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簡易公募型競争入札方式に準じた手続きによる手続開始の掲示 

（電子入札対象案件） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始する。 

また、本件は、当初業務と契約予定業務の一括競争入札により落札者を決定し、各業務の契約

に関する事項等を定めた協定を締結した後に、協定に基づき業務委託契約を締結する協定型一括

方式入札の業務である。 

 

令和２年３月30日 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

 支社長 太田 潤 

 

１ 業務の概要 

（１）業 務 名  

九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（協定型一括入札） 

（２）履行場所 

福岡県福岡市東区箱崎六丁目 

（３）業務の内容 

九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事に係る工事管理業務 

主な業務内容は以下のとおりである。 

・契約図書の内容把握等（設計図書の内容把握、質疑書の検討） 

・工事計画書の受理 

・施工体制の把握 

・契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議等 

・関連工事との調整 

・工程把握及び工事促進指示 

・工期変更の事前協議及びその結果の通知 

・工事施工の立会い 

・施工状況の確認 

・臨機及び事故などに対する措置 

・工事完成検査などの立会い 

・完成書類の確認 

（４）個別業務の名称と履行期間 

①当初業務 

  業務名    九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（その１） 

履行期間   協定締結の翌日から令和３年３月 31 日まで（予定） 

②契約予定業務（２件） 

 1）業務名   九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（その２） 

履行期間  令和３年４月から令和４年３月 31日まで（予定） 

 2）業務名   九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（その３） 

     履行期間  令和４年４月から令和４年12月28日まで（予定） 
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（５）業務の詳細な説明及び成果品 

「九大箱崎南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（その１）」特記仕様書、「九大箱崎

南地区雨水幹線築造その他工事監督業務（その２）」特記仕様書及び「九大箱崎南地区雨水

幹線築造その他工事監督業務（その３）」特記仕様書のとおり。 

（６）本業務においては、申請書の提出（ただし、資料は持参するものとする。）及び入札等を

電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、当機構九州支

社長（以下「支社長」という。）の承諾を得て紙入札方式に代える（※）ことができる。 

（※）紙入札方式に代える手続きについて 

独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課に、入札説明書の様式１紙入札方

式参加承諾願及び様式２紙入札業者入力票を提出し、支社長の承諾を得るものとす

る。（電子入札運用基準：http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html参照。） 

 

２ 協定型一括入札方式に関する事項 

（１）本業務は、当初業務と契約予定業務の総価格での一括入札により落札者（契約予定者）

を決定する。 

（２）（１）で決定した落札者（契約予定者）と「個別業務」契約に関する事項等を定めた協定

を締結するとともに、当初業務の業務委託契約を締結する。 

（３）契約予定業務は、契約を締結する時点で、落札者（契約予定者）に対し、履行期間及び

支払い条件を通知し、（２）の協定に基づき業務委託契約を締結する。 

（４）個別業務の契約金額（税抜き）は、「予定価格における「個別業務」の構成比（内訳書／

予定価格）」を落札者の入札額に乗じた額（10円単位を四捨五入）とする。 

（５）予算や補助金等の制約、その他やむを得ない理由により、個別業務の契約締結時期や履

行期間の変更又は、業務の停止になることがありうる停止条件付業務である。 

（６）契約予定業務に関して、予定していた予算や補助金の都合がつかない等、機構の責によ

る理由で大幅に契約時期を遅延させる又は取りやめる必要が生じたときは、協定を解除す

ることができるものとする。 

この場合、既契約業務に係る間接経費等の変更について、甲乙協議を行うものとする。 

（７）その他、詳細は入札説明書による。 

 

３ 指名されるために必要な要件 

（企業に関する資格要件） 

（１）入札参加者に要求される資格 

次に掲げる全ての資格を満たしている者であること。 

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通達第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 当機構九州地区における平成 31・32 年度（令和元・２年度）測量・土質調査・建設コン

サルタント等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、「土木監理」の

業務区分の認定を受けていること。 

③ 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 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこ

と。（詳細は、当機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規定」→
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「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」を参照。） 

⑤ 平成 21 年４月１日以降に公的機関（国、地方公共団体又は独立行政法人等）より受注し、

掲示日までに完成した、人口集中地区※１における公共下水道の本管敷設工事に係る監理業

務※2・3の実績を有すること。 

※1 人口集中地区とは、平成 27年国勢調査による地域別人口密度が 

4,000 人/㎢以上で、その全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 

※2 監理業務は、施工業者の監理技術者として従事した経験でもよい。 

※3 再委託による業務実績は認めない。 

⑥ 申請書及び資料の提出期限の時点において、参加表明者と直接的な雇用関係があり、別

に示す資格要件を満足する管理技術者及び主任監理員を本業務に配置できる者であるこ

と。 

⑦ 建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。 

※認定基準：関係があると認められる者とは、以下のような者とする。 

イ 建設業許可者の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の

総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者（100 分の 50 を超える株式を有し又は

出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて

株式を有し又は出資している者を含む） 

ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加意思表明者の代表権を有する役員を兼ね

ている場合 

ハ 建設業許可者と参加意思表明者の間において特別な提携関係があると認められる場

合には、参加意思表明者については、その実態に即して判断する。 

⑧ 掲示文、入札説明書及び特記仕様書等を承諾していること。 

（２）再委託 

本業務を再委託してはならない。ただし、次に掲げる場合は、あらかじめ機構の承諾を得

て再委託できるものとする。 

① 総合監督業務（建築、電気、機械、造園等の複数職種業務）で、土木職種業務を除いた

業務量が少ない場合 

② 監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合 

③ 監督業務の一部で専門的な技術（特殊工法など）を要する場合 

（予定技術者に関する資格要件） 

（３）予定技術者 

① 管理技術者 

以下に掲げる要件を満たす管理技術者を、本業務に配置できる者であること。 

1) 次に掲げる資格要件のいずれかを満たす者であること。 

   イ １級土木施工管理技士の資格を取得後、５年以上の実務経験を有し、業務の総括監

理を５年以上継続している者 

   ロ 技術士（建設部門）の資格を取得後、５年以上の実務経験を有し、業務の総括監理

を５年以上継続している者 

   ハ 公的機関の事業者として、技術的実務経験を 25年以上有する者 

2) 平成 21 年４月１日以降に公的機関（国、地方公共団体又は独立行政法人等）より受注

し、掲示日までに完成した、人口集中地区※１における公共下水道の本管敷設工事に係る

監理業務※2・3の実績を有すること。 

※1 人口集中地区とは、平成 27年国勢調査による地域別人口密度が 

4,000 人/㎢以上で、その全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 
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※2 監理業務は、施工業者の監理技術者として従事した経験でもよい。 

※3 再委託による業務実績は認めない。 

3) 申請書及び資料の提出期限の日において、当該企業と直接的な雇用関係がある者であ

ること。 

② 主任監理員 

以下に掲げる要件を満たす主任監理員を、本業務に配置できる者であること。 

1) 次に掲げる資格要件のいずれかを満たす者であること。 

イ １級土木施工管理技士の資格を有する者 

ロ ２級土木施工管理技士の資格を取得後、４年以上の実務経験を有する者 

ハ 公的機関の事業者として、技術的実務経験を 10 年以上有する者 

2) 平成21年４月１日以降に公的機関（国、地方公共団体又は独立行政法人等）より受注

し、掲示日までに完成した、人口集中地区※１における公共下水道の本管敷設工事に係る

監理業務※2・3の実績を有すること。 

※1 既成市街地とは、平成27年国勢調査による地域別人口密度が 

4,000人/㎢以上で、その全体が5,000人以上となっている地域をいう。 

※2 監理業務は、施工業者の監理技術者として従事した経験でもよい。 

※3 再委託による業務実績も認める。 

3) 申請書及び資料の提出期限の日において、当該企業と直接的な雇用関係があるもので

あること。 

 

４ 担当支社等 

（１）入札に関する事項について 

〒810－8610 

福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

総務部経理課 電話092-722-1017 

（２）参加表明書に関する事項について 

〒810－0861 

福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

住宅経営部 工務・検査課 電話092-722-1141 

（３）平成31・32年度（令和元・2年度）の競争参加資格について 

〒810－8610 

福岡県福岡市中央区長浜二丁目２番４号 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

総務部経理課 電話092-722-1017 

（詳細は、機構ＨＰ→入札・契約情報→競争参加資格（変更届含む）→平成31・32（令

和元・2年度）一般競争（指名競争）参加資格について→建設コンサルタント等、を参照） 

（詳細は、機構ＨＰ→入札・契約情報→競争参加資格（変更届含む）→平成31・32（令和

元・2年度）一般競争（指名競争）参加資格について→建設コンサルタント等、を参照） 
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５ 参加表明書の提出等 

（１）入札説明書及び仕様書等の交付期間及び方法 

① 交付期間 

令和２年３月30日（月）から令和２年５月25日（月） 

② 交付方法 

入札説明書及び仕様書等は機構ホームページからのダウンロードにより交付する。 

（２）本競争の参加希望者は、次に従い、参加表明書を提出しなければならない。支社長は、

参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加するものを指名する。 

参加表明書を提出することができる者は、参加表明書を提出する時において３（１）②

に掲げる競争参加資格の認定を受けている者とする。 

参加表明書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出でき

るが、競争に参加するには、開札の時までに、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。 

この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 

（一般競争参加資格の申請） 

提出期間：令和２年３月 30 日（月）から令和２年４月６日（月）まで（（下記①にある参

加表明書の申請の提出期限日の４営業日前）の毎日午前 10 時から午後５時ま

で 

問い合わせ先：４（３）に同じ。 

なお、提出期間内に参加表明書が提出場所に到達しなかった場合並びに競争参加資格が

ないと認められた者は指名されない。また、指名されなかった場合には、本競争に参加す

ることはできない。 

（参加表明書の申請） 

① 提出期間： 

イ 電子入札システムによる場合 

令和２年３月30日（月）から令和２年４月10日（金）（競争参加資格の確認の基準日

という。）までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前８時30分から午後８時まで。

（ただし、令和２年４月10日（金）は午後５時までとする。） 

ロ 紙入札による場合 

令和２年３月30日（月）から令和２年４月10日（金）までの土曜日及び日曜日を除

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時までの間は除く。） 

② 提出方法 

申請書は電子入札システムで提出すること。 

ただし、やむを得ない事由により支社長の承諾を得て紙入札による場合は、申請書の

提出期間内に上記４（１）に事前予約の上の持参、又は提出期間内必着とする書留郵便

による郵送とし、電送によるものは受け付けない。 

郵送による提出は、令和２年４月10日（金）午後５時までの必着とし、郵送した旨を

４（１）に必ず電話連絡すること。 

また、紙入札による場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡

易書留料金分を加えた所定の料金（404円）の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて
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提出すること。 

③ 提出場所 

４（１）に同じ。 

（３）競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結

果は令和２年４月23日（木）に電子入札システムにて通知する。（紙入札による場合は、郵

送（同日発送）する書面にて通知する。） 

（４）入札書の締切及び開札の日時及び場所 

＜入札書の締切日時＞ 

① 電子入札システムによる場合 

令和２年５月26日（火）午後５時 

② 紙入札方式（持参、郵送）場合 

令和２年５月26日（火）午後５時 

＜開札の日時及び場所＞ 

① 日 時 

令和２年５月27日（水）午前10時 

② 場 所 

４（１）に同じ。（電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要） 

 

６ その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 免除 

（２）入札の無効 

手続き開始の掲示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明

書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等の入札に関する

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、支社長により指名された者であっても、開札の時において２に掲げる要件のない

者は、指名されるために必要な要件のない者に該当する。 

（３）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。 

（４）次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から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こととなったので、詳細は、入札

説明書を参照すること。 

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。 

（５）その他詳細は入札説明書による。 

以 上 


