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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 30年 12 月７日

独立行政法人都市再生機構中部支社

支社長 菅沼 明

１ 業務概要

（1） 業務名称

３１―日進香久山花の街他１団地機械式駐車設備等保守点検業務

（2） 業務内容

   業務対象となる機械式駐車設備等の保守点検業務

なお、主な保守点検業務は以下のとおり。

○ 機械式駐車設備等を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検、調整及

び消耗品等の取替等を行う保全業務

○ 24 時間、利用者から電話又はインターホンによる通報に応答し、必要に応

じて出動し、適切な措置を講じる緊急時対応業務

○ 点検等により確認された経常的に生じる不具合や損耗について、現状復旧を

目的に、原則１件２００万円未満の小規模で、その都度行う小修理工事

（3） 履行期間 平成 31年４月１日から平成 34年３月 31 日まで

（4） 履行場所 入札説明書による。

（5） 入札方法 本件は、単価契約である。入札金額は、入札説明書に示す対象工区

ごとの点検対象予定数量に単価を乗じた合計の金額で行う。予定数量は発注時点

における業務量であり、契約期間中の業務量を約束するものではない。落札者の

決定は、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。

注）「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 条の規定の内容については、機構ホー

ムページをご覧ください。

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.

pdf

（2）技術資料提出時点で、平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構中部地区物

品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を
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有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者

も、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」）及び、競争参加資格確認資料（以

下「技術資料」という。）を提出することができるが、競争に参加するためには、

申請書及び技術資料の提出期限までに当該資格の申請を行い、かつ、開札日まで

に認定を受けていなければならない。

※「全省庁統一資格」は、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何ら関

係がないため、注意されたい。

（3）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 11 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（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につい

ては、手続開始の決定後、当機構中部支社長が別に定める手続に基づく一般競争

参加資格の再審査により再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（4） 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当該機構か

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。

（5） 業務請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当で

あると認められる者でないこと。

（6） 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でない

こと。

注）詳細については、機構ホームページをご覧ください。

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi2

40117.pdf

（7） 次の要件をすべて満たしていること。

イ 業務実施団地の属する都道府県または隣接する都道府県に申請者若しくは

再委託先の職員等が常駐する本支店・営業所等があること。

ロ 次に掲げる業務請負経験の要件をすべて満たす者であること。

(イ) 平成 27 年度以降に、毎年度、機械式駐車設備の保全業務の請負経験（※

１）を年間 100 台（搬器換算）以上有していること。

(ロ) 平成 27 年度以降に、対象機種と同等機（※２）の機械式駐車設備の制

御・操作盤及び駆動装置部分（※３）における修繕又は交換の施工実績

を有していること。

(ハ) 平成 20 度以降に、３年間以上継続して居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の

共同住宅の機械式駐車設備の保全業務の請負経験（※１）を有している

こと。

(ニ) 平成 20 年度以降に、３年間以上継続して対象機種と同等機（※２）の

機械式駐車設備の保全業務の請負経験（※１）を有していること。
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※１機械式駐車設備の保全業務を申請者と直接的な雇用関係にある者が管理

技術者・現場責任者として実施した請負経験（元請けか下請けかは問わな

い）

※２同等機とは、同一製造者の同一方式（JIS B 9991 に定める代表的な機械  

式駐車装置の方式（地上二段式、ピット二段（三段）昇降式、昇降縦行（昇

降横行）式、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環

式及びエレベータ式等のバース式））の装置をいう。

※３駆動装置部分とは、電動機、ブレーキ装置、減速装置又は伝達装置（ベル

ト・チェーン等）のことをいう。

ハ 入札説明書 12 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊２】に記載の

資格を有する管理技術者、現場責任者及び現場担当者を当該業務に配置でき

ること

(イ) 予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において直接的な

雇用関係があること。なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の

記載」として取扱う。

ニ 次に掲げる緊急時対応業務の体制を有する者であること（自社による体制で

あるか否かを問わない）

(イ) 年間を通じて 24 時間、利用者等から電話又はインターホン等による通

報に応答し、出動可能な体制を維持していること。

(ロ) 通報を受けてから速やかに現地に到着可能な体制であること。

ホ 保守業務及び修繕に関する社内の技術の認定制度又は教育制度を有してい

ること。また、再委託する場合は、再委託先への認定制度又は教育制度を有

していること。

ヘ 保守点検業務に関する品質保証に係る安全・危機管理体制、自主検査体制及

び事故等発生時における原因究明体制を有していること。

ト 対象機種と同等機の入札説明書 12 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書

【別冊２】に記載の保全業務及び修繕を適切に実施する上で必要な作業内容

や基準等を示すマニュアル等の技術資料が整備されていること。

３ 入札手続等

（1） 入札説明書の交付方法

当機構ホームページよりダウンロードすることとする。

https://www.ur-net.go.jp/orders/central/order.html

（2） 申請書および技術資料の提出期限、場所及び方法

提出期限： 平成 31年１月 15 日（火） 17 時 00 分

提出場所： 〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦 3-5-27  錦中央ビル７階

独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部設備技術課

      電話 052-968-3261
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提出方法：持参によること。なお、事前に持参する日時を連絡の上、内容を説明

できる者が持参すること。郵送、電送によるものは受け付けしない。

（3） 入札書の提出期限、場所及び方法

入札書到着締切日時：平成 31 年２月 21 日（木）17時 00 分までに当機構に到着し

たものを有効とする。

宛先： 〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦 3-5-27  錦中央ビル６階

独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課

提出方法：書留郵便による郵送とすること。持参又は電送によるものは受け付け

ない。

（4） 開札の日時及び場所

平成 31年２月 22 日（金）13 時 30 分

〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦 3-5-27  錦中央ビル６階

独立行政法人都市再生機構中部支社 入札室

４ その他

（1） 契約手続において使用する言語及び通貨は、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 免除

（3） 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請

書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。また、契約

担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなら

ない。なお、作成した申請書等は当機構において技術審査するものとし、本公告

に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参

加できるものとする。

（4）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。

（5） 契約書作成の要否 要

（6） 落札者の決定方法

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16 年独立行政法人都市再生機構規

程第４号）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

の価格をもって入札した者を落札者とする。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ときは、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の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ

て入札した者を落札者とすることがある。

（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３（2）
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により申請書及び技術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） 手続における交渉の有無 無

（9） 問合せ先

  ① 申請書及び技術資料について

〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦 3-5-27  錦中央ビル７階

独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部設備技術課

    電話 052-968-3261

  ② その他入札手続きについて

〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦 3-5-27  錦中央ビル６階

独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課

    電話 052－968－3315

（10） 詳細は入札説明書による。


