
令和５年１月 23 日 

令和４年度ＵＲ賃貸住宅団地内でのシェアサイクル事業運営者募集に係る掲示 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ」という）は、より快適な住まいの提供を目的と

して様々な施策に取り組んでおり、その一環として、通勤、買い物などの日常生活において

手軽で便利に利用可能な移動手段として、シェアサイクルという交通手段を提供すること

で居住者の利便性向上を目指しています。 

今般の公募は、これら目的達成の為に西日本支社におけるＵＲ賃貸住宅団地でのシェア

サイクル事業を実施するにあたり、売上に対する賃貸料率の入札により、シェアサイクル運

営事業者を決定するものです。 

 

１ 募集対象物件 

グループ 団地数 

Ａ ４団地（５か所） 

Ｂ 14 団地（14 か所） 

Ｃ ８団地（８か所） 

詳細は、別紙「募集対象物件一覧」のとおりです。なお、当機構の都合により、入札を

延期し、中止し、又は取り消す場合があります。 

 

２ 契約期間 

  令和５年４月 1日（土）から令和 10 年３月 31 日（金）まで（５年間） 

 

３ 申込資格 

(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) 法人が入札する場合は、会社更生法（平成 14年法律第 154 号）、破産法（平成 16年

法律第 75 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を受けていない者、

かつ、会社法（平成 17年法律第 86号）による特別清算を行っていない者であること。

（既に会社更生法に基づく再生計画の認可を受けている者又は民事再生法に基づく

再生計画の認可を受けている者を除く。） 

(3) 個人が入札する場合は、成年被後見人若しくは被保佐人でないこと又は破産者であ

った者は、既に復権を得ていること。 

(4) 申込受付期間の最終日（令和５年２月 17 日（金））から起算して２年前の日以降に

おいて次に掲げる者のいずれにも該当していないこと。これを代理人、支配人その他

の使用人として使用する者についてもまた同様とします。 

① 機構との契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 



 

② 機構が執行した競争入札において、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 機構と落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 機構の監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者 

⑤ 機構との契約において正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑥ ①から⑤に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(5) 不法な行為を行い、又は行う恐れのある団体、法人若しくは個人又はこれらの団体

や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、事業者として

機構が適当でないと認める者でないこと。 

(6) 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「http://www.ur-net.go.jp/」内の次の箇所をご参照

ください。 

トップページ → 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 

(7) 大阪府でのシェアサイクルの運営について、入札日（令和５年３月 14 日（火））か

ら過去 3年以上の実績があること。 

(8) 事業の実施に必要な資力、信用を有していること。 

(9) 機構に支払う賃貸料等の支払い見込みが確実であること。 

(10) 契約の締結に際し、機構が「犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法

律第 22 号）」に準じて行う本人確認に応じることができること。（これにより取得し

た個人情報については、法令の規定に準じ、本人の同意なく行政庁に提供することが

あります。） 

 

４ 募集要領等の配布期間、入手方法 

募集要領等は、紙媒体での配布はありません。令和５年１月 23日(月)から令和５年２

月３日(金)までの間、独立行政法人都市再生機構のホームページ、入札・契約情報【西日

本支社】に掲載いたしますので、左記ホームページから閲覧またはダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 



 

５ 質問書及び回答について 

(1) 質問受付期間： 令和５年１月23日（月）から令和５年２月３日（金）まで 

・持参される際は、この期間内の土曜日、日曜日を除く毎日午前

10時から午後5時まで（正午から午後１時までを除く）受付けます

ので、あらかじめ来社日時を下記10の問い合わせ先にご連絡の上、

ご来社ください。 

・郵送による場合は、令和５年２月３日（金）までに下記(2)提出

場所に必着とします。 

(2) 質問受付場所： 〒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住宅経営部管財課 

(3) 質問提出方法： 質問書（様式１）を４の記載の場所に持参又は郵送をしてくださ

い。 

(4) 回答予定日等： 令和５年２月 13日（月）に、書面を質問者に発送するほか、閲覧

に供すべき質疑事項については、次のとおり閲覧に供します。 

 

① 期間 

令和５年２月 13 日（月）から令和５年２月 17 日（金）までの

毎日午前 10 時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

② 場所 

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１階 

質疑応答コーナー 

 

６ 申込方法 

(1) 申込及び入札は、募集要領等に記載する方法により行います。 

(2) 申込をされる方は、持参又は書留郵便による郵送にて申込書（様式２）を提出し

てください。 

(3) 申込書の内容をもとに申込資格の確認を行い、確認の結果を各申込者に通知しま

す。なお、資格確認の過程で、提出いただいた書類の内容について説明を求めるこ

とがあります。 

(4) 入札は資格確認において資格を有すると認められた申込者（以下「入札参加者」と

いいます。）により行います。なお、資格確認結果は令和５年３月１日（水）に各申

込者に書面を発送することにより通知します。 

 

 

 



 

７ 申込書の受付期間及び受付場所等 

(1) 受付期間 

持参での提出の場合は令和５年２月 16日（木）から令和５年２月 17日（金）まで

の土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で。郵送で提出の場合は令和５年２月 17 日（金）午後５時必着のこと。 

(2) 受付場所 

〒536-8550 

大阪府大阪市城東区森之宮一丁目 6番 85 

     独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部管財課 

  担当：原田・笠松  電話：06－6969－9461・9437 

 

８ 入札手続等 

(1) 提出書類 

   お申込みに際しては、次の書類を提出してください。 

■ 法人の場合 

① 申込書（様式２） 

② 登記事項全部証明書(発行日が申込受付期間の最終日から起算して３か月以内のも

の) 

③ 代表者の印鑑証明書（発行日が申込受付期間の最終日から起算して３か月以内のも

の） 

④ 申込日の直前２か年分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書。 

  または、直前２か年分の貸借対照表、活動計算書及び財産目録。 

 ※以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。 

(ｲ) 東証プライム市場・スタンダード市場、及び名証プレミア市場・メイン市場の上場

会社（ただし、本募集開始日（令和５年１月 23 日（月）。以下同じ。）時点において、

監理・整理ポスト割当て銘柄、猶予期間入り銘柄に指定されている企業は除きます。）。 

(ﾛ) 東証プライム市場及び名証プレミア市場上場会社の連結対象 50％を超える出資子

会社（ただし、その親会社が本募集開始時点において、監理・整理ポスト割当て銘柄、

猶予期間入り銘柄に指定されている企業は除きます。）。 

⑤ 納税証明書「その 3の 3」（法人税と消費税及び地方消費税について未納税額のない

ことの証明用、発効日が申込受付期間の最終日から起算して 3か月以内のもの） 

⑥ シェアサイクルポート設置運営事業実績（直近の過去３年度分） 

※様式は任意です。ただし、各年度における「シェアサイクルポートの設置台数」は

必ず記載してください。 

 

 



 

⑦ シェアサイクルポートの売上月額算定方法 

 ※様式は任意です。 

⑧ 委任状（又は使用印鑑届・復代理委任状）（様式３－１・３－２・３－３） 

代表権を持たない社員が申込提出書類を持参される場合には、「委任状」の提出が必

要となりますので、「委任状」に必要事項を記入・押印（実印及び代理人の使用印）

してください。代表権を持つ者が申込提出書類を持参される場合は不要です。 

⑨ 返信用封筒 

資格確認結果通知書（下記５（１）③に記載の書面）を郵送するための封筒です。長

３サイズの封筒の表に返送先を記入し、84円分の切手を貼付してください。 

■ 個人の場合 

① 申込書（様式２） 

② 印鑑証明書（発行日が申込受付期間の最終日から起算して３か月以内のもの） 

③ 住民票（発行日が申込受付期間の最終日から起算して３か月以内のもの） 

④ 直近の給与支払等証明書、源泉徴収票若しくは住民税決定証明書又は納税証明書（そ

の２（所得金額の証明））及び確定申告の写し 

⑤ 納税証明書「その 3の 2」（申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税につ

いて未納税額がないことの証明用、発効日が申込み受付期間の最終日から起算して 3

か月以内のもの） 

⑥ シェアサイクルポート設置運営事業実績（過去３年度分） 

⑦ シェアサイクルポートの売上月額算定方法 

 ※様式は任意です。 

⑧ 委任状（又は使用印鑑届・復代理委任状）（様式３－１・３－２・３－３） 

代理人が申込提出書類を持参される場合には、「委任状」の提出が必要となりますの

で、「委任状」に必要事項を記入・押印（実印及び代理人の使用印）してください。 

⑨ 返信用封筒 

資格確認結果通知書（下記５（１）③に記載の書面）を郵送するための封筒です。

長３サイズの封筒の表に返送先を記入し、84 円分の切手を貼付してください。 

(2) 入札参加資格の確認等 

   上記(1)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和５年２月27日（月）に、

申請者宛てで書面を発送することにより、結果を通知します。また、当該結果の通知後

であっても、不正等が判明した場合には、入札参加資格を取り消します。 

(3) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 

日  時： 令和５年３月 14日（火）・Ａグループ：午前 11 時 00 分～ 

             ・Ｂグループ：午前 11 時 10 分～ 

・Ｃグループ：午前 11時 20 分～ 

 



 

場  所： 〒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２階 入札室 

 

提出方法： 入札書(様式４)を直接持参していただくか、令和５年３月６日(月)か

ら令和５年３月13日(月)までに到達する書留郵便により郵送してくださ

い。なお、電送によるものは受け付けませんので御了承ください。 

 

９ 入札について 

(1) 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とします。 

(2) 落札者の決定方法 

① 入札書投入完了後、直ちに開札を行います。開札の結果、予定賃貸料率以上の最も

高い賃貸料率をもって入札した者を落札者とします。 

② 開札の結果、落札となるべき同率の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。 

③ 入札結果は、その場で「落札者名」及び「落札賃貸料率」を読み上げます。 

 

10 問い合わせ先 

  本掲示及び募集要領等に関する質問事項については、令和５年２月３日（金）までに書

面にて下記までお問い合わせください。 

〒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 住宅経営部管財課 

担当：原田・笠松 電話06－6969－9461・9437 

 

11 その他 

詳細は募集要領等によります。 

 

以 上  



別紙

グループ 団地名 所在地（住所） 設置位置 賃貸面積
設置台数
（目安）※

増設可能
台数

最低賃貸料

加島 大阪市淀川区加島1丁目57番 ４号棟北側 16.00㎡ 10台 3台 ¥4,200

アーベイン東三国① 大阪市淀川区東三国2丁目9番・10番・11番･12番 22号棟東側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,400

アーベイン東三国② 大阪市淀川区東三国2丁目9番・10番・11番･12番 ９号棟北側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,400

新豊里 大阪市東淀川区豊里2丁目、4丁目 ４号棟北側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,200

サンラフレ出来島 大阪市西淀川区出来島3丁目2番 管理サービス事務所・集会所付近 5.40㎡ 5台 2台 ¥1,000

大開 大阪市福島区大開4丁目1番 10号棟北側 5.40㎡ 5台 2台 ¥1,500

鷺洲第二 大阪市福島区鷺洲3丁目1番 ９号棟南側 5.40㎡ 5台 2台 ¥3,500

リバーサイドさぎす 大阪市福島区鷺洲6丁目1番 １号棟南側 5.40㎡ 5台 2台 ¥2,700

リビエール関目 大阪市城東区古市2丁目1番 ６号棟北側 5.40㎡ 5台 2台 ¥1,600

プロムナーデ関目 大阪市城東区古市3丁目8・9番 ４号棟北側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,200

森之宮 大阪市城東区森之宮1丁目 ３号棟南側 10.80㎡ 10台 3台 ¥7,400

桜ノ宮リバーシティ中央 大阪市都島区中野町5丁目14番 14-4号棟北側 5.40㎡ 5台 2台 ¥2,200

都島リバーシティ 大阪市都島区大東町3丁目3・9・10番 ８・９号棟間 10.80㎡ 10台 3台 ¥2,500

リバーサイドしろきた 大阪市都島区毛馬町2丁目11番 35号棟南 10.80㎡ 10台 3台 ¥2,500

リバーサイドともぶち第２ 大阪市都島区友渕町1丁目3番 13号棟北側 8.10㎡ 7台 3台 ¥3,000

リバーサイドながら 大阪市北区長柄東3丁目2番 ３号棟西側 18.00㎡ 15台 5台 ¥8,600

リバーサイドほんじょう 大阪市北区本庄東3丁目8番 ２号棟南東側 7.20㎡ 5台 2台 ¥3,900

さざなみプラザ第７ 大阪市北区長柄東2丁目1番 30号棟ピロティ 16.00㎡ 10台 3台 ¥11,400

アーベイン桜ノ宮駅前 大阪市都島区中野町4丁目20番 ２号棟南側 9.00㎡ 5台 2台 ¥4,300

アーベインなんばウエスト 大阪市浪速区湊町2丁目2番22号 南棟ピロティ 10.80㎡ 10台 3台 ¥9,000

磯路公園 大阪市港区磯路2丁目12番・13番 ２号棟南側 10.80㎡ 10台 3台 ¥4,100

サンラフレ朝潮橋 大阪市港区港晴2丁目7番 団地中央プレイロット付近 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,300

ポートサイド築港 大阪市港区築港1丁目9番 １号棟南プレイロット付近 16.00㎡ 10台 3台 ¥4,500

サンヴァリエ苅田 大阪市住吉区苅田9丁目13番 ４号棟南側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,000

サンヴァリエ針中野 大阪市東住吉区湯里3丁目2番 １号棟北東側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,600

サンヴァリエ東長居 大阪市住吉区長居東2丁目14・15番 ３号棟北側 10.80㎡ 10台 3台 ¥3,600

住吉 大阪市住之江区粉浜西3丁目1番 １号棟北側 14.40㎡ 13台 4台 ¥4,900

募集対象物件一覧

Ａ

Ｂ

Ｃ

※「設置台数」については機構敷地内既設ラックから想定した台数となります。
実際に設置いただく際、ラックの形状等により設置いただける台数が前後する可能性がございます。


