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入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成29年３月27日

独立行政法人都市再生機構九州支社

支 社 長 内 山 省 吾

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号40

１ 調達内容

(1) 品目分類番号 42

(2) 業務の名称 九州大学箱崎キャンパス跡地等の基盤整備事業に係る

環境影響評価（調査、予測及び評価）業務

   ①当 初 業 務 平成29年度九州大学箱崎キャンパス跡地等の基盤

整備事業に係る環境影響評価（調査、予測及び評

価）業務

   ②契約予定業務 平成30年度九州大学箱崎キャンパス跡地等の基盤

整備事業に係る環境影響評価（調査、予測及び評

価）業務

(3) 業務内容 九州大学箱崎キャンパス跡地等における福岡市環境影響

評価条例に基づく環境影響評価に係る調査、予測、評価、

環境保全措置の検討及び事後評価計画（案）の検討の実

施

      ①当 初 業 務 九州大学箱崎キャンパス跡地等における福岡市環

境影響評価条例に基づく環境影響評価に係る調査、

予測の実施

   ②契約予定業務 九州大学箱崎キャンパス跡地等における福岡市環

境影響評価条例に基づく環境影響評価に係る調査、

予測、評価、環境保全措置の検討及び事後調査計

画（案）の検討の実施

(4) 履行期間 全体業務の履行期間は、契約締結日の翌日から平成30年８

月31日までとし、個別業務の履行期間は以下のとおりとする。

   ①当 初 業 務 契約締結日の翌日から平成30年３月16日まで

   ②契約予定業務 平成30年４月３日（予定）から平成30年８月31日

まで

(5) 本件は、複数業務の入札を一括して行い、決定した契約予定者と締結

した協定に基づき、各業務の請負契約を締結する協定型一括入札方式で

ある。

(6) 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。
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(7) 入札方法 本業務は、上記(2)①当初業務及び②契約予定業務を含む

すべての業務の総価格での入札により落札者を決定する。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) 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) 当機構九州地区における平成29・30年度測量・土質調査・建設コンサ

ルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「調査」の認

定を受けている者であること（会社更生法（平成14年法律第154号）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（平成1

1年法律第225号）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、九州支社長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) 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。

(4) 平成19年度以降に元請として受注し完了した環境影響評価調査業務

の実績を有することを証明したものであること。

(5) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できるこ

と。

①下記のいずれかの資格等を有するものであること。

・技術士（建設部門又は環境部門）の資格を有し、技術士法による登

録を行っている者

   ・ＲＣＣＭ（建設環境部門）の資格を有し、一般社団法人建設コンサ

ルタント協会に登録を行っている者

   ・環境アセスメント士の資格を有し、一般社団法人日本環境アセスメ

ント協会に登録を行っている者

②平成19年度以降に元請として受注し完了した環境影響評価調査業務

の実績を有する者であること。

③申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があ

ること。

(6) 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、九州支社

長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。
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(7) 暴力団又は暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるも

のでないこと。

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（以下「評価値」という。）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、最高点は 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。

   ・企業の経験及び能力

   ・予定管理技術者の経験及び能力

   ・実施方針

   ・評価テーマに関する技術提案

(2) 落札者の決定方法

   入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の

経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって

入札を行い、入札価格が当機構があらかじめ作成した予定価格の範囲内

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 協定型一括入札方式に係る事項

(1) 用語の定義

  用語の定義は次のとおりとする。

  ①「当初業務」とは、一括入札の対象とする業務のうち、最初に契約

する業務をいう。

      ②「契約予定業務」とは、一括入札の対象とする業務のうち、当初業

務以外の業務をいう。
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      ③「個別業務」とは、一括入札の対象となる各業務をいう。

   ④「全体業務」とは、一括入札の対象とする全ての業務をいう。

(2) 契約方法等

  個別業務の契約に関しては、個別業務の契約に関する事項等を定めた

協定を締結した後に、当該協定に基づき業務請負契約を締結する。

  なお、個別業務の契約金額（税抜）は、個別業務の全体業務に対する

構成比（構成比は閲覧に供するものとし、閲覧期限及び閲覧場所は下記

５（3）に同じ。）を落札者の入札額に乗じた額（10 円単位を四捨五入）

とする。

また、個別業務の契約締結時期や履行期間の変更、予算等の制約や

その他やむを得ない理由により、業務の停止になることがありうる停

止条件付業務である。

５ 入札手続等

(1) 担当支社等

〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号

独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理チーム

電話092-722-1017

(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

平成29年３月27日（月）から平成29年５月18日（木）まで

〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号

独立行政法人都市再生機構九州支社

都市再生業務部市街地整備第１チーム

電話092-722-1145

本公告の日から上記の場所にて交付する。

※ＵＲ都市機構ホームページからもダウンロードできます。

URL http://www.ur-net.go.jp/kyusyu/

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

  提出期限 平成29年４月10日（月） 17時00分まで

提出場所 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号

独立行政法人都市再生機構九州支社

都市再生業務部市街地整備第１チーム

電話092-722-1145

   提出方法 申請書等の内容を説明できる者が持参すること。

(4) 入札書の提出期限、場所及び方法

  提出期限 平成29年５月19日（金） 17時00分まで

提出場所 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号

独立行政法人都市再生機構九州支社

総務部経理チーム 電話092-722-1017

   提出方法 持参又は郵送とする。但し、郵送による場合は書留郵便と
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し、同日同時刻必着とする。

(5) 開札の日時及び場所

日 時 平成29年５月22日（月） 13時00分

場 所 独立行政法人都市再生機構九州支社 入札室

６ 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 免除

② 契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をも

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 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請

書又は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) 手続における交渉の有無 無

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記 ５(1)に同じ。

(7) 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 ５(3)により申請

書及び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、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。

(8) 詳細は入札説明書による。

７ Summary

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

Director General of Kyushu Branch Office, Urban Renaissance Agency

(2) Classification of the services to be procured：42

(3) Subject matter of the contract：Environmental assessment（survey, 

forecast and evaluation）

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

documents for the qualification ： 5：00P.M.10 April 2017

(5) Time-limit for the submission of tenders 5： 00P.M.19 May 2017

(tenders submitted by mail 5：00P.M.19 May 2017）

(6) Contact point for tender documentation：Contract Division , General 

Affairs Department, Kyushu Branch Office, Urban Renaissance Agency,

2―2―4, Nagahama, Chuo-ku,  Fukuoka City, Fukuoka Pref. 810―8610, 

Japan. TEL 092―722―1145


