
入札公告  

 

次のとおり一般競争入札に付します。  

令和３年９月 16 日  

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長  田島 満信 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長  村上 卓也 

◎調達機関番号 599  ◎所在地番号  13 

 

１ 調達内容  

（1）品目分類番号  58 

（2）調達件名  

什器の移転等業務（令和４・５年）  一式 

（3）調達案件の仕様等 

仕様書による。  

（4）履行期間  

令和４年１月１日から令和５年 12 月 31 日まで 

（5）履行場所 

仕様書による。  

（6）入札方法  

① 入札書は、持参または簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。郵

送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書するこ

と。 

② 入札金額は、仕様書に示す業務内容に係る想定数量に単価を乗じて得た総額

を記載すること。また、入札金額の内訳書（指定様式）を入札書に同封するも

のとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。なお、当該内訳書に

記載された総額と入札書に記載された入札金額に差異があった場合及び当該内

訳書の記載に間違いがあった場合、入札書は無効とする。  

③ 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 10 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 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載す

ること。  

④ 落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行

う。 

⑤ 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。  

 

２ 競争参加資格  

（1）次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。  

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。  

② 競争参加資格確認申請書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

いる者。  



③ 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。  

（定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手

続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「別

紙 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」を

参照。）  

（2）次の要件を満たしている者であること。  

① 令和３・４年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格

審査において、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。なお、当該競争参加資格を有しない者は、本公告に定める競争参加資

格確認申請書の提出期限までに一般競争参加資格審査の申請を行い、かつ開

札日までに一般競争参加資格の認定を受けていること。  

※「全省庁統一資格」は当機構の一般競争参加資格とは関係ないため注意

すること。  

※一般競争参加資格の申請方法については当機構ＨＰを参照すること。  

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

② 平成 28 年度以降に受注し完了した、面積 2,500 ㎡以上のオフィスの移転業

務の実績があること。  

③ 平成 28 年度以降に受注し完了した、面積 2,500 ㎡以上のオフィスの

AUTOCAD によるレイアウト図面作成の実績があること。  

④ 以下の条件をすべて満たす現場責任者を選任し、業務期間中は常駐させるこ

と。 

・ 監理技術者の資格を有すること  

・ 監理技術者講習を修了していること  

・ 入札に参加する者（申請者）と直接的な雇用関係があること  

⑤ 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを証明す

る、以下のいずれかの認証を取得していること。  

・ ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）  

・ JIS Q 15001（個人情報保護）  

・ プライバシーマーク 

⑥ 通常期、繁忙期を問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制が整備

されていること。  

⑦ 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者であること。  

 

３ 入札書類の提出場所等  

（1）担当本部  

〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号  新宿アイランドタワー19 階 

独立行政法人都市再生機構  東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 

電話 03-5323-2568 

（2）入札説明書等の交付  

①  交付期間  

令和３年９月 16 日（木）から令和３年 11 月 22 日（月）まで  

② 交付方法 

当機構のホームページからダウンロードすること。 

（3）競争参加資格確認申請書等の提出 

  ① 提出期限 

令和３年 10 月４日（月）16 時 00 分 



② 提出方法 

提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送

（同日同時刻必着）すること。また、封筒に調達件名及び「申請書在中」と

朱書すること。 

③ 提出場所 

上記３(1)に同じ。 

（4）入札書の提出  

① 提出期限  

令和３年 11 月 24 日（水）12 時 00 分（郵送の場合、同日同時刻必着）  

② 場所 

上記３(1)に同じ。 

（5）開札 

① 日時 

令和３年 11 月 25 日（木）10 時 00 分 

② 場所 

独立行政法人都市再生機構  東日本賃貸住宅本部 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  

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、申請書等に虚偽の記載をした者及び入

札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。  

（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（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

低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

（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。  

 

５ Summary 

（1）  Official in charge of the procuring entity : Director General of East 

Japan Rental Housing Office, Director General of East Japan Urban 

Renaissance Branch Office, Urban Renaissance Agency，  

（2）Classification of the services to be procured : 58 

（3）Subject matter of the contract : Furniture and luggage transportation 

and management for the office move, 1 set 

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

documents for the qualification:  4:00 P.M. Local time, Monday, October 

4, 2021 

(5) Time-limit for the submission of tenders : 12:00P.M. Local time, 



Wednesday, November 24,2021 (submission of the tender documents by mail 

must be reached by the same time) 

（6）Contact point for the notice : Account Settlement Team, General 

Affairs Department, East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance 

Agency, 6-5-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382, Japan TEL 

03-5323-2568 


