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一般競争入札の実施に係る掲示

標記について、希望者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。

なお、本件は、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。）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。

平成28年9月14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 岡 雄一

１ 業務概要

(1) 業務名 災害公営住宅建設に係る設計等業務における労働者派遣業務（その13）

(2) 業務の目的

独立行政法人都市再生機構が被災公共団体を支援し建設を行う災害公営住宅につい

て、その業務の緊急性、重要性から、関連、附帯する業務を遅滞なく行う必要があり、

当機構職員を支援し当該職員の指揮命令のもと業務遂行を補佐することを目的とし

労働者の派遣を受け入れるものである。

(3) 配員数、履行場所及び業務内容

以下の専門分野の技術労働者１名を派遣する。なお、主な業務内容は以下のとおり

であり、これらを一体的に実施する業務である。

1) 宮城県、福島県、岩手県及びその他地域における災害公営住宅の建設工事等に

係る電気設備設計等業務

①基本設計及び実施設計に係る設計図書の確認

②設計・施工一括発注方式における工事発注図書及び設計条件書等の確認

③変更設計図書の確認

④設計計算書の確認

⑤発注時及び変更時における積算基準類に基づく数量調書、代価表及び内訳書等

の確認（軽微な内訳書作成業務を含む）

⑥上記に関連して発生する業務

(4) 履行期間

平成 28 年 11 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで（予定）

ただし、機構の別途定める受入期間内において個別契約を締結する。

２ 競争参加資格

(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）申請書及び資料の提出時点において、当機構東日本地区における平成 27・28 年度

測量業者、土質調査業者、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もので業種区分が「建築設計」の認定を受けていること。

（3）申請書及び資料の提出時点において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年７月５日法律第 88 号）（以下「労働者

派遣法」という。）第５条に規定する労働者派遣事業の許可を受けている事業者又

は特定労働者派遣事業を行うため、平成 27 年９月 29 日までに厚生労働大臣に

対して届出書を提出し受理されている事業者であり、労働者派遣法第 6 条各号の

いずれにも該当しないこと。

（4）申請書及び資料の提出時点において、法人又は法人の代表者若しくは役員が、労
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働者派遣法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない状態にないこと、過去５

年間において労働者派遣法第14条第１項に定める許可の取消を受けていないこと

若しくは同条第２項に定める事業の全部若しくは一部の停止を命じられていなこ

と、その他労働者派遣法の禁止規定(第15条等)に違反していないこと。

（5）申請書及び資料の提出時点において、予定派遣労働者（本業務において派遣可能

な労働者）を正社員又は契約社員として雇用していること。なお、申請書及び資料

の提出時点において、企業と予定派遣労働者との雇用関係がないことが判明した場

合、「虚偽の記載」として取り扱う。

（6）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県のいずれかに業務の拠点（本支店・

営業所等）があること。

（7）平成 18 年度以降において受注し業務完了した業務等で、下記に示す業務実績が 1

件以上あること。

・共同住宅等の建設工事に係る電気設備設計業務

契約期間中であっても、上記に該当する業務が完了していれば、これを業務経験

として認める。

(8) 下記の資格等を有している予定派遣労働者を派遣可能であること。なお、当該条

件を満たすことの確認のため、落札後、労働者派遣個別契約の締結に併せて派遣労

働者条件適合証明書を当機構へ提出するものとする。
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以下のいずれかの要件を満たす者

(1)設備設計一級建築士、技術士（電気・電子）、一級電気工事施工

管理技士又は建築設備士の資格を有する者

(2)公的機関等の共同住宅の建設工事に係る電気設備設計業務での

実務経験 10 年以上有する者

※｢公的機関等｣とは、国、地方公共団体、独立行政法人（前身の特殊法人を含

む）をいう。

(9) 申請書及び資料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。

(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない

こと。（詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様

式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的

に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照）

３ 総合評価に係る事項

(1) 総合評価の方法

① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求めら

れる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値を

もって行う。

② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。

価格評価点＝価格点×（１－入札価格／予定価格）

③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、技術点の満点は60点とする。

技術評価点＝60×技術点／技術点の満点

また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価

を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。

Ａ.申請者（企業）の経験及び能力

Ｂ.予定派遣労働者の資格及び実務経験
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Ｃ.実施方針に係る業務理解度及び実施体制

Ｄ.評価テーマ

Ｅ.技術提案の履行確実性

なお、本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。

評価テーマ

① 派遣労働者に対する支援体制について

② 派遣労働者の病欠等不測の事態への対応体制

③ 本業務における着目点並びに配慮事項及び派遣労働者指導について

技術評価点＝６０×技術点／技術点の満点

技術点＝（Ａに係る評価点）+（Ｂに係る評価点）+（技術提案評価点）

×（Ｅの評価に基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（Ｃに係る評価点）+（Ｄに係る評価点）

なお、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。

  ④詳細は入札説明書による

(2) 落札者の決定方法

入札参加者は「価格」と「申請者（企業）の経験及び能力」、「予定派遣労働者の資

格及び実務経験」、「実施方針に係る業務理解度及び実施体制」、「評価テーマ」及び「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)によって得られる数値（以下「評

価値」という。）の最も高い者を落札者とする。

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で、発注者の求める最低限の要求

要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者となる

べき者を決定する。

４ 入札手続等

(1) 入札説明書・関連書類の交付期間、交付方法

交付期間：平成 28 年 9 月 14 日（水）から平成 28 年 9 月 28 日（水）
交付方法：当本部ホームページよりダウンロードとする。

(2) 申請書及び資料の提出期間、提出場所、提出方法

提出期限：平成28年9月14日（水）から平成28年9月28日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前10 時から午後４時まで（ただし、正

午から午後１時の間は除く）。

提出場所：〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイラドタワー17階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

技術監理部設計第２グループ    電話03-5323-3154

提出方法：あらかじめ提出日時を提出日の１営業日前までに連絡のうえ、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。

(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

提出期限：平成 28 年 10 月 21 日（金）午前 11 時 40 分（予定）

提出場所：〒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 入札室

提出方法：書面は持参することとし、郵送及び電送によるものは受け付けない。

５ 入札方法等
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(1) 入札書は持参すること。郵送及び電送によるものは受け付けない。

(2) 入札金額は、基本料金総額及び残業代金総額の合計金額（概算総価）を記載する

こと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（概算総価）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）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。

(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。

(4) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

(5) 本業務において、入札に参加する者が関係法人１者だった場合は、当該手続を中

止し、再公募を実施する。

６ 入札保証金及び契約保証金 免除

７ 開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。

８ 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、申請書及び資料に虚偽の

記載をした者のした入札及び別冊入札心得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、東日本賃貸住宅本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、

開札の時において２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。

９ 落札者の決定方法

３(2)による。

10 手続における交渉の有無 無

11 契約書作成の要否等

「労働者派遣基本契約書（案）」及び「労働者派遣個別契約書（案）」により、契約書

を作成するものとする。

12 支払条件

「労働者派遣基本契約書（案）」及び「労働者派遣個別契約書（案）」のとおりとする。

13 関連情報を入手するための照会窓口

〒163－1382  東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ17階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部設計第２グループ

電話03－5323－3154

14 その他

(1) 入札参加者は、「入札心得」及び「労働者派遣基本契約書（案）」及び「労働者派

遣個別契約書（案）」を熟読し、入札心得を遵守すること。

(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とす

るとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 提出された申請書及び資料は返却しない。なお、提出された資料は、技術提案書

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。

(4) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績

評定点を通知する。また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の

評価項目として使用することがある。

(5) 基本契約書と併せて締結する条項等

① 「違約金に関する特約条項」
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労働者派遣基本契約書と併せて、同日付で締結するものとする。

② 「誓約書」

労働者派遣基本契約書と併せて、同日付で当機構へ提出すること。

③ 「個人情報等の保護に関する特約条項」

重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な

管理能力を有していること。また、労働者派遣基本契約書と併せて、同条項を同日

付で締結するものとする。

(6) 「労働者派遣通知書」については、労働者派遣基本契約書の締結後に提出するも

のとする。

(7) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。

(8) 派遣元企業にかかる労働基準法（昭和22年法律第49号）第36条第1項に基づく協定

（以下「36協定」という。）の内容が、当該業務の実施に支障があると当機構が判断

した場合、派遣元企業の36協定の内容について変更を求める場合がある。

(9) 労働者派遣基本契約書、労働者派遣個別契約書及びこれらに付随する文書につい

ては、労働者派遣法及び同法に関する政省令、指針等のほか、法令、政令等に基づき、

変更する場合がある。

(10) 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。

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 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

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 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

4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内

以 上


