入札説明書【 再公募】
独立行政法人 都市再生 機構西日本支 社の「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 る掲示に 基づく入札等 について は、関係法
令に定めるも ののほか 、この入札説 明書によ るものとする 。
※ 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６ (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。
１

掲示日

令和２ 年８月３日

２

発注者
独立行政法人 都市再生 機構西日本支 社 支社 長
大阪府大阪市 城東区森 之宮一丁目６ 番85号

３ 業務概要
(1) 業 務 名
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
(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) 業務の詳細 な説 明
別添１ 仕様書に よる。
(4) 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 ）
(5) 履行場所
原 則として受注 者の事務 所とする。
４ 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
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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
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
検討に係る調 査業務（ 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 る調査業 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
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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
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、別紙１ の４及び ５の欠格事項 に該当し ないこと。
５ 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、電子く じにより 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、別 紙２の評 価項目につい てそれぞ れ評
価を行い、技 術点を算 出する。
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６ 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
〒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

７ 競争参加 資格の確 認
(1) 本競争の参 加希 望者は、４ に掲げる 競 争参加資格 を有する こ とを証明す
るため、次 に従い、 申 請書及び資 料を提出 し 、発注者か ら競争参 加 資格の
有無について 確認を受 けなければな らない。
なお、期 限までに 申 請書及び資 料を提出 し ない者並び に競争参 加 資格が
ないと認めら れた者は 、本競争に参 加するこ とができない 。
① 一般競争 参加資格 の申請
４ (4)の 認 定 を 受 け て い な い 者 も 次 に 従 い 申 請 書 及 び 資 料 を 提 出 す る
ことができる 。この場 合において、 ４(1)から(3)まで及び(5)から(8)ま
でに掲げる事 項を満た しているとき は、開札 のときにおい て４(4)に掲げ
る事項を満た している ことを条件と して競争 参加資格があ ることを 確認
するものとす る。当該 確認を受けた 者が競争 に参加するた めには、 開札
のときにおい て４(4)に掲げる事項 を満たし ていなければ ならない 。
ついては、４(4)の認 定を受けてい ない者は 、下記②と 別に、以 下 のと
おり一般競争 （指名競 争）参加資格 審査申請 書（測量・建 設コンサ ルタ
ント等）及び 添付書類 を提出して、 測量・建 設コンサルタ ント等業 務に
係る競争に参 加する資 格の審査を申 請するこ 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→ 競争参加資格 →建設コ ンサ
ルタント等→ 「随時受 付」の項を参 照）。
イ 提出期間：令和２ 年８月４日（ 火）から 令和２年８月27日（木 ）
（参
加表明書提出 期限日の ４営業日前） 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
ロ 提出場所 ：６(2)に同じ。
ハ 提出方法 ：提出場 所ヘ持参し、 又は一般 書留郵便によ り郵送（ 上記
提出期間内に 必着）す ることにより 行うもの とし、電送に よるもの は
受け付けない （申請書 類等を封入し た封筒の 表、左下及び 同申請書 の
余白に「『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』申請 希望（開 札 日：令和２年９月30日 ）」と朱書 きするこ と 。）。
② 申請書及 び資料の 提出
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イ

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
ロ 提出場所 ：６(2)に同じ。（紙入札 方式 の者は６(1)に同じ。）
ハ 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。
(2) 申請書は、 別記 様式により作 成するこ と。
(3) 資料は、別 紙１ に従い作成す ること。
(4) 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９月14日（月 ） に電子入札 システム （ 紙入札
方式の者は書 面）にて 通知する。
(5) その他
① 申請書及 び資料の 作成及び提出 に係る費 用は、提出者 の負担と する。
② 発注者は 、提出さ れた申請書及 び資料を 、競争参加資 格の確認 以外に
提出者に無断 で使用し ない。
③ 提出され た申請書 及び資料は、 返却しな い。
④ 提出期間 以降にお ける申請書及 び資料の 差替え及び再 提出は認 めない。
⑤ 電子入札 システム で提出する場 合の注意 事項
電子入札シス テムによ り提出する場 合は、フ ァイル形式はWord2010形
式 以 下 の も の 、 Excel2010形 式 以 下 の も の 、 PDF形 式 又 は 画 像 フ ァ イ ル
（JPEG形式及びGIF形式）で作成する こと。
ファイルを圧 縮して提 出する場合は 、LZH又はZIP形式を指定 する もの
とする。但し 、自己解 凍方式は指定 しないも のとする。
契約書などの 印がつい ているものは 、スキャ ナーで読み込 み、本文 に
貼り付けるこ と。
全 て の フ ァ イ ル 容 量 の 合 計 が ２ MBを 超 え る 場 合 は 、 全 て の 書 類 を 、
(1)②の紙入札方 式の 者と同様の提 出期間、場所及び方法 により、提出す
ること。この 場合、電 子入札システ ムでの提 出との分割は 認められ ない
（容量２MBまでの 一部 ファイルは電 子入札シ ステム、容量を超 えた 分は書
面、といった 提出方法 は認めないの で、必要 書類の全てを まとめて 提出
すること ）。併せ て、電子入札シス テムによ り、以下の 内容を記 載 したも
のを「添付資 料」に添 付し、送信す ること。
・(電子入札での 提出 以外の提出方 法)とす る旨の表示
・提出する書 類の目録
・提出する書 類のペー ジ数
・提出年月日
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提出期限は、７(1)① の提出期間と 同一の日 時(必着)とし、郵送に よる場
合は、郵便書 留等の配 達の記録が残 るものに 限るものとす る。
８ 苦情申立 て
(1) 競争参加資 格が ないと認め られた者 は 、発注者に 対して競 争 参加資格が
ないと認めた 理由につ いて、次に従 い、説明 を求めること ができる 。
① 提出期限 ：令和２ 年９月23日（水）午後 ５時
② 提出場所 ：６(2)に同じ。（紙入札 方式 の者は６(1)に同じ。）
③ 提出方法 ：電子入 札システムに より提出 すること（様 式は自由 ）。
但し、紙入 札方式の 者は、書面を 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) 発注者は、 説明 を求められ たときは 、 令和２年９ 月25日（金 ）までに説
明を求めた 者に対し 電 子入札シス テム（紙 入 札方式の者 は書面） に より回
答する。た だし、一 時 期に苦情件 数が集中 す る等合理的 な理由が あ るとき
は、回答期間 を延長す ることがある 。
(3) 発注者は、 申立 期間の徒過 その他客 観 的かつ明ら かに申立 て の適格を欠
くと認められ るときは 、その申立て を却下す る。
(4) 発注者は、(2)の回答を行った ときには 、苦情申立者 の提出し た書面及び
回答を行った 書面を閲 覧による方法 により遅 滞なく公表す る。
９ 入札説明 書等に対 する質問
(1) 設計図書（仕様 書、図面及 び現場説 明 書等をいう 。）及びこ の入札説明書
に対する質 問がある 場 合において は、次に 従 い、書面（ 様式は自 由 ）によ
り提出するこ と。。
① 提出期間 ：令和２ 年８月４日（ 火）から 令和２年９月23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 ：６(2)に同じ。（紙入札 方式 の者は６(1)に同じ。）
③ 提出方法 ：電子入 札システムに より提出 すること（様 式は自由 ）。
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 間内
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) (1)の質問がある 場合には、回 答書を、 次のとおり閲 覧に供す る。
① 期間：令 和２年９ 月25日（金） から令和 ２年９月29日（火）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 方法：電 子入札シ ステムによる 。
但し、紙入 札方式の 者がいる場合 は、併せ て独立行政法 人都市再 生機
構西日本支社 １階質 疑応答コーナ ー開架棚 において閲覧 に供する 。
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入札及び 開札の日 時及び場所

6

(1)

入札書の提 出期 間及び場所
① 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
② 提出場所 ：６(2)に同じ。
(2) 開札の日時 及び 場所
① 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 。
② 場所：６(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
11

公正な入 札の確保
入札参加者は 公正な入 札の確保に努 めなけれ ばならない。
(1) 入札参加者 は、 私的独占の 禁止及び 公 正取引の確 保に関す る 法律（昭和
22 年法律第 54 号）等 に抵触する行 為を行っ てはならない 。
(2) 入札参加者 は、 入札に当た っては、 競 争を制限す る目的で 他 の入札参加
者と入札価 格又は入 札 意思につい ていかな る 相談も行わ ず、独自 に 価格を
定めなければ ならない 。
(3) 入札参加者 は、 落札者の決 定前に、 他 の入札参加 者に対し て 入札価格を
意図的に開示 してはな らない。

12 入札方法 等
(1) 入札書は、 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、作成 した入札 書 （様式は当 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→「入 札書標準 様式（電子入 札用 ） ※紙 入札の場
合のみ使用 」を参照 ） について、 一般書留 郵 便により郵 送（提出 期 限まで
に必着）するこ と。提出 場所への持参 又は電送 による入札は 受け付け ない。
なお、郵送 は、二重 封筒とし、表 封筒及び 中封筒に各々 封をする こと。
中封筒に は、入札 書 のみを入れ ること。 入 札書には必 要事項を 記 入のう
え、押印（ 入札参加 者 が年間受任 者をして 入 札をさせる ときは年 間 委任状
が必要（ 代理人の 場合 は委任状 ）である 。）したものを中 封筒に入 れ、封を
して割印し 、業務名 、 開札入札日 時及び入 札 者名を明記 すること 。 また、
入札書につい ては、入 札案件ごとに 封をする こと。
表封筒は 、必要事 項 を記入のう え、上記 の 中封筒（及 び年間委 任 状又は
委任状）を入 れ、封を して割印する こと。
(2) 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）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
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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。
(3) 入札執行回 数は 、原則として ２回を限 度とする。

13 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
14

開札
開札は電子入 札システ ムにより行う こととし 、入札事務に 関係のな い職員
を立ち会わせ て開札を 行う（電子入 札運用基 準「５．開札 」の項を 参照）。
但し、紙 入札方式 の 者は、入札 者又はそ の 代理人が開札 に立ち会 うこと（電
子入札システ ムにて入 札を行う者は 、立会は 不要。）。なお 、入札参 加者が第
１回目の開札 に立ち会 わない場合で も、当該 入札参加者の 入札は有 効として
取り扱うが、 再度の入 札を行うこと となった 場合には、再 度の入札 を辞退し
たものして取 り扱う。

15

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 心得（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・
標準契約書を 参照）等 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、発注者 により競 争参加資格が あると確 認された者で あっても 、開札
の時において 指名停止 要領に基づく 指名停止 を受けている ものその 他の開札
の時において ４に掲げ る要件のない ものは、 競争参加資格 がない者 に該当す
る。

16 落札者の 決定方法
(1) 上記５(2)による。

17
18

手続にお ける交渉 の有無

無

契約書作 成の要否 等
標準契約書（業務請 負 契約書）
（様式は 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
書を参照）に より、契 約書を作成す るものと する。
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19

支払条件
前金払30％以内及び完 成払

20

関連情報 を入手す るための照会 窓口
６に同じ。

21

独立行政 法人が行 う契約に係る 情報の公 表について
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
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
(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。
① 当機構の 役員経験 者及び課長相 当職以上 経験者（ 当機構Ｏ Ｂ）の 人数、
職名及び当機 構におけ る最終職名
② 当機構と の間の取 引高
③ 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
④ １者応札 又は１者 応募である場 合はその 旨
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(3)

当方に提供 して いただく情報
① 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 ）
② 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
22 その他
(1) 入札参加者 は、 入札心得及 び契約書 案 を熟読し、 入札心得 を 遵守するこ
と。
(2) 申請書及び 資料 に虚偽の記 載をした 場 合において は、申請 書 及び資料を
無効とする とともに 、 指名停止措 置要領に 基 づく指名停 止を行う こ とがあ
る。
(3) 落札者は、 申請 書及び資料 に記載し た 配置予定の 技術者等 を 本件業務に
配置すること 。
(4) 電子入札シ ステ ムは、土曜 日、日曜 日 、祝日及び12月29日〜 １月３日を
除く毎日、8時30分か ら20時00分まで稼動し ている。
システム を停止す る 場合等は、 当機構ホ ー ムページ→ 入札・契 約 情報→
入札・契約手 続き→電 子入札→お知 らせにお いて公開する 。
(5) システム操 作マ ニュアルは 、当機構 ホ ームページ →入札・ 契 約情報→入
札・契約手続 き→電子 入札→操作マ ニュアル において公開 している 。
(6) 障害発生時 及び 電子入札シ ステム操 作 等の問合せ 先は下記 の とおりとす
る。
・ システム 操作・接 続確認等の問 合せ先
電子入札シス テムヘル プデスク
℡：0570-021-777（ナビダイヤル）
E-mail：sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com
（※ナ ビダイヤ ルが利用でき ない場合 ）
よくある質問 （当機構 ホームページ →入札・ 契約情報→入 札・契約 手
続き→電子入 札→操作 方法に関する お問い合 わせ先）
URL：https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html
・ ＩＣカー ドの不具 合等発生時の 問合せ先
ＩＣカード を取得し た各電子入札 コアシス テム対応の認 証局のヘ ルプ
デスクへ問合 せするこ と。
ただし、申 請書類、 応札等の締め 切り時間 が切迫してい るなど緊 急を
要する場合に は、６(2)へ連絡すること 。
(7) 入札参加希 望者 が電子入札 システム で 書類を送信 した場合 に は、下記に
示す通知、通 知書及び 受付票を送信 者に発行 するので必ず 確認を行 うこと。
この確認を 怠った場 合 には、以後 の入札手 続 に参加でき なくなる 等 の不利
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益な取扱いを 受ける場 合がある。
・ 競争参加 資格確認 申請書受信確 認通知（ 電子入札シス テムから 自動通
知）
・ 競争参加 資格確認 申請書受付票 （受付票 を発行した旨 を副次的 にメー
ルでも知らせ る。）
・ 競争参加 資格確認 通知書（通知 書を発行 した旨を副次 的にメー ルでも
知らせる 。）
・ 辞退届受 信確認通 知（電子入札 システム から自動通知 ）
・ 辞退届受 付票（電 子入札システ ムから自 動発行、受付 票を発行 した旨
を副次的にメ ールでも 知らせる 。）
・ 日時変更 通知書（ 通知書を発行 した旨を 副次的にメー ルでも知 らせる
。）
・ 入札書受 信確認通 知（電子入札 システム から自動通知 ）
・ 入札書受 付票（電 子入札システ ムから自 動発行、受付 票を発行 した旨
を副次的にメ ールでも 知らせる 。）
・ 入札締切 通知書（ 通知書を発行 した旨を 副次的にメー ルでも知 らせる
。）
・ 再入札通 知書（通 知書を発行し た旨を副 次的にメール でも知ら せ
る。）
・ 再入札書 受信確認 通知（電子入 札システ ムから自動通 知）
・ 落札者決 定通知書 （通知書を発 行した旨 を副次的にメ ールでも 知らせ
る。）
・ 決定通知 書（通知 書を発行した 旨を副次 的にメールで も知らせ る。）
・ 保留通知 書（通知 書を発行した 旨を副次 的にメールで も知らせ る。）
・ 取止め通 知書（通 知書を発行し た旨を副 次的にメール でも知ら せ
る。）
・ 中止通知 書（通知 書を発行した 旨を副次 的にメールで も知らせ る。）
(8) 契約の履行 に当 たって、暴 力団員等 か ら不当要求 ・不当介 入 を受けた場
合は、必ず 警察への 届 出又は相談 を行い、 機 構に対して もその事 実 内容を
報告するこ と。なお 、 下請業者が 同様の要 求 等を受けた 場合につ い ても、
必ず警察へ の届出又 は 相談を行う よう指導 し 、機構に対 してもそ の 事実内
容を報告する こと。
(9) 落札者は、 個人 情報及び重 要な情報 の 取扱いに関 する「個 人 情報等の保
護に関する特 約条項 」
（ 様式は当機構 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 を参照）
を契約書と同 日付で締 結するものと する。
(10) 落札者 は、外部 電磁的記録媒 体に関す る「外部電磁 的記録媒 体の利用に
関する特約条 項」
（様 式は当機構ホ 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 を 参照）
を契約書と同 日付で締 結するものと する。
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(11) 本件業 務は、業 務成績評定対 象業務で ある。落札 者には 、業 務完了後業
務成績評定 点を通知 す る。付与し た業務成 績 評定点は、 将来業務 発 生時に
価格以外の評 定項目と して使用する ことがあ る。
(12) 本件業 務におけ る再委託は、 原則認め ない。

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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別紙１
競争参加資格 確認資料 の作成方法
競争参加資格 確認資料 は、次に従い 作成する こと。
なお、２、３ の同種又 は類似の業務 の実績及 び４の配置予 定の技術 者の業務
の経験につい ては、平 成22年度以降 に、業務 を受注し、完 了し、引 渡しが済ん
でいるものに 限り記載 すること。
１ 登録状況
当機構関西地 区におけ る令和元・２ 年度建設 コンサルタン ト等業務 の業種
区分「調査」 に係る競 争参加資格の 認定を受 けていること が確認で きる資料
を添付するこ と。ただ し、申請書及 び資料の 提出期限の日 に認定を 受けてい
ない場合につ いては、 開札時までに 認定を受 けていること を条件と して、競
争参加資格が あること を確認する。
２ 企業の経 験及び能 力
同種又 は類似 業務 の実 績につ いて別 記様 式２ に記載 するこ と。 なお 、同種
又は類似業務 の実績が 無い場合は欠 格とする 。
記載する業務 は２件と し、１件につ き１枚以 内に記載する 。
３ 現場代理 人の経験 、地域精通度 及び能力
現場代 理人の 同種 又は 類似業 務の実 績及 び業 務の経 験、資 格に つい て、別
記様式 ３及び 別記 様式 ４に記 載する こと 。な お、同 種又は 類似 業務 の実績が
無い場合は欠 格とする 。
記載する業務 は２件と し、１件につ き別記様 式４１枚以内 に記載す る。
４ 実施方針
業務の理解度 及び実施 体制について 、別記様 式５に記載す ること。
また、実施体 制に係る 技術者の資格 、経験等 について、別 記様式５ −２に
記載すること 。本業務 を行うために 必要とな る履行体制及 び人員が 確保され
ておらず、業 務の履行 が十分になさ れない恐 れがある場合 は欠格と すること
がある。
なお、配置予 定の技術 者として複数 の候補技 術者の資格及 び同種又 は類似
の業務の経験 を記載す ることもでき る。また 、同一の技術 者を重複 して複数
業務の配置予 定の技術 者とする場合 において 、他の業務を 落札した 等により
配置予定の技 術者を配 置することが できなく なったときは 、入札し てはなら
ず、申請書を 提出した 者は、直ちに 当該申請 書の取下げを 行うこと 。他の業
務を落札した 等により 配置予定の技 術者を配 置することが できない にもかか
わらず入札し た場合に おいては、指 名停止借 置要領に基づ く指名停 止を行う
ことがある。
５ 評価テー マに関す る技術提案
本業務におい て、技術 提案を求める 評価テー マは以下に示 す事項と する。
① 近接地建 替え（現 位置及び隣接 地ではな い別地で新規 に土地を 取得し
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て行う建替え 事業）を 実施する場合 に留意す べき点につい て
② 近接地建 替え（エ リア再編）の 再編元団 地における事 業計画立 案時に
留意すべき点 について
上記の評価テ ーマに関 する技術提案 について 、別記様 式６に記 載す ること。
記載にあたっ ては、１ テーマにつき Ａ４判１ 枚とする。
なお、評価テ ーマに関 する技術提案 の提出が 無い場合、内 容が殆ど 記載さ
れておらず提 案内容が 判断できない 場合、業 務の目的及び 内容に反 する記述
や事実誤認等 があり適 切な業務執行 が妨げら れる内容とな っている 場合、並
びに、実施方 針及び評 価テーマに関 する技術 提案の整合性 が図られ ていない
場合は欠格と すること がある。
評価テーマに 関する技 術提案書にお いては、 提出者が特定 される記 述は行
わないこと。 例えば、 事業者名や過 去の調査 や設計等の具 体名を挙 げての記
載など。
６ 契約書の 写し
２及び３の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書
（仕様書 を含む）の写 しを提出する こと。た だし、当該 業務が財 団 法人日本建
設情報総合セ ンターの 測量調査設計 業務実績 情報サービス （TECRIS）に登録
されている場 合は、そ の写し及び仕 様書の写 しを添付し、 契約書の 写しの提
出は必要とし ない。ま た、必要に応 じて、目 的とする実績 として該 当するこ
とを確認でき る成果物 や資料を添付 すること 。なお、下請 、出向又 は派遣に
よる業務の実 績につい ては、当該業 務が同種 又は類似業務 と判断で きる根拠
資料も併せて 提出する こと
７ その他の 疎明資料
各様式の注意 書きのほ か、本紙を含 むその他 入札説明書に おいて、 記載さ
れた内容の確 認のため 提出を求めて いるもの がある場合は 、当該疎 明資料を
提出すること 。
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別紙２
技術点を算出 するため の基準

企業の経験及び能力

専門技術力

業務実績

現場代理人の経験及び能力

専門技術力

業務実績

競争参加資格 確認資料 の内容につい ては、以 下の評価項目 について それぞれ
評価を行い、 技術点を 算出する。
評価の着目点
評価
評価
項目
ｳｴｲﾄ
判断基準
（別記様式２ ）
平 成 22年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 同 種 又 は 類 似 業 務
等を下記の順 位で評価 する。
①同種業務の 実績が2件以上ある。
② 同 種 業 務 の 実 績 が 1件 又 は 類 似 業 務 実 績 が 2件 以 上 ① 5
ある。
② 3
③類似業務実 績がある 。
③ 0

（別記様式３ ）及び（ 別記様式４）
平 成 22年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 同 種 又 は 類 似 業 務
等の実績を下 記の順位 で評価する。
①同種業務の 実績が2件以上ある。
② 同 種 業 務 の 実 績 が 1件 又 は 類 似 業 務 実 績 が 2件 以 上
ある。
③類似業務の 実績があ る。

地域精通度

情報収集力

（別記様式４ ）
平 成 22年 度 以 降 の 対 象 地 域 に お け る 業 務 実 績 又 は 業
務経験の有無 について 下記の順位で 評価する 。
①京都府・大阪府・兵庫県のうち２府県以上におけ
る業務実績又 は業務経 験がある。
②京都府・大阪府・兵庫県いずれかにおける業務実
績又は業務経 験がある 。
③上記に該当 しない場 合。
※業務実績と は、調査 業務に係る業 務実績を いう。
※業務経験とは、団地再生事業等の実務に従事した
経験をいう。
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①10
② 5
③ 0

① 5
② 3
③ 0

業務理解度

実施方針

実施体制

（別記様式５ ）
業務の目的、条件、内容の理解度が高く、適切に業
務を実施する上での配慮事項（業務実施にあたって
の手続・フロー、コンプライアンス遵守等）に関し
て的確に把握 されてい る場合に優位 に評価す る。

10

（別記様式５ ）及び（ 別記様式５− ２）
配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務
を円滑かつ適切に遂行するうえで的確な体制が確保
されている場 合に優位 に評価する。

10

本業務における専門技術
力について

評価テーマに対する技術
提案

（別記様式６ ）
技術提案について、的確性（与条件との整合性がと
れているか等 ）、実 現 性（提案内容 が理論的 に裏付け
られており、説得力のある提案となっているか等）
及び実現手法 を考慮し て総合的に評 価する。
各10

技術点合計

60

16

別記様式１
（用紙Ａ４）

競争参加資格確認申請書

年 月 日

独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長

殿

住

所

商号又は名称
代表者氏名

令和２年７月３１日付けで掲示のありました令和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競争参加資格について確認されたく、資料を添えて
申請します。
なお、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条各号の規定に該当する者でないこと及び添付資料の内容につい
ては事実と相違ないことを誓約します。
注） 申請書及び資料として別記様式１から別記様式６まで及び別途指定する疎明資料等
を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・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提出してくだ
さい（紙入札で参加する場合にのみ必要です（電子入札で参加する場合には必要あり
ません。）
。
）。
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別記様式２

・企業の平成 22 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績
商号又は名称 ○○○○
業務分類

同種 ・ 類似

業務名
TECRIS 登録番号
契約金額
履行期間

発注機関名
住所
TEL

業務の概要

技術的特徴

注 1：記入に際しては１件あたり本様式１枚とし、記載した業務に係る契約書（仕様書
を含む。
）の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当
該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
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別記様式３

・現場代理人の経歴等
①氏名
②所属・役職

（入社年月日：

年

月

③資格要件（ｱ) ・ｲ)・ ｳ)のいずれかを選択）
ｱ) 一級建築士（登録番号：
ｲ) 技術士（登録番号：

取得年月日：
取得年月日：

）
）

ｳ) 団地再生事業者等の事業者として技術的実務経験を 25 年以上有する
④同種又は類似業務の経歴（平成 22 年度以降）
業務分類

業務名

発注機関

履行期間

役職

従事期間

発注機関

履行期間

役職

従事期間

同種・類似

事業者としての実務経験
（従事機関名）

業務分類

業務名

同種・類似

事業者としての実務経験
（従事機関名）

注 1：③資格要件について、資格を証する資料を添付すること
注 2：当該企業との雇用関係がわかる資料を添付すること。
注 3：記載した業務に係る契約書（仕様書を含む。）の写し等を添付すること。
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日）

別記様式４

・現場代理人の平成 22 年度以降の業務実績又は業務経験
業務分類

同種・類似

業務名
TECRIS 登録番号
契約金額
履行期間

発注機関名
住所
TEL

業務の概要

（○○技術者として従事）
履行場所
業務の技術的特徴

当該技術者の業務
担当の内容

注 1：業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
注 2：○○技術者とは、
「管理」又は「担当」のいずれかを記載すること。
注 3：記入に際しては 1 件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務等に係る契約書（仕様
書を含む。
）の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実
績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出す
ること。
注 4：上記に記載した履行場所において地域精通度の評価をする。
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別記様式５

・実施方針
業務の実施方針（業務理解度）

実施体制図

注 1：実施体制図には、配置予定の現場代理人及び予定担当技術者の想定される業務経
験等（例：計画策定・設計等業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等）
を加味し作成すること。文字サイズは１０ポイント以上とする。
注 2：記載にあたっては、Ａ４判１枚に記載すること。なお、２枚以上で提出した場合
は評価しない（加点しない）ものとする。
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別記様式５−２

・予定担当技術者の資格、業務経験等
Ｎｏ

保有資格

業務経験等

注 1：別記様式５に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
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別記様式６

・評価テーマに関する技術提案
評価テーマ：

注 1：評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記
載すること。文字サイズは１０ポイント以上とする。
注 2：記載にあたっては、１テーマにつき、Ａ４判１枚に記載すること。なお、２枚以
上で提出した場合は評価しない（加点しない）ものとする。
注 3：評価テーマの技術提案に際し、提案者が特定できる記述は行わないこと。
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