
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成 28年 1月 20日 

    独立行政法人都市再生機構西日本支社 

      京奈エリア経営部長  菊池 浩史 

 

 ◎調達機関番号 ５９９  ◎所在地 ２７    

 

１ 調達内容 

（1） 品目分類番号 ２６ 

（2） 件名及び数量 

京都・滋賀・奈良エリアの団地に係る看板製作、設置、点検等業務 

（2） 調達案件の仕様等 

 入札説明書による。 

（3） 履行期間 

平成 28年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで（3年間） 

（4） 納入場所 

入札説明書による。 

（5） 入札方法 

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) 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) 入札書提出時において当機構西日本支社における平成 27・28 年度物品購入等

のうち、業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 

(3) 当機構西日本支社から指名停止の通知を受けている期間中でないこと。 

 (4) 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。 

 



３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出期限と場所 

イ 入札書の提出期限 

平成 28年 3月 15日（火）17時 

    ただし、入札書の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵

送又は電送によるものは受け付けない。 

ロ 提出場所 

〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目 2番 22号 

 ハービスエントオフィスタワー12階   

独立行政法人都市再生機構西日本支社  

京奈エリア経営部 企画チーム 

電話 06-6346-3139 

（2） 入札説明書の交付方法 

   当機構西日本支社ホームページ上からのダウンロードとする。 

（3） 業務の内容等に関する問い合わせ先 

   ３（1）ロに同じ 

（4）競争参加資格確認資料の提出 

   ①提出期限：平成 28年 2月 3日（水）17時 

   ②提出場所：３（1）ロに同じ 

（5） 開札の日時及び場所 

 平成 28年 3月 16日（水）10時 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 募集販売ｾﾝﾀｰ 12階 第１会議室Ａ 

（6）本件業務において、入札に参加するものが当機構の関係法人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。 

（4） 契約書作成の要否 要 

（5） 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。 

（6） 手続きにおける交渉の有無 無 

（7） 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。 

 

 



Summary 

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

Keina Area Housing Management Department of West Japan Branch Office, 

Urban Renaissance Agency. 

 (2)  Classification of the products to be procured: 26 

 (3)  Nature and quantity of the services to be required: Fabrication, installation and 

inspection of signboard at the apartments in Kyoto, Shiga and Nara, 1 set. 

(4)  Observance of a contract period: From April 1, 2016 to March 31, 2019. 

 (5)  Observance of a contract place: Under direction. 

 (6)  Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible 

for participating in the open tender are those who:  

① Have not received suspension of business transaction from Urban Renaissance 

Agency due to a fixed insincere act and two years hasn’t lapsed thereafter. 

  ② Have been authorized when the purchase of the incorporated administrative 

agency city reproduction mechanism West Japan branch office has the 

qualification of the type of industry division “labor offer” in a general competition 

participation screening to affect a contract of 2015 and 2016. 

  ③ Are not under suspension of nomination by Director General of West Japan 

Branch Office. 

④ Are not a company where a gang or a gangster influences management 

substantially or a company following this. 

⑤ Are able to comply with the presence test held in Japan by the staffs of Urban 

Renaissance Agency. 

 (7)  Deadline for tender: 5：00 P.M. 

  March15, 2016.  

 (8)  Contact point for the notice: Planning Team, Keina Area Housing Management 

Department of West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency, HERBIS 

ENT Office Tower 12F, 2‐2‐22, Umeda, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530‐0001, 

Japan, Tel 06‐6346‐3139. 

 



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、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 当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 


