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入 札 公 告(掲示用)

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 29 年 2月 9 日

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ

千葉住まいセンター

センター長 桑原 仁

１ 業務概要

（1） 業務名称

   平成 29 年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務（千葉住まいセンター）

（2） 業務内容 入札説明書による

（3） 履行期間 平成 29 年 4月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで。

（4） 履行場所 入札説明書による。

（5）入札方法

入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とする。入札書には

内訳書を添付すること。内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があ

った場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。  

なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載ど

おりの発注を確約するものではない。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 8 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、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。

２ 競争参加資格

（1） 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。

イ 当該契約を締結する能力を有しない者

ロ 破産者で復権を得ない者

ハ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者の一に

該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者について

もまた同様とする。

(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者

(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益
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を得るために連合した者

(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(ヘ) (イ)～(ホ)に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(ト) (イ)～(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者

(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者

(リ) 不誠実な入札をなしたと認められる者

（ヌ）一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その措置を受け

ることがなくなった日から２年を経過していない者

ホ 入札書受領期限の日において、当機構東日本賃貸住宅本部から指名停止を受け

ている者

ヘ 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続きをしている者

ト 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法

人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと

当社が認める者

（2）次の要件をすべて満たしている者であること。

イ 申請書等の提出期限までに、平成27・28年度独立行政法人都市再生機構東日

本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」

の資格を有すると認定された者であること。

なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することがで

きるが競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査

の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなけ

ればならない。

競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。

〒163－1382 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー19階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

総務部経理チーム 電話 03－5323-2575

（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで。た

だし 12時から 13 時までを除く。）

ロ  関東地方及び隣接県（千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・

群馬県）に本支店・営業所等があること。

ハ 履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都

県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うこと

のできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コン

クリート・陶磁器くず」を含むこと。
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ニ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分

業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃

プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこ

と。

ホ 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者で

ないこと。

３ 入札書手続等

(1) 入札説明書の交付期間及び方法

交付期間： 本公告の日から平成 29年 3 月 14日（火）まで

交付方法： 独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。

(2) 競争参加資格申請書等の提出期限、場所及び方法

提出期限 平成 29年 2 月 23 日（木） 17時 00分 持参または郵送とする。

（郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡する

こと。）

提出場所 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲 4-5-15

独立行政法人都市再生機構 業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ  千葉住まいセンター

電話 043-270-5151（音声案内 4 番をご選択ください。）

（3） 入札書の提出期限、場所及び方法

提出期限 平成 29年 3 月 13 日（月） 17時 00分 持参または郵送とする。

（郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡する

こと。）

提出場所 ３（2）と同じ

（4） 開札の日時及び場所

平成 29 年 3 月 14日（火） 14 時 00 分

独立行政法人都市再生機構 業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ  千葉住まいセンター（２階入札室）

（5） 本件において、入札に参加する者が関係法人１者だった場合は、当該手続きを中

止し、再公募を実施する。

４ その他

（1） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

（2） 入札保証金及び契約保証金 免除

（3） 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す

競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければなら

ない。また、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じ



4

なければならない。なお、作成した申請書等は当社において審査するものとし、本公

告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加

できるものとする。

（4）入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

（5） 契約書作成の要否 要

（6）本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人１者であった場合は、手

続を中止し、再公募を実施する。

(7)落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 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、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。

（8）手続きにおける交渉の有無 無

(9) 詳細は入札説明書による。

５ 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について

  別添による。

以  上
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別添

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、都市機構との関係に係る情報を都市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。

（１） 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 都市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 都市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

課長担当職以上の職を経験した者（課長担当職以上経験者）が役員、顧問等として

再就職していること

（２） 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 都市機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及

び都市機構における最終職名

② 都市機構との間の取引高

③ 総売上高又は事業収入に占める都市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１者応募である場合はその旨

（３） 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都市機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

都市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都市機構との間の取引高

（４） 公表日

契約締結日の翌日から起算して７２日以内


