入札公告
次のとおり一般競争入札（総合評価落札方式）に付しますので、独立行政法人国
際協力機構契約事務取扱細則（平成 15 年細則(調)第 8 号）（以下「細則」という。）
に基づいて公告します。
2019 年 10 月 4 日
独立行政法人国際協力機構
中部センター
契約担当役 所長

長

英一郎

１. 調達内容
（１）業務名称：2020 年度～2024 年度 中部センター施設管理・運営業務
（一般競争入札（総合評価落札方式））
（２）仕様・数量：入札説明書による。
（３）業務履行期間（予定）：2020 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日
（複数年度契約）
（４）納入場所：入札説明書による。
２.入札方法
落札者の決定方法：
総合評価落札方式。当機構から下記 3.の確認を受け、技術提案書および入
札書を提出・持参した入札者であって、当該入札者の入札価格が独立行政法人
国際協力機構会計規程第 25 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内
であり、かつ、当該入札者の技術等の各評価項目の得点の合計に入札価格の得
点を加えて得た数値が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とします。
（詳細は入札説明書による。）
３. 競争参加資格
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明するため、
当機構の確認を受けなければなりません。なお、共同企業体を形成して競争に参加
しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有す
る必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
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（１） 公告日において平成 31・32・33 年度または令和 01・02・03 年度全省庁統一
資格の「役務の提供等」の「A」又は「B」級に格付けされ、 競争参加資格を
有すること（以下「全省庁統一資格保有者」という。）であること。なお、本
業務のすべてを共同で遂行することにより入札に参加する企業体（以下「共同
企業体」という。）で入札に参加する場合は、代表以外に規定する共同企画体
（構成員という。）にあたっては、「A」、「B」、「C」、または「D」の等級に格付
けされているものとなります。
（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225
号）の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競
争に参加する資格がありません。
（３）当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」（平
成 20 年 10 月 1 日規程（調）第 42 号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受
けていないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア.
競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停
止期間（以下、「資格停止期間」という。）中の場合、本入札案件には参
加できません。
イ.
資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した
場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案
件には参加できません。
ウ.
資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを
進めます。
（４）日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
（５）競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応
札者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了
までの将来においても該当することはないことを誓約し、競争参加資格確認申請
書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生
じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応札者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運
動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を
含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じ
る。以下、「反社会的勢力」という。）である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律（平成3年法律第77
号）第2号第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないも
のである。
ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。
エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
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る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用する
などしている。
オ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運
営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれ
を不当に利用するなどしている。
キ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関
係を有している。
ク. その他、応札者が東京都暴力団排除条例（平成23 年東京都条例第54号）又
はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
（６）共同企業体での入札について
ア．共同企業体の結成
入札参加者が本業務のすべてを単独で遂行することができない場合には、
下記4 に記載する入札書類を提出する時までに、共同企業体を結成し、入
札に参加することができる。その際、共同企業体に参加する者を共同企業
体構成員とし、共同企業体構成員のうち１名を代表者とするものとする。
なお、共同企業体構成員は、他の共同企業体に参加し、又は単独で入札に
参加することはできない。（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１
８１号）に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立さ
れた組合が入札に参加する場合におけるその組合員も同様とする。）
イ. 共同企業体の入札参加資格
全ての共同企業体構成員は上記(1)から(5)の全ての要件を満たしているこ
と。
４. 入札説明書
入札説明書は以下のサイトに電子ファイルを掲載しますが、一部（添付資料）に関
しては、下記の交付期間および交付場所にて資料を交付いたします。
電子ファイルの掲載場所
本公告の「入札説明書等（PDF）」欄に掲載されているファイルをダウンロー
ドしてご参照ください。
国際協力機構ホームページ（ https://www.jica.go.jp ）
→「調達情報」
→「公告・公示情報／選定結果」
→「各国内拠点（JICA 研究所を含む）における公告・公示情報」
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→「契約情報一覧（研修委託契約、工事、物品購入、役務等）」
→「JICA 中部」、「2019 年度」
https://www.jica.go.jp/chotatsu/domestic/koji2019.html#chubu
資料の交付期間および交付場所
（１）期間：2019 年 10 月 7 日（月）から 2019 年 11 月 6 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（午後 0 時 30 分から 1 時 30 分の間を除く）の期間
（２）場所：郵便番号 453-0872
名古屋市中村区平池町 4 丁目 60-7
独立行政法人国際協力機構 中部センター
ア）配布方法：CD-ROM
イ）配布申請方法：
期限：２０１９年１１月５日（火）１４時まで（必着）
提出物：
機密保持誓約書（別添

様式集）＝所定の項目に記入押印して持参にて提

出ください。
担当者氏名、電話番号、電子メールアドレスを任意の書式で添付ください。
ウ）宛先：４（２）参照
※なお、契約担当部署は以下のとおりです。
中部センター 総務課（担当：仲宗根、河合）
電話 052-533-0220 ファクシミリ 052-564-3751
電子メールアドレス：jicacbic@jica.go.jp
４－２．業務内容説明会の開催
(1）日時：2019 年 10 月 11 日（金）14 時 00 分～16：00（予定）
(2) 場所：独立行政法人国際協力機構

中部センター

セミナールーム

名古屋市中村区平池町 4 丁目 60-7
(3)その他：参加希望者は、
・10 月 10 日（木）正午までに電子メールに添付の任意の書式にて、社名、参加希
望者の氏名を連絡願います。
（電子メールアドレス：jicacbic@jica.go.jp。メールタイトル：
「業務内容説明会
出席希望：業務名称 2020 年度～2024 年度
・参加は一社あたり５人を上限とします。
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中部センター施設管理・運営業務」

・開催場所のスペースに限りがありますので、当日の急な参加はご遠慮願います。
・当日説明会場では本件入札説明書の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の
上持参してください。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席して
いない者（社）も競争への参加は可能です。
・パソコン（PC）の持ち込みは自由ですが、会場にフリーWi-Fi 等インターネット
環境はありません。
４－３.

技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施
技術提案書のご提出後、技術提案書サマリーに関するプレゼンテーションを

実施いただく予定としておりますので、予めご了承願います。詳細は、本案件
入札説明書を参照ください。
５. 入札、開札の日時及び場所
（１）日時：2019 年 12 月 10 日（火）14 時 00 分
（２）場所：独立行政法人国際協力機構 中部センター

セミナールーム

（３） 入札会会場の開場時刻：開場は、入札会開始時刻の 5 分前となります。
1 階受付前にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。
６. その他
（１）契約手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨。
（２）入札保証金及び契約保証金：免除。
（３）関連規定については、ホームページの「独立行政法人国際協力機構法令・
規程集」（URL： http://association.joureikun.jp/jica/ ）にて閲覧可能。
（４）特別な事情が発生した場合、仕様、履行期間等の調達条件や入札日等を変更
して実施する場合があります。また、事情によっては入札執行（入札会）自体を
取りやめることもあります。
（５）その他、詳細は入札説明書によります。
以
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