標準点

本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点

１００点を与える。

② 施工体制評価点及び加算点

入札価格及び技術資料（上記(1)②及び③。以下「技術資料」という。）の内容に応じ、上記

(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点

を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は３０点、加算点の最高点数は６４点とする。

③ 入札価格及び技術提案に係る総合評価

標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値（以下「評価値」

という。）をもって行う。

なお、上記②及び③の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。

(3) 落札者の決定方法

① 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評

価値の最も高い者を落札者とする。

(ｱ) 入札価格が予決令第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るこ

と。

なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。

(ｲ) 評価値が、標準点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。

② 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。

４．入札手続等

(1) 担当部局

〒９８０－８６０２ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番１号 仙台合同庁舎Ｂ棟

国土交通省 東北地方整備局 総務部 契約課 契約第二係

電話 ０２２－２２５－２１７１（代） 内線 ２５３１

(2) 入札説明書の交付期間及び方法

入札説明書を電子入札システムにより交付する（電子入札システムの調達案件一覧中、本案件

の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。）。

交付期間は、別表１．①に示す期間。

ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)

の担当部局へその旨申し出ること。
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(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法

申請書及び確認資料は、別表１．②に示す期日までに電子入札システムにより提出すること。

なお、紙入札方式の場合は上記(1)に持参、郵送（書留郵便に限る。提出期限必着。以下同

様。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。）により提出するこ

と。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法

入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は電子入札システムにより行うこと。なお、紙

入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出すること。

開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局入札室にて行う。

(5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法

① 期間 別表１．⑤に示す期間。

② 場所 上記(1)に同じ。

③ 方法 持参、郵送又は託送により提出すること。

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 納付（保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店（七十七銀行本店））。

ただし、利付国債の提供（取扱官庁 東北地方整備局）又は銀行等の保証（取扱官庁 東

北地方整備局）をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約

の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店（七十七銀行本店））。

ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店）又は金融機関若し

くは保証事業会社の保証（取扱官庁 東北地方整備局）をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金を免除する。

(3) 入札の無効

① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、電子

入札システムから本工事の入札説明書及び全ての配布資料をダウンロードしない者又は支出

負担行為担当官の指定する方法（ＣＤ－Ｒ等による貸与等）での交付を受けない者のした入

札は無効とする。

② 競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認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。

(4) 落札者の決定方法 落札者は、上記３．に定めるところに従い評価値の最も高い者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本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、その限りで

はない。

(5) 配置予定技術者等の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違

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
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ものとして承認された場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。

(6) 専任の主任技術者（又は監理技術者）の配置が義務付けられている工事において、調査基準

価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者（又は監理技術者）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) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能

等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の

変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、

必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。

(8) 契約書作成の要否 要。

(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本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) 施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行

う。

(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1)に同じ。

(12) 一般競争参加資格の認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上記４．(3)により申請書

及び確認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。

当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」（令和４年

３月３１日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示）

別記に掲げる当該者（当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。）の

本店所在地（日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下

同じ。）の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が

申請書及び確認資料を提出したときに限り、東北地方整備局総務部契約課（〒980－8602 宮城

県仙台市青葉区本町３丁目３番１号仙台合同庁舎Ｂ棟電話022－225－2171）においても当該一

般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。

(13) 本公告における内容の詳細については、入札説明書による。

６．Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity :Masahiro Inada Director

General of Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Tra-

nsport and Tourism

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

(3) Subject matter of the contract : The Sendai National Government Building A (22) b-

uilding work

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the q-

ualification by electronic bidding system : 3:00 P.M. 6 June 2022

(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 0:00 P.M. 27

July 2022 (tenders brought with 0:00 P.M. 27 July 2022 or submitted by mail 0:00 P.M.

27 July 2022)
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(6) Contact point for tender documentation : Contract Division, Tohoku Regional Develop-

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 3-3-1 Honcho

Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, 980-8602 Japan TEL 022-225-2171 ex.2531
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別表１．本入札手続きに係る期間等

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政

機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時１５分から午後

６時（紙入札の場合（上記４.(1)の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日

の受付時間は、電子・紙入札ともに下記までとする。

① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和４年７月２７日正午まで

② 申請書等の提出期限 令和４年６月６日午後３時まで

③ 入札の締切 令和４年７月２７日正午まで

④ 開札日時 令和４年８月１日午前１０時３０分

⑤ 入札保証金の納付等に係る書類の提出 競争参加資格確認通知の翌日から入札締切の

期間 日まで（利付国債の提供の場合は、令和４年

７月８日まで）
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工事の概要（参考）

本資料は、仙台合同庁舎Ａ棟（２２）機械設備改修工事の概要をお知らせするための参

考資料であり、工事請負契約書第１条に定める設計図書（図面及び仕様書等）ではありま

せん。本工事の詳細な内容については、設計図書及び工事補足説明事項をご覧下さい。

１．工事の概要

本工事は、仙台合同庁舎Ａ棟（宮城県仙台市青葉区本町３－３－１）において、不足し

ている耐震性能を改善し、来庁者及び職員の安全・安心を確保することを目的として改修

を行うものです。

（１）主な工事内容

１）庁舎（Ａ棟）

－１．耐震改修に伴い、下記設備の改設を行います。

空気調和設備－地下２階の熱源設備を撤去し、屋上に熱源設備を新設します。

地下２階、地下１階の空気調和機の撤去、新設を行います。

各階のダクト、配管の撤去・新設を行います。

免震層を通過するダクト、配管に免震継手の新設を行います。

換気設備 －送風機の撤去・新設を行います。

免震層を通過するダクトに免震継手の新設を行います。

排煙設備 －排煙機の撤去・新設を行います。

免震層を通過するダクトに免震継手の新設を行います。

自動制御設備－自動制御設備一式の撤去・新設を行います。

免震層を通過する配管に免震継手を新設します。

衛生器具設備－地下１階便所内の衛生器具の撤去・新設を行います。

給水設備 －地下２階、地下１階の給水設備の撤去・新設を行います。

免震層を通過する配管に免震継手を新設します。

耐震改修に伴い、仮設給水設備の新設を行います。

排水設備 －地下２階、地下１階の排水設備の撤去・新設を行います。

免震層を通過する配管に免震継手を新設します。

地下２階に緊急排水槽を新設します。

耐震改修に伴い、仮設排水設備の新設を行います。

給湯設備 －地下１階の給湯設備の撤去・新設を行います。

消火設備 －地下２階、地下１階の消火設備の撤去・新設を行います。

免震層を通過する配管に免震継手を新設します。

耐震改修に伴い、仮設消火設備の新設を行います。
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ガス設備 －地下２階、地下１階のガス設備の撤去・新設を行います。

免震層を通過する配管に免震継手を新設します。

厨房機器設備－地下１階の厨房機器の撤去・新設を行います。

２）屋外

－１．耐震改修に伴い、下記設備の改設を行います。

給水設備 －耐震改修に伴い、給水設備の撤去・新設を行います。

－耐震改修に伴い、仮設給水設備の新設を行います。

排水設備 －耐震改修に伴い、排水設備の撤去・新設を行います。

－耐震改修に伴い、仮設排水設備の新設を行います。

ガス設備 －耐震改修に伴い、ガス設備の撤去・新設を行います。

機械式駐車設備－耐震改修に伴い、機械式駐車装置の撤去・新設を行います。

（２）施工時期、施工時間、施工手順（想定）、施工条件等

１）施工時期の制限

①熱源設備の切り替えは、空調停止期間に施工するものとし、事前に監督職員と協議

してください。

２）施工時間の制限

①平日及び閉庁日の作業は８時３０分から１７時００分までとします。

（閉庁日は、行政機関の休日に関する法律における行政機関に休日とする。）

②庁舎（Ａ棟）の１階～８階の執務室（事務室、会議室等）内での作業は、原則とし

て閉庁日に施工するものとし、事前に監督職員と協議してください。

③全館断水作業は原則として閉庁日に施工するものとし、事前に監督職員と協議して

ください。

④騒音や振動が発生する工事、・庁舎内部でのコンクリ－ト躯体撤去工事（カッタ－

入れ、はつり含む）、・あと施工アンカ－の穿孔及び設置は原則として閉庁日に施工

するものとし、事前に監督職員と協議してください。

⑤更新（撤去・新設）される機器、配管、ダクトの切り替え工事は、原則として閉庁

日に施工するものとし、事前に監督職員と協議してください。

⑥本設設備及び仮設設備への切り替え工事は、原則として閉庁日に施工するものとし、

事前に監督職員と協議してください。

⑦熱源設備の切り替え工事は、原則として閉庁日に施工するものとし、事前に監督職

員と協議してください。

３）施工手順の制約

①仮設設備への切り替え後、既設撤去工事に着手する事を想定しています。

②機械式駐車装置の撤去は、別途建築工事の仮囲い設置完了後とする事を想定してい

ます。
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４）施工条件等

・既存庁舎（Ａ棟、Ｂ棟共）を使用しながら改修工事を行います。

・仮設、作業範囲等については参考資料（No. 1～８）を参照してください。

５）その他

・作業範囲内の什器類の養生については、本工事に含みます。また、工事を実施する

上で什器類の移動が必要な場合は、入居者が行いますので、監督職員と協議して下

さい。

２．実勢を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等

本工事において、主に以下の取組を実施しています。

（１）実勢を踏まえた積算の運用について

予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設

計労務単価（令和４年３月）を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積

書式の活用を行う等、実勢を踏まえた価格設定を行います。

（２）施工条件等の円滑な協議について

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生

した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額等の変更が必要と判断され

た内容については、設計変更の対象となります。

（３）現場代理人の常駐を要しない期間について

請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、検査終了後の期間等においては、発注

者との連絡体制が確保されると発注者が認める場合は、現場代理人の工事現場におけ

る常駐は要しません。（工事補足説明事項１．（３）参照）

（４）主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）、検査終了後の期間等においては、主任

技術者又は監理技術者の専任は要しません。（工事補足説明事項１．（４）参照）

（５）工事書面の取扱いについて

設計図書において書面で行わなければならないとされている受発注間の手続の方法

は、原則としてオンラインによることとしています。（工事補足説明事項１．（１１）

参照）
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（６）工事関係図書等に関する業務効率化について

受発注者相互の業務の効率化を目的とし、工事関係図書等に関する業務効率化のた

め、受注者への提出を求める工事関係図書等を明確化し、業務の効率化を図ります。

（工事補足説明事項１．（１２）参照）

（７）週休２日促進工事について

発注者が週休２日に取り組むことを指定する、「週休２日促進工事」としています。

補正係数により労務費を補正を行っています。（工事補足説明事項２．（２７）参

照）

（８）建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行について

受注者が工事着手前に発注者に対して建設キャリアアップシステムの活用に取り組

む旨を協議したうえで工事を実施する、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル

営繕工事の試行工事としています。（工事補足説明事項２．（３０）参照）

（９）情報共有システムの利用について

「情報共有システム」を利用し、工事施工にかかる手続き、文書の情報交換等を電

子ネットワーク上で行うことを指定する工事としています。（工事補足説明事項２．

（３１）３）参照）

（１０）工程の変更について

工程の変更が生じる場合には、遅滞なく変更した実施工程表を作成し、監督職員の

承諾を受けるものとします。なお、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、

工期の延期が可能となる場合があるので監督職員と協議するものとします。（工事補

足説明事項６．（２）参照）

（１１）入札時積算数量書活用方式の適用について

入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書

に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約締結後に

おいて、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量

書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる、「入札時積算数量

書活用方式」を適用しています。（工事補足説明事項１０．（３）参照）

（１２）地域外からの労働者確保について

契約締結後、労働者確保の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となる場合

に、必要となる費用について支出実績を踏まえ、設計変更により対応する工事として

います。（工事補足説明事項１０．（７）参照）
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（１３）工事工程の想定について

工事工程については別添「工事工程表（参考資料）」のように想定しています。

なお、「工事工程表（参考資料）」は、工事請負契約書第１条でいう設計図書では

ありません。

３．その他

（１）「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」について

国土交通省では、官庁営繕工事（または業務）への入札参加を検討される方を対象

とした、発注情報のメール配信を行っています。

メール配信される発注情報は以下の内容で、原則として入札公告日の配信となりま

す。

①工事名称（または業務名称）

②工事種別・工事の等級区分・施工場所（または業務種別）

③技術資料（または参加表明書）の提出締切日

「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」の利用を希望される場合は、次のURL

またはQRコードから登録手続きをお願いします。（既に登録を行っている場合は、再

登録の必要はありません。）

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000007.html



準備 準備・調査 片付け

仮設（建築工事）
外部仮設物設置期間（STEP1～2） 外部仮設物設置期間（STEP3） 外部仮設物設置期間（STEP4） 外部仮設物設置期間（STEP5）

内部仮設間仕切り壁 内部仮設間仕切り壁

仮設工事

仮設　切り替え工事（屋外含む） 仮設使用期間 仮設撤去、本設切り替え

庁舎（Ａ棟）

熱源設備　空調主配管　改設
新設・撤去、切り替え

１～８階空調配管　改設
各階ごと新設・撤去、切り替え

１～８階耐震補強及び内部改修
計測機器・配管・配線撤去、新設

免震層新設及び各部改修
免震継手新設 機器・ダクト・配管　撤去・新設

地下2階、地下1階　設備改修
機器・ダクト・配管　撤去・新設

屋外

配管、桝
撤去・新設

機械式駐車設備
撤去 制作期間 新設

各設備の制限

空調停止
切り替えによる全停止 各階切り替え時に断続的停止

インフラ
仮設切り替え　断続的に停止 仮設切り替え　断続的に停止

自動制御、給水、排水、ガ
ス、消火配管切り回し

　本資料は工事工程の想定についての参考資料である。参考資料の位置づけは、入札者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料」であり、工事請負契約書第１条にいう設計図書ではない。したがって、本資料は請負契約上の拘束力
を生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分考慮して、工事目的物を完成させるための工事工程計画を定めるものとするが、本資料と著しく異なる場合には、監督職員と協議のうえ、契約変更の処置を講ずることがある。
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工事工程表（参考資料）
工　事　名

　　　　　　　工事期間（ヶ月）

　工事内容
1 2 3 4 5 6 7

仙 台 合 同 庁 舎 Ａ 棟 （ ２ ２ ） 機 械 設 備 改 修 工 事

総

合

試

運

転

調

整

各

種

検

査

指定部分


