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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９月 14 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 

     子育て支援等による持続可能な地域コミュニティ等形成方策の検討及び実施 

    業務 

 （２） 業務の内容 

     ＵＲ都市機構が推進する若者及び子育て世帯への支援の取組みを推進及びＰ

Ｒするため、次の業務を実施すること。なお、詳細は別添２「業務説明書」に

よるものとする。 

    １） ＵＲ賃貸住宅における子育て支援、共助の推進及び地域コミュニティの

あり方における課題等の抽出 

  ２） モデル団地（※１）における地域コミュニティ形成の実現に向けた方策

等の提案 

      ① モデル団地（※１）における、本業務の目的であるＵＲ賃貸住宅居住

者への子育て支援サービス、地域における共助の推進及びコミュニティ

形成に向けた一体的な取組方策を提案（※２） 

       ※１ 神奈川県内のＵＲ団地（１～２団地）を想定。今後変更になる場

合があり。 

       ※２ 本取組終了後も自立的かつ持続的に活動できるような地域コミュ

ニティ形成に寄与する取組方策を検討、提案。 

      ② 取組実施における団地居住者や関係者（行政、近隣のコミュニティ活

動団体）等との調整及び事前周知（周知資料作成等準備業務を含む）等 

    ３） 上記２）に基づき、子育て支援サービス提供、地域における共助の推進

及びコミュニティ形成に資する取組み（イベント等を３回/月程度）の実施

（※３） 

      ※３ イベント等実施に伴う会場使用料、謝礼金、チラシ作成、備品、会

場までの交通費等を含む一切の費用負担を含む。 

    ４） 上記３）で実施した取組みの効果及び取組みに基づくコミュニティ活動

の持続性を検証・報告し、他団地への横展開に向けた方策等を提案 

      ① 上記３）で実施した取組みの効果検証のための取組参加者を対象とし
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たアンケート等調査、並びにサービス利用者及び取組参加者属性等の月

次報告の実施 

      ② 上記３）で実施した取組みの効果を１年ごとに検証及び報告し、翌年

の取組内容へ反映する。 

      ③ 実施した取組みに基づくコミュニティ活動の継続状況の把握及び取組

全体の効果検証を行い、他のＵＲ団地においても自立的かつ持続的に活

動する地域コミュニティ形成を展開する方策を提案 

    ５） 上記２）３）に並行して、ＵＲ都市機構が実施する若者及び子育て世帯

への支援の取組みに係るＰＲとして次の業務を実施 

      ① ホームページ、ＳＮＳ等における本取組みについての情報発信。 

      ② 子育て支援サービス等取組み参加者からの情報発信を促進する取組み。 

    ６） 上記１）～５）に関連する補助業務 

 （３） 履行期間 

     契約締結日の翌日（平成 28 年 11 月下旬予定）から平成 32 年３月 31日 

２ 参加資格 

企画提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 

 （１） 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審査において「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、当該競争資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を 

    行う必要がある。競争参加資格審査の申請等の提出先は次のとおり。 

      〒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 

      ※郵送により申請書を提出する場合は、「子育て支援等による持続可能な地

域コミュニティ等形成方策の検討及び実施業務」に係る参加表明中である

旨を送付状等に記載すること。 

  （２） 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。 

  （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業者もしくはこれに準ずる

者でないこと。（定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→

「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」 
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      （http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf

を参照） 

  （５） 平成23年度以降に本業務と同種又は類似業務を受注した下記に示す業務実

績を、１件以上有していること。 

  注）同種業務：管理戸数20戸以上の集合住宅（分譲又は賃貸住宅）におけ 

る若者（※１）及び子育て世帯に対する以下①から③全て 

を一体的に行う業務（※２） 

             ① 子育て支援サービスの提供 

             ② 地域における共助（※３）の推進 

             ③ 地域若しくは入居者コミュニティ形成に資する取組み 

類似業務：管理戸数20戸以上の集合住宅（分譲又は賃貸住宅）における

若者（※１）及び子育て世帯に対する以下①から③のうち２

種類を一体的に行う業務（※４） 

             ① 子育て支援サービスの提供 

             ② 地域における共助（※３）の推進 

             ③ 地域若しくは入居者コミュニティ形成に資する取組み 

        ※１ 20～30代の単身世帯や夫婦。 

        ※２ 平成28年10月４日時点（参加表明書提出期限時点）で業務履行

期間が１年未満の業務、かつ、業務の主たる部分を他事業者へ再

委託した業務は不可。 

        ※３ 共助とは、子育てにおける様々な「悩み」や「困ったこと」に

ついて、団地・地域に住む方や仲間のネットワークで、お互いに

できることを助け合うこと。 

        ※４ 平成28年10月４日時点（参加表明書提出期限時点）で業務履行

期間が１年未満の業務は不可。 

  （６） 次に掲げる基準を満たす総括責任者を本件業務に配置できること。 

     ① 平成 23 年度以降掲示日までに受注した上記（５）に示す業務に従事した

実績（※）を１件以上有している者であること。 

       ※ 下請、出向又は派遣による業務の実績を含まない。 

     ② 参加表明書及び企画提案書の提出期限日時点において、本件業務の参 

加希望者と雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明し 

た場合には、虚偽の記載として取り扱う。 

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

  企画提案競技説明書記３のとおり 

４ 企画提案書を特定するための主な評価基準 

  企画提案競技説明書記５のとおり 
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５ 手続き等 

 （１） 担当支社等 

    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 契約等担当 

      電話：045-650-0189 

    ② 企画関係 

      〒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 ウェルフェア総合戦略部 

      ウェルフェア戦略企画チーム 

      電話：045-650-0592 

 （２） 企画提案競技説明書の交付期間、場所及び方法 

    ① 交付期間 

      平成 28 年９月 14日(水)から平成 28 年 10 月４日（火)まで 

    ② 交付場所 

      企画提案競技説明書等は上記（１）②企画関係担当者へあらかじめ連絡の

うえ、来訪すること。 

 （３） 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

    ① 提出期限 平成 28 年 10月 4 日（火）午後５時 

    ② 提出場所 〒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 ウェルフェア総合戦略部 

         ウェルフェア戦略企画チーム 

         電話 045－650－0592 

    ③ 提出方法 あらかじめ提出日時を連絡のうえ持参又は郵送とする。 

 （４） 企画提案書特定までの流れ 

    ① 当機構において参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いもの 

     から原則５者を選定し、５者に満たない場合は参加資格を満たす全ての参加 

     表明者を選定する。 

    ② 上記により企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提出す 

     ることができる。※プレゼンテーション実施予定 

    ③ 当機構において、提出された企画提案書について評価を行い、もっとも優 

     れた企画提案書１件を特定する。 

 （５） 本業務において、手続に参加する者が関係法人１者だった場合（関係法人を 
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    構成員とする共同企業体１社だった場合を含む。）は、当該手続を中止し、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及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 （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（３）に同じ 

 （４） ２（１）に掲げる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、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） 詳細は企画提案競技説明書による。 

 

７ Summary 

⑴ Classification of the services to be  

procured：73 

⑵ Nature and quantity of the services to be required：Review and  

implementation of the possible local community formation measures sustained  

by the child care support. 

⑶ Expected date of the contract award：30 November,2016 

⑷ Reasons for the use single tendering  procedures as provided for in the  

Agreement on Government Procurement：b “Protection of Exclusive Rights” 

⑸ Contact point for the notice：Rieko Hirohashi , Welfare Strategy Planning  

Team, Department of Welfare Comprehensive Strategy, Public Relations Office,  

Head Office, Urban Renaissance Agency, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama City,  

Kanagawa Pref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0592   

 

以  上   


