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企画提案競技実施の公示 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

平成 28 年８月９日 

独立行政法人都市再生機構 

 総務部長  関口 律 

 

１ 業務の概要 

（1） 業務名称 

ＢＰＲ推進プロジェクト支援業務 

 

（2） 業務の目的 

① 背景 

独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ」という。）は、国の政策実施機関と

して、少子高齢化、社会の成熟に伴う国民ニーズの変化に対応し、ハード中心の

施策からソフト施策に軸足を移し、真に経済成長や国民生活の向上に最大限貢献

する法人に質的に転換することが求められている。このミッションを果たすため

には、長期的な戦略に基づく持続的・安定的な経営基盤の確立が必須であること

から、20 年先を見据えた経営改善計画を策定し、これに基づき改革を着実に進

めることとしている。特に、繰越欠損金の解消と賃貸住宅事業の収入支出構造の

改善を最優先課題として徹底した経営健全化に取り組み、自律型・自己回転型の

経営体への転換を図り、ＵＲが担うべき政策的役割を効率的かつ確実に遂行する

ことを基本方針としている。 

今般、ＵＲでは顧客の立場に立ち、情報技術（ＩＴ）を活用すること等によっ

て業務プロセスを根本的に再構築し経営の効率化を追求するＢＰＲ(Business 

Process Re-Engineering)を行うこととし、この取組みを進めるＢＰＲ推進プロ

ジェクトをＵＲ内に立ち上げ、当面、賃貸住宅事業を対象としたところ。 

② 賃貸住宅事業における経営改善の取組み 

本業務の対象とする賃貸住宅事業では、経営資源である賃貸住宅ストックの過

半を、昭和 30 年代から昭和 50年代前半にかけて大量供給された住宅が占め、経

年劣化やエレベーターのない中層階段室型の住棟等商品競争力の低下リスクを

抱えている物件も少なくない。これらの課題や将来のリスクを克服し、社会情勢

の変化に適切に対応した政策的役割を適切に果たしていくためには、早期に①優

良資産の収益力向上及び②不採算資産の削減を進め、経営基盤を確立することが

急務である。このため、ＵＲでは、各エリアごとに、マーケットの状況をきめ細

かく分析しストックの特性に応じた方針について総合的に取りまとめを行うエ

リア経営部を近年新設し、空家住宅の在庫管理などキャッシュフロー経営の視点

でのエリア別・団地別経営を推進している。 

③ ＢＰＲ推進プロジェクトの目的 

そこで本プロジェクトにおいては、①業務内容の把握・整理、業務プロセスの



2 

 

業務フロー（図）等の作成（可視化）及び②ＢＰＲ・プロセス改善の検討・実施

を行うことにより、更なる顧客満足度の向上を図ると共に、これまで推進してき

た経営改善について効率化・高度化を強力に推進して更なる収入支出構造の改善

を行い、経営の安定を図ることを目的としている。 

④ 本業務の目的 

今般、ＢＰＲ・業務プロセス改善に関する専門的知見を持つ事業者の参画を得

ることで、本プロジェクトを効率的かつ効果的に運営することを本業務の目的と

する。 

 

（3） 業務内容 

① 業務量調査及び業務プロセスの業務フロー(図)化、分析 

② ＢＰＲ及び業務プロセスの改善の検討・提案、課題等整理 

 

（4） 履行期間 

契約締結日の翌日から平成 29 年３月 31 日（予定） 

 

２ 提案書の提出者に要求される資格要件 

(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。なお、第 331 条

第 1 項第 3 号「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ず

る者」についての詳細は、 

http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照 

(2) 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

いる者でないこと。 

(3) 業務拠点が関東地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬

県）に存在すること。 

(4) 企画提案書提出時点において平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地

区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定

された者であること。 

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申出を行

う必要がある。競争参加資格審査の申請等の提出先は以下のとおり。 

＜競争参加資格の申請等の提出先＞ 

〒231-8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計チーム 

電話：045-650-0189   

参照ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/info.html 

(5) 以下に示す要件を全て満たしていること。 

① 本業務に係る総括責任者については、参加表明書の提出者の団体に所属する者で

あること。 

② 提案書の提出者において、平成 18 年度以降に本業務と同種又は類似業務を受注
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し完了した実績を１件以上有していること。 

同種業務：ＢＰＲ又は業務プロセス改善の実施に関するコンサルタント業務 

類似業務：経営の効率性向上に関するコンサルタント業務又は、業務システムの最

適化構築業務 

③ ①の総括責任者となる予定の者において、平成 18 年度以降に本業務と同種又は

類似業務を受注し完了した実績を１件以上有していること。 

 

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

（1） 参加表明者（企業）の経験及び能力 

（2） 予定総括責任者の経験及び能力 

 

４ 企画提案書に求める内容 

（1） ＢＰＲ推進プロジェクト推進にあたっての基本的な考え方 

（2） 本業務の進め方の提案 

（3） 全体スケジュール（想定） 

（4） 成果品の構成案 

（5） 本業務を実施するための実施体制 

（6） 本業務に係る費用の概算見積 

（7） その他本業務に直接資する事項 

 

５ 企画提案を特定するための方法 

提出された企画提案書について提案者による説明を実施し、企画提案書を評価

する。 

 

６ 評価内容等 

（1） 企画提案書の提出者を選定する評価 

参加表明書の提出者の業務実績等を評価する。 

（2） 企画提案書を特定するための評価 

前提認識や方向性の理解、作業等方法や実施体制等についての効率性及び実現可

能性等並びに説明技術等を評価する。 

 

７ 手続等 

（1） 担当部署等 

① 契約関係 

〒231-8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計チーム 

電話：045-650-0189 

② 業務関係 

〒231-8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー 
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独立行政法人都市再生機構 経営企画部 企画チーム 

電話：045-650-0032（担当：柴田・鈴木） 

（2） 企画提案競技説明書等の交付期間及び交付方法 

① 交付期間：平成 28 年８月９日（火）から平成 28 年８月 22 日（月）までの土

曜日、日曜日及び祝日（以下「休日」という）を除く毎日、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。） 

② 交付方法：交付場所にて交付する。 

③ 交付場所：７(1)②の業務関係の担当部署 

 

（3） 参加表明書の提出方法、提出期限及び場所 

① 提出方法：事前に７(1)②の業務関係の担当部署に連絡し、持参する。 

② 提出期限：平成 28 年８月 22 日（月）17 時 00分まで 

③ 提出場所：７(1)②の業務関係の担当部署 

 

（4） 企画提案書の提出の選定に係る通知日及び通知方法 

① 通 知 日：平成 28年８月 26日（金）(予定) 

② 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限、提出場所及び提出方法 

① 提出期限：平成 28 年９月８日（木）17 時 00分まで 

② 提出場所：上記(3)に同じ。 

③ 提出方法：上記(3)に同じ。 

 

（6） 企画提案書の説明日時、説明場所及び説明方法 

① 説明日時：平成 28 年９月 12 日（月）(予定) 

② 説明場所： 〒231-8315 

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人都市再生機構 本社内 

③ 説明方法：プレゼンテーション方式による。 

 

（7） 企画提案書の特定に係る通知日及び通知方法 

① 通 知 日：平成 28年９月 20日（火）(予定) 

② 通知方法：企画提案書に記載の業務拠点に書面を郵送 

 

（8） 再公募の実施 

本件業務において、競争に参加する者が当機構の関係法人１者であった場合は、

当該手続きを中止し、再公募を実施する。 

 

８ その他 

（1） 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（2） 契約書作成の要否：要 
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（3） 関連情報を入手するための照会窓口：7(1)に同じ 

（4） ２(4)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も 7(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、企画提案書提出時点において、当

該資格の認定を受けていなければならない。 

（5） 詳細は企画提案競技説明書による。 

（6） 本企画提案競技参加に伴う費用負担は当機構では一切行わない。また、提出物

については返却しない。 

 

以 上 


