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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 29 年６月 30 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

重要業績評価指標等検討支援業務

（2） 業務の目的

① 背景

別添１ 業務説明書のとおり（７(2)により別途配布）

② 本業務の目的

本業務は、都市再生事業及びウェルフェア施策（※１）における適切な指標の

設定及びその運用方法等の検討を支援するものである。

  （※１）機構の保有する賃貸住宅団地における住生活の安心を支えるサービスの

提供等、少子高齢社会に対応した生活環境を実現するための施策

（3） 業務内容

① 重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※２）及び重要目標達成指標(ＫＧＩ)（※３）

（以下、「重要業績評価指標等」という。）の検討及び提案、並びに当該指標

の運用支援等（運用方法の検討、運用に係る資料作成等）

② 関連部署への説明資料作成、質問対応支援

  （※２）企業などの組織において、その組織の目標（ＫＧＩ）を達成するために、

個人や部門が行う業務の達成指標

  （※３）企業などの組織において、その組織が達成すべき最終的な成果を定量的

に表した指標

（4） 履行期間

契約締結日の翌日から平成 30 年３月 31 日まで（予定）

２ 競争参加資格

企画提案書の提出者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

(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) 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
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県）に存在すること。その旨を様式３「担当者を 1 人以上配置することが可能な本社、支

社、営業所等の有無」により証明すること。

(4) 企画提案書提出時点において平成 29・30 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請を行う

必要がある。競争参加資格審査の申請書類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 会計課

電話：045-650-0189

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

(5) 平成 19 年度以降に重要業績評価指標等策定業務又は当該指標策定を伴う経営戦略

等計画策定業務を受注し完了した実績を１件以上有していること。

これについては様式２により、その旨を証明すること。その際は、業務に係る契約書等の

写しを添付することとするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、

表明した実績が事実と相違ないことを誓約する書面（任意書式に代表者印押印のこと）

を提出すること。

(6) 本業務の履行に関し、次の要件を全て満たす総括責任者（※１）及び実施責任者（※２）

をそれぞれ選任し、以下の①については参加表明書の提出者の団体と当該責任者との

雇用関係を証明する書面（任意様式に代表者印押印のこと）により、③については様式４

「選任予定の総括責任者の実績等」及び様式５「選任予定の実施責任者の実績等」によ

り、その旨を証明すること。

なお、③について、業務に係る契約書等の写しを添付することとするが、秘密保持契約

締結等により情報の開示が困難な場合は、表明した実績が事実と相違ないことを誓約す

る書面（任意様式に代表者印押印のこと）を提出すること。

① 参加表明書の提出者の団体に所属する者であること。

② 重要業績評価指標等策定業務又は当該指標策定を伴う経営戦略等計画策定業

務の経験年数を総括責任者にあっては 10 年以上、実施責任者にあっては 5 年以

上有すること。

③ 平成 19 年度以降に重要業績評価指標等策定業務又は当該指標策定を伴う経営

戦略等計画策定業務を受注し完了した実績を１件以上有していること。

(7) 本業務の実施予定組織が ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性認証評価制度の認証を受けているこ

と、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けている

こと。その旨を様式６「認証に関する証明書」により証明すること。

（※１）総括責任者：業務に係る計画の作成、要因など業務遂行に必要な資源の調

達、業務体制の確立並びに予算、納期及び品質の管理を行い、業務が確

実に履行されるよう指揮監督を行う者

（※２）実施責任者：業務の進捗管理、機構との連絡調整等を行う者
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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 別添４ 企画提案書提出者の選定基準のとおり（７(2)によ

り別途配布）

４ 企画提案書に求める内容

  企画提案競技説明書 別添５ 企画提案書作成要領のとおり（７(2)により別途配

布）

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出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ための評価

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・実現可能

性及び説明技術並びにワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の認定等の状

況等を評価する。

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 会計課

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

独立行政法人都市再生機構 経営企画部 企画課

電話：045-650-0356（担当：鈴木・福本）

（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 29 年６月 30 日（金）から平成 29 年７月 11 日（火）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 29 年 7 月 11 日（火）17 時 00 分まで
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③提出場所：７(1)②の業務関係の担当部署

（4） 企画提案書の提出者の選定に係る通知日及び通知方法

①通 知 日：平成 29 年７月 18 日（火）(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 29 年８月８日（火）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 29 年８月 22 日（火）(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 29 年８月 28 日（月）(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

（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


