
一般競争入札の実施に係る掲示

標記について、希望者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。

なお、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。

平成 30 年 11 月 21 日

独立行政法人都市再生機構

総務部長 佐藤 剛

１ 調達内容

（１） 件名及び数量

独立行政法人都市再生機構における事務補助業務（労働者派遣） 一式

（２） 調達案件の仕様等 入札説明書による

（３） 履行期間 平成 31 年３月１日から平成 34年２月 28 日まで

（４） 履行場所 入札説明書による

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） 次の要件をすべて満たしている者であること。

① 入札説明書別添２「技術資料提出様式１ 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。）の提出時点にお

いて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和 60 年法律第 88 号）（以下「労働者派遣法」という。）第５条第１項に規定する労

働者派遣事業の許可を受けている事業者であり、労働者派遣法第６条各号のいずれ

にも該当しないこと。

② 申請書及び資料の提出時点において、平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構

東日本地区において、物品購入等の契約に係る競争参加資格「役務提供」の資格を

有すると認定された者、もしくは申請中であること。

なお、当該競争資格を有しない場合は、開札日までに競争資格の認定を受けている

こと。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。

〒231-8315

神奈川県横浜市中区本町６-50-１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話：045-650-0189

※ 郵送により競争参加資格審査の申請書を提出する場合は、本競争入札への参加

表明中である旨を送付状等に記載すること。

③ 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、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ないこと。

④ 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（一般競争参加資格の再認定を受けた者

を除く。）でないこと。

⑤ 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。

（定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得、契約関

係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「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」

（ http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を 参

照。）

⑥ 直近の１事業年度における１日平均の派遣労働者の数及び登録者の数（過去１年以

内に労働者派遣されたことのある者であり、雇用されている者を含む。）が178名以上

であること。

⑦ 入札説明書 10 仕様書記２に記載の条件を満たす者を、入札説明書 10 仕様書

記３（３）の履行期間の間に下記の前提の下で派遣できること。

イ 業務開始時(平成 31 年３月１日)において、入札説明書 10 仕様書記４（２）

に記載のとおり派遣労働者を派遣できること。

ロ 派遣労働者に欠員が生じた場合又は当機構から要請があった場合において、随

時派遣すること。

※ 派遣労働者の区分については入札説明書 10 仕様書記２を参照のこと。

※ なお、業務開始時における派遣労働者数は、派遣労働者に依頼する業務の実

施状況や当機構の事業上の理由により変動するものであり、人数を約束するも

のではない。

⑧ 申請書類提出期限の日から起算して、事務職Ａ、Ｂ及びＣについては５年以内に

２年間以上、事務職Ｄについては３年以内に１年以上、同種業務の実務経験を有す

る派遣労働者を派遣した実績を有すること。

※ 同種業務とは、入札説明書 10 仕様書記２に掲げる以下４種の業務を指す。

・ 事務職Ａ（庶務業務）

・ 事務職Ｂ（一般事務・庶務業務及び一般事務・庶務業務（一部業務において

外国語の使用有））

・ 事務職Ｃ（ＢＩ業務、画像編集等業務及び秘書・受付業務）

・ 事務職Ｄ（事務職Ａ及びＢに比べ、より高度な専門知識を有する業務（現時

点ではＲＰＡ業務）を想定）

⑨ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されてい

る者であること。

⑩ 以下に記載する事務所の存する各地域において本支店・営業所があること。

北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、熊本県、沖縄県

⑪ 派遣期間中の派遣労働者の勤務状況等確認について、最低でも３か月に１回以上、

10 分以上の面談による確認を行うことができること。

⑫ 当機構が現在使用している派遣管理システム（e-staffing）の使用が可能である

こと。

（３） 申請者は、法人とし、個人での申請は受け付けない。



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」との合計値をもっ

て行う。

② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、最高点は110点とする。

価格評価点＝110×（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110点とする。

技術評価点＝110×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、最高点は110点とする。

・ 企業の経験及び能力

・ 予定派遣元責任者の経験及び能力

・ 本業務に係る実施方針

（２） 落札者の決定方法

落札者の決定は、提出された技術資料と入札価格を総合的に評価して行うこととし、

入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記

（１）によって得られる数値（以下「評価値」という。）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を全て

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。

（３） 技術点を算出するための基準

申請書及び資料の内容について、入札説明書別添１「独立行政法人都市再生機構にお

ける事務補助業務（労働者派遣）の評価項目、評価基準、得点配分及び提出様式につい

て」に記載する評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。

４ 入札手続等

（１） 入札説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間

平成30年11月21日（水）から平成30年11月30日（金）まで

② 交付方法

入札説明書、申請書、入札書、仕様書、その他入札関係書類、契約書等は当機構ホ

ームページからダウンロードすること。

（２） 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法

① 提出期間

平成30年11月21日（水）から平成30年11月30日（金）までの土曜日、日曜日、祝日

を除く毎日、午前10時から午後５時まで。（ただし、正午から午後１時の間は除く。）

② 提出場所



〒231－8315

神奈川県横浜市中区本町６-50-１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 人事部 人事課

電話：045-650-0254

③ 提出方法

申請書及び資料の提出は、あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持

参するものとする。なお、郵送、電送による提出は受け付けない。

④ 提出部数

１部（白黒、カラーどちらでも可）

(３) 入札書及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

① 入札書提出期限

平成31年１月10日（木）17時

② 入札書提出場所

〒231－8315

神奈川県横浜市中区本町６-50-１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話：045-650-0189

③ 入札書提出方法

同日必着での一般書留郵便による郵送又は提出先への持参とし、電送によるものは受

け付けない。入札書は受領期限までに上記宛先に到着（受付）したものを有効とする。

郵送の場合は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。中封筒には、入

札説明書３－１ 入札書及び３－２ 入札書（内訳書）のみを入れること。また、入

札書に必要事項を記入のうえ、押印（代表者若しくは代表者から独立行政法人都市再生

機構本社が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可

能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名

押印する場合は、年間委任状が必要である。）したものを中封筒に入れ、封をして割印

し、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。

④ 開札の日時及び場所

平成31年１月11日（金）13時30分

神奈川県横浜市中区本町６-50-１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 入札室

（４） 再公募の実施について

本件業務において、入札に参加する者が関係法人１者だった場合は、当該手続を中

止し、再公募を実施する。

５ その他

（１） 入札保証金及び契約保証金

免除

（２） 入札の無効

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記

載をした者のした入札並びに入札説明書２ 入札心得書において示した条件等入札に

関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合



には落札決定を取り消す。

なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に

おいて入札説明書記８に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

（３） 独立行政法人が行う契約にかかる情報の公開について

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

イ 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

ロ 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。

イ 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、職名及び

当機構における最終職名

ロ 当機構との間の取引高

ハ 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

ニ 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

イ 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）

ロ 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

（４） 問い合わせ先



① 申請書及び資料について

独立行政法人都市再生機構 人事部 人事課

電話：045-650-0254

② 平成29・30年度の競争参加資格について

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話：045-650-0189

以 上


