
企画競争実施の掲示

次のとおり企画提案書の提出を招請します。

   平成 28 年 3月 25 日

   独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

    関東地域担当本部長 守 安  雅 志

１ 業務概要

(1) 業務名 平成 28 年度関東地区内賃貸住宅入居促進対策等の実施に係る広告宣伝等

業務

（2）業務内容 関東地区の各エリア経営部（千葉エリア経営部、神奈川エリア経営部及び

埼玉エリア経営部）が所掌する区域（※１）のＵＲ賃貸住宅に係る入居促

進対策等の実施に向けた効果的な広告・宣伝業務の立案及びその実施。

           ※１ 各エリア経営部の所掌区域は以下のとおり。

           ・千葉エリア経営部 … 千葉県、茨城県

           ・神奈川エリア経営部 … 神奈川県

           ・埼玉エリア経営部 … 埼玉県

（3）履行期間 平成 28 年 7月 1 日～平成 29年 7月 31 日（平成 28 年度秋の入居促進キャ

        ンペーン～平成 29 年度夏の入居促進キャンペーン）

２ 企画競争参加資格要件

(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) 当機構東日本地区における平成 27・28 年度物品購入等に係る一般競争参加資格審査に

おいて、「役務提供」の認定を受けていること。なお、当該競争参加資格の認定を受け

ていない者は、参加表明書の提出期限までに当該資格に係る書類を提出し、確認を受け、

かつ企画提案書提出時までに当該競争参加資格の認定を受けていること。

  ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんので、ご注意くださ

い。

(3) 当機構から本件業務の実施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

る期間中でないこと。

(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。

(5)  関東地域（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）に本支店

・営業所等の業務拠点があること。

(6) 平成 25 年度～平成 27年度の間、住宅・不動産の広告媒体取扱実績があること。

（新聞広告・雑誌広告・折込広告・インターネット広告（モバイル広告含む）・交通広

告・モデルルーム設営業務）

  (7) 関東地区の各エリア経営部毎に専任の営業担当者を配置できること。



３ 企画提案書の提出者を選定するための主な評価基準

(1) 企業における住宅・不動産の広告媒体取扱実績

(2) 当該業務の実施体制

４ 企画提案書を特定するための主な評価基準

(1) 特定テーマに関する提案の内容

(2) 価格の妥当性

５ 手続等

(1) 担当部署

〒163－1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー16 階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

関東地域住宅経営部 営業開発チーム 電話 03-5323-2253

(2) 説明書の交付期間及び方法

本公告の日から平成 28 年 4 月 13 日（水）までの間に、当機構ホームページよりダウ

ンロードすること。

(3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法

提出期限：平成 28年 4 月 13日（水）午後 5 時

提出場所：上記（1）に同じ。

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、

郵送又は電送によるものは受け付けない。

(4) 企画提案書提出者選定通知日および方法

  通知日時：平成 28 年 4月 22 日（金）（予定）

通知方法：参加表明書に記載の業務拠点に書面を郵送

(5) 企画提案書の提出期間並びに提出場所及び方法

提出期間：平成 28年 5 月 25日（水）から平成 28年 5 月 27 日（金）までの

午前 10 時から午後 5時まで（ただし、正午から午後 1 時の間は除く。）

提出場所：上記（1）に同じ。

提出方法：上記（3）に同じ。

(6) 企画提案書の説明日時並びに説明場所及び説明方法

説明日時：平成 28年 6 月 8 日（水）午前 9 時半から午後 6 時までのうち所定の時間

説明場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿 6－5－1 新宿アイランドタワー 19 階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1901 会議室（予定）

説明方法：プレゼンテーション方式による。

(7)  再公募の実施

本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人１者だった場合は、当該

手続きを中止し、再公募を実施する。



６ その他

(1) 手続きにおいて使用する言語および通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約書作成の要否 要

(3)  関連情報を入手するための照会窓口 ５(1)に同じ。

(4)  ２(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も５(3)により参加表明書を

提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっ

ても、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出の時において、当該資格の

認定を受けていなければならない。

(5)  詳細は業務説明書による。

７ 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について

  別添による。

８ Summary  

(1) Classification of the services to be procured：73

(2) Subject matter of the contract : Duties such as advertisement to affect the 

enforcement such as charge of Kanto Area rental house entering promotion 

measures in 2016

(3) Time-limit to express interests : April 13, 2016 5:00 p.m.

(4) Time-limit for the submission of proposals : May 27, 2016 5:00 p.m.

(5)  Contact point for documentation relating to the proposal : Sales Development

Team, Kanto Area Housing Management Department, East Japan Rental Housing 

Office , Urban Renaissance Agency, 6‐5‐1,

Nishi-shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,163‐1382, Japan, Tel 03‐5323‐2253

以 上

  



別添

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組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ご理解とご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すの

で、ご了知願います。

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る

ので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれ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担当職

以上の職を経験した者（課長担当職以上経験者）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する。

① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者（当機構ОＢ）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

(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ＯＢ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

以 上


