
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 28 年 9 月 1 日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

住宅経営部 担当部長 江崎 徳幸

◎調達機関番号 599   ◎所在地番号 27

１ 業務概要

（1） 品目分類番号 14

(2)  業務名称

  現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務

(3)  業務内容

  現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース、据付け及び設置調整並

びに保守等

(4)  履行（借入）期間

  平成 29 年 1 月 1 日から平成 32 年 12 月 31 日まで

（5） 履行場所

  仕様書による。

２ 競争参加資格要件  

（1） 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。

イ 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 入札書提出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） 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

（ト） （イ）～（へ）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

（チ） （イ）～（ト）に該当する者を入札代理人として使用する者

ニ 入札書提出日において、当機構から指名停止を受けている期間中の者

（2） 次の要件をすべて満たしている者であること。

イ 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。



ロ 平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る

競争参加資格審査において、入札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有す

ると認定された者であること。

ハ 入札書受領期限の直前３年間において、当該借入物品又はこれと同等の類似品

を 10 台以上納入した実績があることを証明した者であること。

ニ 当該借入物品に関し、迅速なアフターサービス及び保守の体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

ホ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられるものであること。

ヘ 本業務の実施予定組織・部門が ISO/IEC27001:2013 又は JIS Q 27001:2014 に

基づく情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証を

受けていること若しくはプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマ

ーク使用許諾を受けていること。

３ 競争参加者に求められる義務

（1） 競争参加者は、上記２（2）のイ、ロによる必要な資料等を提出期限までに提出し

なければならない。

（2） 提出された資料等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し

得ると判断した証明書等の提出があった場合のみ、本競争に参加することができる。

４ 競争参加資格確認資料及び入札書の提出場所等

（1） 担当部署（問合せ先）

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2 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 住宅経営部 営業企画チーム

電話 06-6346-7757
（2） 競争参加資格確認資料の提出

① 提出期間：平成 28 年 9 月 1 日（木）から平成 28 年 9 月 14 日（水）まで

② 提出場所：４(1)に同じ。

（3） 入札書等の提出

① 入札書の受領期限：平成 28 年 10 月 21 日（金）17 時 00 分

② 提出場所：４(1)に同じ。

(4) 開札の日時及び場所

① 日時：平成 28 年 10 月 24 日(月) 10 時 00 分

② 場所：大阪府大阪市北区梅田 2 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 住宅経営部営業企画チーム

５ 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競争参加者に求め

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）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。

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。

    当業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人１者だった場合は、当該

手続きを中止し、再公募を実施する。

（５）契約書作成の要否  要

（６）手続における交渉の有無 無

（７）詳細は、「入札説明書」による。

６ 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。

７ Summary
(1) Official in charge of the procuring entity: Noriyuki Ezaki , The House 

Management Department of West Japan Branch Office, Urban Renaissance 
Agency.

(2)  Classification of the products to be procured : 14
(3)  Nature and quantity of the services to be required : The lease and maintenance

of personal computers for the information offices,１set.
(4)  Lease period : From 1 January, 2017 to 31 December, 2020.
(5)  Lease places : under direction
(6)  Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible 

for participating in the open tender are those who:
① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’s Rules 
for the Operation of Accounting Practice

  ② have been qualified for the purpose of “Rendering of service”through the 
Examination of qualifications for the Participation in the Competitive Tendering 
Procedures for Procuring Equipment in the West district, Urban Renaissance 
Agency in the fiscal year 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 have proven to have actually executed a service similar to that within 3 years
⑥ have proven to have prepared a system to provide rapid after-sale service and
maintenance for the products
⑦ respond to attendance inspection in Japan

  ⑧ have the certification of the Information Security Management System (ISMS) 
compatibility assessment system based on ISO/IEC27001:2013 or JIS Q 
27001:2014, or have the permission of using Privacy Mark licensing by the Privacy 



Mark System.
(7)  Time-limit for tender : 17: 00 21 October, 2016. 
(8)  Contact point for the notice : Sales Planning Team, The House 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 06‐6346‐7757.



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

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


