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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及び競争参加資格確認資料を受け付け、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。 

 

平成28年１月15日 

独立行政法人都市再生機構 

 総務部長 中瀬 弘実 

 

１ 業務概要 

 (1) 業務名  都市機構企業年金運営関連業務 

 (2) 業務内容 平成 29年５月に設立予定の当機構企業年金※の運営関連業務 

※確定給付企業年金（規約型）及び確定拠出年金（企業型）の併用型 

＜確定給付企業年金＞ 

①給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務 

②総幹事業務 

③積立金の管理及び運用に関する業務 

＜確定拠出年金＞ 

④運営管理業務 

⑤資産管理業務 

⑥都市機構企業年金加入者に対する投資等教育に関する業務 

 (3) 契約締結日 平成29年５月１日（予定） 

ただし、確定拠出年金の⑥投資等教育業務委託については、制度導入

前に締結する。 

また、落札者決定後速やかに、契約時期等について確認する都市機構

企業年金運営関連業務に係る協定（以下「業務協定」という。）を締結す

るものとする。 

２ 競争参加資格 

（1）次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業又は２者の企業で構成するグルー

プ（以下「グループ」という。）であること。グループの場合は、２者とも資格を満たし

ていること。 

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 95

号）第 331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。

（ http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照） 

②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、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定され

た者であること。 

http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf
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③ 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」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。 

④  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、次に掲げる者に該当し

ない者。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、又は材料、品質、数量に関して

不正の行為があった者 

（ロ） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を

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使用人として使用した者 

（ト） （イ）～（へ）に該当する者を入札代理人として使用する者 

⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでな

いこと。 

（http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照） 

（2）以下の①②をいずれも満たす単体企業又はグループであること。 

①確定給付企業年金法（以下「ＤＢ法」という。）第 93条及びＤＢ法施行令第 67条に定

める信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等であること。 

②確定拠出年金法（以下「ＤＣ法」という。）第８条及びＤＣ法施行令第 47条に定める

信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等であり、ＤＣ法第 88条第１項の

登録を受けた者であること。 

（3）業務の一部を第三者へ再委託する場合は、その業務の範囲と再委託先を書面によ

り予め当機構に申告し、承諾を得ること。 

（4）以下の①②の実績を共に有する単体企業又はグループであること。グループの場合は、

確定給付企業年金に係る業務を受託しようとする者が①を、確定拠出年金に係る業務

を受託しようとする者が②を満たすこと。 

①確定給付企業年金の総幹事に係る実績を有するもの 

 平成 27年 3月 31日時点において、確定給付企業年金の総幹事業務を 100件以上（う

ち基金型 10件以上）受託していること。 

②確定拠出年金（企業型）の運営管理機関に係る実績を有するもの 

 平成 27年 3月 31日時点において、確定拠出年金（企業型）の運営管理機関業務を

規約数で 100件以上受託しており、かつ１規約当たりの加入者数（加入者数/規約数）

が 1,000人以上であること。 

３ 総合評価に係る事項 

http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf
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 (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 価格評価点は、以下とおりとし、最高点は50点とする。 

価格評価点＝50×（１－入札価格／予定価格） 

ただし、入札価格及び予定価格は、１（2）①②④⑥の業務における「制度導

入に係る委託料を20で除した額に、１年間分（都市機構企業年金設立予定日（平

成29年5月1日）から平成30年4月末日まで）の委託料を加算した額」とする。 

③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は50点とする。 

技術評価点＝50×技術点／技術点の満点 

また、技術点の算出は、４（3）により提出された技術提案資料の内容に応じ、

入札説明書に示す評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、最高点は

50点とする。 

(2) 落札者の決定方法 

入札参加者は「価格」と「技術提案」等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

得られる評価値の最も高い者を確定給付企業年金及び確定拠出年金両方の運営関

連業務の落札者とする。 

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) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 

交付期間： 平成28年１月15日（金）から平成28年１月29日（金）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５時まで（ただし、正午

から午後１時の間は除く。）。 

交付場所：〒231－8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地１ 横浜アイランドタワー 

 独立行政法人都市再生機構人事部労務厚生チーム 

（事前連絡の上、５階受付にお越しください） 

担当：山田・小見 電話045－650－0274 

提 出 物：２（3）・（4）に係る申告書（別紙様式１・２）及び機密保持に関する誓
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約書（別紙様式３） 

なお、これらの提出物を提出し、２に掲げる競争参加資格の全てを満たすと見込ま

れる者についてのみ入札説明書を交付する。 

(2) 申請書等の提出期限、場所及び方法 

提出期限： 平成28年１月29日（金）午後５時 

提出場所： ４（1）の交付場所に同じ 

提出方法： 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。 

提 出 物：競争参加資格確認申請書（別紙様式４）、２（1）②の競争参加資格認定

通知書の写し又は競争参加資格審査申請書を受付した際に機構が交付す

る受付票等の写し、グループで参加する場合は、５（1）①に示す競争参

加資格認定の通知書の写し（申請時点で認定を受けていない者は５（1）

③に示す協定書の写し） 

（3）技術提案資料の提出期限、場所及び方法 

提出期限： 平成28年２月18日（木）午後５時 

提出場所： ４（1）の交付場所に同じ 

提出方法： 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。 

（4）プレゼンテーションの実施日程及び場所 

日程：平成28年２月23日（火） ※時間等詳細は別途連絡する。 

実施場所：４（1）の交付場所に同じ 

内容：企画提案に係る補足説明等（内容は自由） 

説明時間：１者（グループ）当たり30分程度（その後質疑応答20分程度） 

 (5) 入札書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：平成28年３月７日（月）午後５時 

提出場所：〒231－8315 

 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地１ 横浜アイランドタワー  

独立行政法人都市再生機構 総務部会計チーム 

（５階受付にお越しください） 電話045-650-0189 

提出方法： 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。 

 (6) 開札の日時及び場所 

日時： 平成28年３月８日（火）午前10時（予定） 

場所： 独立行政法人都市再生機構本社 入札室 

５ グループで申請する場合の手続  

グループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行うこと。 

 (1) グループ（共同体）の結成 

① ２に掲げる条件を満たすグループであって、「競争参加者の資格に関する掲示」（平
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成28年１月15日付け総務部長）（以下「資格に関する掲示」という。）に示すところに

より総務部長から本調達案件に係る共同体として競争参加資格の認定を受けているも

のとする。 

② グループは、各構成員が確定給付企業年金及び確定拠出年金の運営に関する業務を

分担するものとする。 

③ グループにより参加しようとする者は、予め、資格に関する掲示の別紙１「都市機

構企業年金運営関連業務共同体協定書」（以下「共同体協定書」という。）を締結する

ものとする。 

 (2) 共同体としての参加資格審査の申請 

グループの代表となる者は、資格に関する掲示により交付する「競争参加資格審査

申請書」を、(1)③の共同体協定書の写しを添付して、機構へ提出するものとする。 

６ その他 

 (1) 入札保証金及び契約保証金 免除 

 (2) 入札の無効 

本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、当機構に提出した書類に虚偽の

記載をした者のした入札、「機密保持に関する誓約書」に反した者の入札及び入札に関

する条件に違反した入札は無効とする。 

 (3) 落札者の決定方法 

上記３(2)による。 

 (4) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２(1)②に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記４(2)により申請

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、開札の時までに当該資格

の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 

（5）企業年金設立までの支援 

落札者は、業務協定締結後、制度設計、規約案及び運用方針策定並びに行政対応等

企業年金設立に係る支援を行うこと。 

(6) 詳細は入札説明書による。 

以 上 
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（別紙様式１） 

業務実施体制申告書 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 中瀬 弘実 殿 

 

住所 

氏名              印 

 

 

住所 

氏名              印 

 

 

「都市機構企業年金運営関連業務」に係る受託体制を下記のとおり申告します。 

 

 

①確定給付企業年金 

業務内容 実施者名※ 

給付の支給及び掛金の額の計算に関する

業務その他の業務（確定給付企業年金法（以

下「DB法）という）第93条に定める業務） 

 

総幹事業務  

積立金の管理及び運用に関する業務（DB法

第65条に定める業務） 
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（別紙様式１） 

 

②確定拠出年金（企業型） 

業務内容 実施者名※ 

運営管理業務のうち記録関連業務（確定拠

出年金法（以下「DC法」という）第２条第７項

第１号に定める業務） 

 

運営管理業務のうち運用関連業務（DC法第

２条第７項第２号に定める業務） 
 

資産管理業務（DC法第８条に定める業務）  

加入者に対する投資等教育に関する業務 

（制度導入前及び導入後の継続教育） 
 

※各業務の一部を再委託する場合は、再委託する業務の範囲及び再委託先名称を明記

すること。 

 

以 上 
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（別紙様式２） 

業務実績申告書 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 中瀬 弘実 殿 

 

住所 

氏名              印 

 

 

住所 

氏名              印 

 

 

平成27年３月31日時点における受託実績を下記のとおり申告します。 

 

 

①確定給付企業年金 （受託者名：                ） 

 

  総幹事業務受託件数              件 

 

  上記のうち、基金型              件 

 

 

②確定拠出年金（企業型） （受託者名：                ） 

 

  規約数              件 

 

  加入者数              名 

 

１規約当たりの加入者数 

（加入者数/規約数）              名/件 

 

以 上 
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（別紙様式３） 

 

 

機密保持に関する誓約書 

 

 

平成  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 中瀬 弘実 殿 

 

 

住所 

氏名              印 

 

 

住所 

氏名              印 

 

 

 

私（私たち）は、「都市機構企業年金運営関連業務」の総合評価方式による入札（以

下「本件」という。）実施に当たり、貴機構から書面・口頭その他の開示方法を問わず、

開示される一切の情報については、本件参加検討の目的以外に利用しないことを誓約い

たします。 

また、これらによって知り得た情報については、貴機構の承諾なく第三者にこれを

開示し、漏洩又は公表いたしません。 

以 上 
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（別紙様式４） 

 

競争参加資格確認申請書 

 

年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構 

 

総務部長  中瀬 弘実 殿 

 

住 所       

商号又は名称 

代表者氏名                              印 

 

 

 

 

平成28年１月15日付で公告のありました「都市機構企業年金運営関連業務」に係る競争参

加資格について確認されたく、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条及び第332条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。 

 

 



1 

競争参加者の資格に関する掲示  

 

都市機構企業年金運営関連業務に係る共同体としての競争参加者の資格（以下

「共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次の

とおり掲示します。  

平成28年１月15日  

独立行政法人都市再生機構  

総務部長 中瀬 弘実 

 

１ 調達内容  

(1) 件  名  都市機構企業年金運営関連業務  

(2) 調達内容 平成 29 年 5 月に設立予定の当機構企業年金※の運営関連業務  

※確定給付企業年金（規約型）及び確定拠出年金（企業型）の併用型  

＜確定給付企業年金＞  

①給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務  

②総幹事業務  

③積立金の管理及び運用に関する業務  

＜確定拠出年金＞  

④運営管理業務  

⑤資産管理業務  

⑥都市機構企業年金加入者に対する投資等教育に関する業務  

(3) 契約締結日  平成29年5月1日（予定）  

ただし、確定拠出年金の⑥加入者教育に係る業務委託については、

制度導入前に締結する。  

なお、落札者決定後速やかに、契約時期等について確認する都市機

構企業年金運営関連業務に係る協定（以下「業務協定」という。）を

締結するものとする。  

２ 申請の時期  

平成 28年１月 15日から平成 28年１月 29日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）。  

３ 申請の方法  

(1) 申請書の入手方法  

「競争参加資格審査申請書」（以下「申請書」という。）は、平成28年１月15

日から都市機構企業年金運営関連業務において共同体としての資格を得よう

とする者に交付する。当機構ホームページからダウンロードすること。  

(2) 申請書の提出方法  

申請者は、申請書に都市機構企業年金運営関連業務共同体協定書（４(4)の

条件を満たすものに限る。）の写しを添付し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）

により提出すること。  
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提出場所：〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地１  

独立行政法人都市再生機構総務部会計チーム  

 電話：045-650-0189 

４ 共同体としての資格及び審査  

次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと

認定する。  

(1) 組合せ  

構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。  

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 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、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有する

と認定された者であること。  

③  競争参加資格確認申請書（以下「申請書」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。  

④   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、次に掲げる者に該

当しない者。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、又は材料、品質、数量に関

して不正の行為があった者  

（ロ） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利

益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使用人として使用した者  

（ト）  （イ）～（へ）に該当する者を入札代理人として使用する者  

⑤  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるもの

でないこと。  

(2) 業務形態  

  ①  構成員の業務分担が、業務の内容により、都市機構企業年金運営関連業

務共同体協定書において明らかであること。  

  ②  一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについ

て、都市機構企業年金運営関連業務共同体協定書において明らかであること。 

(3) 代表者要件  

構成員において決定された代表者が、都市機構企業年金運営関連業務共同体

協定書において明らかであること。  

(4) 共同体の協定書  
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共同体の協定書が、別紙１に示す「都市機構企業年金運営関連業務共同体協

定書」によるものであること。  

５ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い  

４(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も２及び３により申請

をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるため

には、４(1) ②の認定を受けていない構成員が４ (1) ②の認定を受けることが必

要である。また、この場合において、４ (1) ②の認定を受けていない構成員が、

開札の時までに４(1) ②の認定を受けていないときは、共同体としての資格がな

いと認定する。  

６ 資格審査結果の通知  

「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。  

７ 資格の有効期間  

６の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から都市

機構企業年金設立日までの間とする。ただし、業務協定の相手方以外の者にあっ

ては、業務協定が締結される日までとする。  

８ その他  

共同体の名称は「都市機構企業年金運営関連業務○○・△△共同体」とする。 

以 上   
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別紙１  

都市機構企業年金運営関連業務共同体協定書 

 

 

（目的）  

第１条  当共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。  

一 独立行政法人都市再生機構（以下「当機構」という。）が調達する都市機構

企業年金運営関連業務のうち企業年金設立に係る支援業務  

二 前号に附帯する業務  

（名称）  

第２条  当共同体は、都市機構企業年金運営関連業務○○・△△共同体（以下「当

共同体」という。）と称する。  

（事務所の所在地）  

第３条  当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。  

（成立の時期及び解散の時期）  

第４条  当共同体は、平成○年○月○日に成立し、都市機構企業年金設立日まで

の間は、次条に掲げる構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった

場合を除き、解散することはできない。  

２  当業務を受注できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、

当機構と他者により都市機構企業年金運営関連業務協定が締結された日に解散

するものとする。  

（構成員の住所及び名称）  

第５条  当共同体の構成員は、次のとおりとする。  

○○県○○市○○町○○番地     ○○株式会社  

△△県△△市△△町△△番地     △△株式会社  

（代表者の名称）  

第６条  当共同体は、○○株式会社を代表者とする。  

（代表者の権限）  

第７条  当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、当機

構及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって当共同体に属する

財産を管理する権限を有するものとする。  

２ 構成員は、第１条の業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、

実用新案権等の取扱いについては、当機構と協議を行う権限を、当共同体の代

表者である企業に委任するものとする。  

（分担業務）  

第８条  各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。  

確定給付企業年金（規約型）に係る業務  ○○株式会社  

確定拠出年金（企業型）に係る業務   △△株式会社  

（運営委員会）  

第９条  当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当
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たるものとする。  

（構成員の責任）  

第 10条  構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進

捗を図り、第１条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。  

（構成員の相互間の責任の分担）  

第 11条  構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該

構成員がこれを負担するものとする。  

２  構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構

成員が協議するものとする。  

３  前２項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に

従うものとする。  

４  前３項の規定は、いかなる意味においても第 10条に規定する共同体の責任を

逃れるものではない。  

（権利義務の譲渡の制限）  

第12条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。  

（業務途中における構成員の脱退）  

第 13条  構成員は、当共同体が第１条に定める業務を完了する日までは脱退する

ことができない。  

（解散後のかしに対する構成員の責任）  

第 14条  当共同体が解散した後１年以内において、当業務につきかしがあったと

きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。  

（協定書に定めのない事項）  

第 15条  この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるも

のとする。  

 

○○株式会社他１社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証

としてこの協定書２通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。  

 

年  月  日  

○○株式会社  代表取締役  ○○  ○○   印  

○○株式会社  代表取締役  ○○  ○○   印  
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別紙２  

競争参加資格審査申請書  

 

 

 

 

貴機構本社で行われる都市機構企業年金運営関連業務に係る競争に参加する資格

の審査を申請します。  

なお、この申請書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。  

 

 

 

 

平成  年  月   日  

独立行政法人都市再生機構  

総務部長 中瀬 弘実 殿  

 

 

 

共同体名  都市機構企業年金運営関連業務○○・△△共同体  

 

 

 

（代表者）  住 所 

 商号又は名称  

 代 表 者 氏 名      印 

 担当者氏名  

 電 話 

 Ｆ Ａ Ｘ 

 

 

 

（構成員）  住 所 

 商号又は名称  

 代 表 者 氏 名      印 

 


