一般競争入札 の実施に 係る掲示【再 公募】
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。
※ 本業務に おいては 、資料の提出 、入札等 を電子入札シ ステムに より行う。
但し、やむ を得ない 事由により電 子入札に より難い者は 、発注者 の承諾を
得て、紙入札方 式に代 えることがで きる（様 式は、機構ホー ムペー ジ→入札・
契約情報→入 札・契約 手続き→電子 入札→電 子入札に参加 される方 へ→運用
基準・様式等 →「電子 入札運用基準 様式（紙 入札申請・委 任状）」からダウン
ロードできる ので 、競 争参加資格確 認申請書 提出期限まで に下記４ (1)②へ様
式１及び２を 提出する こと。）。
※ 本件は、 競争参加 資格確認申請 書及び競 争参加資格確 認資料を 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。
令和２年８月 ３日
独立行政法人 都市再生 機構西日本支 社
支社長
１ 業務概要
(1) 業務名
令和 ２年度西日本 社管内に おける近接地 建替え基 本検討業務
(2) 業務内容
当機構が指定 する１地 区において、 下記の検 討を行う。
① 地区の現 状分析・ 課題の抽出
② まちづく りコンセ プト・土地利 用計画案 の検討
③ 事業実施 に向けた 法・条例関係 設計条件 整理
④ 建設する 賃貸住宅 の建設計画案 の作成
⑤ 再編元団 地（1〜 2 団地）に おける跡地 活用に向けた 基礎検討 資料作成
(3) 履行期間
令 和２年10月上旬（契 約 締結日の翌 日）から 令 和３年３月
31日（水）ま で（予定 ）
(4) 履行場所
原 則として受注 者の事務 所
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（契約を締結す る 能力を有しな い者又は 破産者で
復権を得てい ない者 ）及び第332条（当機構 から取引停止 措置を受 け、その
後２年間を経 過しない 者）の規定に 該当する 者でないこと 。
(2) 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
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を受けていな いこと。
(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 準ずる者で
ないこと（ 詳細は当 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→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）。
(4) 当機構関西 地区 における令 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 般競争参加資 格を有し ている者で、業 種区分「 調査」
に係る競争参 加資格の 認定を受けて いること 。
(5) 平成22年度以降 （平成22年４月１日 か ら申請書の 提出日ま で 。以下本項
において同じ 。）に受 注し、完了 した、次に 示す同種又は 類似の業 務の実績
を１件以上有 すること 。
① 同種業務 ：国、地 方公共団体、 独立行政 法人又は地方 公共団体 が設立
した公 社が 発注し た、 公的機 関等 の団地 再生 事業等 ※ 1 におけ る基 本 計画
検討に係る業 務（但し 、再委託によ る業務の 実績は含まな い。また 、共
同企業体の構 成員とし ての実績であ る場合は 、その出資比 率が20％以上
のものに限る 。）
② 類似業務 ：次のイ 又はロに該当 する業務
イ 国、地方 公共団体 、独立行政法 人又は地 方公共団体が 設立した 公社
以外の者が発 注した、その他民間等 の団地再 生事業等 ※ １ における 基本
計画検討に係 る業務
ロ 上記①但し書において除かれる再委託又は共同企業体構成員とし
ての業務の実 績
※1 「団地再生 事業 等」とは市街 地開発事 業（都市計画 法(昭和43年法律
第100号)第12条第１項 に掲げる事業）その他 市街地の整備 改善及び 団地
の建設・建替 えを行う 事業をいう。
(6) 次に掲げる 基準 を満たす現場 代理人を 本件業務に配 置できる こと。
① 下記のい ずれかの 資格又は経験 を有する 者であること 。
イ １級建築 士又はこ れと同等以上 の能力を 有する者。
ロ 技術士（ 建設部門 ）の資格を有 し、技術 士法による登 録を行っ てい
る者
ハ 団 地再 生事業 等の 事業者 ※ 2 として 技術 的 実務経 験を25年以 上有 する
者。
※2 「団地再生 事業 等の事業者 」とは、団 地再生事業等 の事業者 としての
国、地方公 共団体 、独 立行政法人 、地方公 共 団体が設立し た公社又 は民
間企業の職員 及び社員 のことをいう 。
② 平成22年度以降に 、上記(5)に掲げる業務 に従事した経 験を有す る者で
あること。
③ 申請書及 び資料の 提出期限日時 点におい て、当該企業 と直接的 な恒常
的雇用関係が あること 。なお、
「雇用 関係」が 確認できる資 料を添付 する
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こと。なお、 恒常的雇 用関係とは、 申請書及 び資料の提出 日以前３ ヶ月
以上の雇用関 係がある ことをいう。 また、雇 用関係がない ことが判 明し
た場合は 、「虚偽 の記 載」として取 扱う。
(7) 技術提案書 につ いて、入札 説明書別 紙 １の４及び ５の欠格 事 項に該当し
ないこと。
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 点の算出 は、以下のと おりとし 、価格点は30点とする 。
価格評価点＝ 価格点×（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60点とする 。
技術評価点＝60×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 、満点は60点とする。
・ 企業の経 験及び能 力
・ 配置予定 の現場代 理人の経験及 び能力
・ 実施方針
・ 評価テー マに関す る技術提案
(2) 落札者の決 定方 法
入札参加者は「価格 」と上記(1)③の評価項 目をもって入 札を行い 、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、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。
４ 入札手続 等
(1) 担当部署
① 公募条件 ほか②以 外について
〒536−8550 大阪府 大阪市城東区 森之宮一 丁目６番85号
独立行政法人 都市再生 機構西日本支 社
ストック事業 推進部 事業推進課 電話06-6969-9764
② 入札手続 及び一般 競争参加資格 について
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〒536−8550 大阪府 大阪市城東区 森之宮一 丁目６番85号
独立行政法人 都市再生 機構西日本支 社
総務部契約課 電話06−6969−9848
(2) 入札説明書 の交 付期間、場所 及び方法
令和２年８月 ３日から 令和２年９月29日まで に当機構ホー ムページ から
ダウンロード すること 。
(3) 申請書及び 資料 の提出期限、 場所及び 方法
① 提出期間 ：令和２ 年８月４日（ 火）から 令和２年９月 ２日（水 ）まで
の土曜日、日 曜日及び 祝日を除く毎 日、午前 10時から午後 ５時まで
② 提出場所 ：(1)②に同じ。（紙入札 方式 の者は(1)①に同じ。）
③ 提出方法 ：申請書 及び資料の提 出は、電 子入札システ ムにより 受け付
けを行う。
但し、やむ を得ない 事由により、 発注者の 承諾を得たう え紙入札 方式
による者は、 一般書留 郵便により郵 送（上記 提出期間内に 必着。表 封筒
に「『令和２ 年度西日 本支社管内に おける近 接地建替え基 本検討業 務』
に係る申請書・資料 在 中」と朱書 きするこ と 。）する ことによ り行 うもの
とし、提出場 所への持 参又は電送に よるもの は受け付けな い。
(4) 入札及び開 札の 日時及び場所 並びに入 札書の提出方 法
① 入札書の 提出期間 、場所及び方 法
イ 提出期間 ：令和２ 年９月28日（月）から 令和２年９月29日（火 ）正
午まで
ロ 提出場所 ：(1)②に同じ。
ハ 提出方法 ：電子入 札システムに より提出 すること。
但し、紙入 札方式の 者は、一般書 留郵便に より郵送（上 記提出期 限
までに必着） すること により行うも のとし、 提出場所への 持参又は 電
送によるもの は受け付 けない。
② 開札の日 時及び場 所
イ 日時：令 和２年９ 月30日（水）
※ 開札時間 は、競争 参加資格確認 通知に併 せて通知する 。
ロ 場所：(1)②に同 じ。
但し、紙入 札方式の 者がいる場合 は、独立 行政法人都市 再生機構 西
日本支社 ３ 階契約情 報公開コーナ ー対面ブ ース
５ その他
(1) 入札保証金 及び 契約保証金
① 入札保証 金
免除
② 契約保証 金
免除
(2) 入札の無効
本掲示に示し た競争参 加資格のない 者のした 入札、申請書 又は資料 に虚
偽の記載をし た者のし た入札及び入 札に関す る条件に違反 した入札 は無効
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とする。
(3) 落札者の決 定方 法
３(2)に同じ。
(4) 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 (4)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 ４
(3)により申請書 及び 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。
(5) 問合せ先
上 記４(1)に同じ。
(6) 詳細は入札 説明 書による。
(7) 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 り 組みを
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、 ご了承願 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、 ご了承願 います。
① 公表の対 象となる 契約先
次のいずれ かにも該 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ＯＢ） 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 当する者
３分の１ 以上２分の１ 未満、２ 分
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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Ｏ Ｂ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72日以内
以
※

上

お車 で のご 来場 は 、周 辺道 路 の交 通渋 滞 を招 く恐 れ があ りま す ので 、
固く お断 り 申し 上げ ま す。
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