
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く。）） 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

平成 29年 9月 14日（木） 

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部  総務企画部長 田中 覚 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名  盛岡市南青山地区災害公営住宅基本設計等業務 

(2) 業務内容 

盛岡市南青山地区災害公営住宅建設に係る建築・機械設備・電気設備・土木・造園の基本

設計・目標工事費算定設計・積算、基盤整備に係る基本設計・実施設計・積算及び交付金

関連資料の作成 

(3) 履行期間 

契約締結日の翌日から平成 31年 12月 31日まで 

（１次指定）契約締結の翌日から平成 30年 4月 20日 

１次指定の内容：災害公営住宅建設に係る建築・機械設備・電気設備・土木・造園の

基本設計・目標工事費算定設計及び基盤整備に係る基本設計・実施

設計完了 

（２次指定）契約締結の翌日から平成 30年 6月 20日 

２次指定の内容：災害公営住宅建設に係る建築・機械設備・電気設備・造成・土木・

造園の積算及び基盤整備に係る積算完了 

    ※２次指定について「交付金関連資料の作成業務」は除く 

 

２ 参加資格要件（選定されるために必要な資格） 

（一）単体企業 

次の(1)から(6)すべての要件を満たしている者であること。 

(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。 

(2) 当機構東日本地区における平成 29・30年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業

務に係る競争参加資格について、業種区分が「建築設計」の認定を受けている者である

こと。 

(3) 参加表明書の提出期限から見積合わせの時までの期間に、当機構から本業務の履行場

所を含む区域を対象区域とする指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 平成 19年度以降（平成 19年４月１日から参加表明書の提出期限までとし、以下同じ。）

に元請として契約し、完了した「業務実績」※を１件以上有すること。 

なお、「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社及び独立行政法人（前身の特殊法人

を含む。）をいう。 

※「業務実績」 

建物用途 建設地 発注者 構造 建物規模 業務内容 

共同住宅 

全国 公的機関 
RC造

又は

SRC

造 

１棟又は複数棟からなる、５

階建以上かつ 50戸以上 

※配置予定技術者の実績に

おいては、１棟又は複数棟か

らなる、３階建以上かつ 30

戸以上、に読み替える。 

建物基本

設計及び

建物実施

設計 

業務対

象県内 
問わない 

１棟又は複数棟からなる、３

階建以上かつ 20戸以上 

高齢者施設（老人

ホーム、グループ

ホーム等居住のた

めの空間を持つも

業務対

象県内 
問わない 

RC造

又は

SRC

造 

延べ面積 1,000㎡以上 

建物基本

設計及び

建物実施

設計 



のに限る。） 

※基本設計業務及び実施設計業務は、それぞれが別の建物の業務も可とする。ただし、評価

の判断基準としては、基本設計業務、実施設計業務一組で 1件と判断する。なお、目標工

事費算定設計については、実施設計業務とみなす。 

(5) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者を本業務に配置できること。 

分野 資格 実績 再委託 

管理技術者 一級建築士 (4)に示す「業務実績」 不可 

建築意匠 一級建築士 (4)に示す「業務実績」 不可 

建築構造 一級建築士及び構造一級建築士 (4)に示す「業務実績」 可 

建築積算 建築積算士（建築積算資格者） 
「公共積算業務」※２の

実績 
可 

機械設備 

設計・積算 

設備設計一級建築士、技術士（衛生

工学）、建築設備士のいずれか 
(4)に示す「業務実績」 可 

電気設備 

設計・積算 

設備設計一級建築士、技術士（電

気・電子）、建築設備士のいずれか 
(4)に示す「業務実績」 可 

土木設計・

積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

住宅建設における土木

基本設計業務又は土木

実施設計業務 

可 

造園設計・

積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

住宅建設における造園

基本設計業務又は造園

実施設計業務 

可 

基盤整備 

設計・積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

開発行為となる敷地造

成工事の実施設計業務 
可 

※１ 部門は問わない。 

※２ 「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の

実績 

※ 業務実績は、平成 19年度以降に契約し、完了したものとする。 

※ いずれも、共同企業体であった場合には、原則として出資比率が 50%以上のものとす

る。 

※ 評価対象業務実績は施工中の建物も含めるものとする。 

※ 管理技術者は提出者又は共同企業体の代表者の組織に所属していることとする。 

※ 建築意匠主任技術者は提出者又は共同企業体の構成員の組織に所属していることと

する。 

※ 管理技術者及び各主任技術者はそれぞれ１名とするが、分野ごとに上表の要件を満た

していれば、管理技術者と主任技術者の兼任、及び各分野の主任技術者と他の分野の主

任技術者との兼任は可とする。 

※ 配置予定技術者が参加表明書の提出期限日時点において、所属事務所と雇用関係があ

ること。 

なお、前述の雇用関係が無いことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこ

と（注：定義については、当機構ホームページ（http://www.ur-net.go.jp/order/）に

記載）。 

（二）設計共同体 

(1) （一）に掲げる条件を満たしている者（２（一）(1)から(3)及び(6)については全ての

構成員に必要な条件、２(一)(4)及び(5)については代表者に必要な条件）により構成さ

れる設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する掲示」（平成 29 年９月 14 日付岩

手震災復興支援本部総務企画部長）に示すところにより、岩手震災復興支援本部総務企

画部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者で

あること。 

(2) 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に

細分化しないこと。 

 

http://www.ur-net.go.jp/order/


３ 技術提案書の提出者を選定するための評価基準 

(1) 参加表明者（企業）の経験及び能力 

(2) 配置予定技術者の経験及び能力 

 

４ 技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 業務実施計画・方針 

(2) 特定テーマの提案 

 

５ 手続等 

(1) 説明書の交付期間及び方法 

交付期間：平成 29年 9月 14日（木）から平成 29年 9月 28日（木）まで 

交付方法：当機構ホームページからのダウンロードにより交付する。 

（http://www.ur-net.go.jp/orders/i-reconstruction/order.html） 

(2) 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 29年 9月 28日（木）午後４時 00分 

提出場所：〒020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目７番 25号 

朝日生命盛岡中央通ビル 8階 

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 

住宅整備部 住宅整備課 電話：019-601-6594 

提出方法：予め提出日時を前日までに連絡の上、持参又は郵送（同日同時刻必着での書留郵 

     便に限る。）するものとし、電送によるものは受け付けない。 

(3) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

提出期限：平成 29年 10月 19日（木）午後４時 00分 

提出場所：〒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17階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

技術監理部 設計第 2課 電話：03-5323-2647 

提出方法：予め提出日時を前日までに連絡の上、持参又は郵送（同日同時刻必着での書留郵

便に限る。）するものとし、電送によるものは受け付けない。 

(4) 見積合せの日時及び場所並びに提出方法 

① 日時：平成 29年 10月 31日（火）午前 10時 00分 

なお、天変地異その他の理由により見積合せを執行することが困難であると認め

られるときは、見積合せの執行を延期し、停止し、又は中止することができるも

のとする。 

② 場所：独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 入札室（６階） 

③ 提出方法：見積書を持参すること。 

(5) 本業務において、手続に参加する者が当機構の関係法人１者だった場合（関係法人を代表

者とする設計共同体１者だった場合を含む。）は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 

 

６ その他 

(1) 契約保証金 納付 

(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 

① 契約関係：〒020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目７番 25号 

朝日生命盛岡中央通ビル 8階 

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 

総務企画部 経理課 電話：019-601-6434 

② 技術関係 5(3)に同じ。 

③ 平成 29・30年度の競争参加資格について ①に同じ。 

(4) ２（一）(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も５(2)により参加表明書を提

出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技

術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていな

ければならない。 

(5) 次のいずれにも該当する契約先は、当機構から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こととなったので、詳細は説明書を参照すること。 

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相当職

以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職しているこ

と。 

(6) 詳細は説明書による。 

 

以 上  

 



競争参加者の資格に関する公示 
 

盛岡市南青山地区災害公営住宅基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以

下「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲

示します。 

平成 29年９月 14日 

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部  総務企画部長 田中 覚 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名称 盛岡市南青山地区災害公営住宅基本設計等業務 

(2) 業務内容 盛岡市南青山地区災害公営住宅建設に係る建築・機械設備・電気設備・土木・

造園の基本設計・目標工事費算定設計・積算、基盤整備の基本設計・実施設計・積算、及

び交付金関連資料の作成 

 (3) 履行期間 契約締結の翌日から平成 31年 12月 31日まで 

（１次指定）契約締結の翌日から平成 30年 4月 20日 

１次指定の内容：建築・機械設備・電気設備・土木・造園の基本設計・目標工事費算定

設計、及び、基盤整備の基本設計・実施設計完了 

（２次指定）契約締結の翌日から平成 30年 6月 20日 

２次指定の内容：建築・機械設備・電気設備・土木・造園の積算、及び、基盤整備の積

算完了 

   ※2次指定について「交付金関連資料の作成業務」は除く 

 

２ 申請の時期 

平成 29年 9月 14日から平成 29年 9月 28日までとする（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前 10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。）。）。 

 

３ 申請の方法 

(1) 申請書の入手方法 

「設計共同体としての競争参加資格審査申請書」（以下「申請書」という。）は、平成 29 年

９月 14 日から（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後４時まで（ただし、

正午から午後 1時の間は除く。）。）設計共同体としての資格を得ようとする者に交付するので、

(2)まで申し出ること。 

(2) 申請書の提出方法 

申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書（４(4)の条件を満たすものに限る。）の

写しを添付し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

提出場所：〒020-0021  

岩手県盛岡市中央通一丁目７番 25号 

朝日生命盛岡中央通ビル 8階 

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 

住宅整備部 住宅整備課 電話：019-601-6594 

(3) 申請書等の作成に用いる言語 

申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

４ 設計共同体としての資格及びその審査 

次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないとみなす。

それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」（平成 22 年 10 月 29 日官

報（政府調達第 204号）公示）５の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設

計共同体としての資格があると認定する。 

(1) 資格 

構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。 

・構成員は、次の①から⑥の条件をすべて満たしていること。ただし、④、⑤の条件につい

ては設計共同体の代表者が満たしていること。 



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。 

② 当機構東日本地区における平成 29・30 年度測量・土質調査・建設コンサルタント等

業務に係る競争参加資格について、業種区分が「建築設計」の認定を受けている者であ

ること。 

③ 当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止の措置を受けて

いない者であること。 

④ 平成 19年度以降（平成 19年４月１日から参加表明書の提出期限まで）に元請として

契約し、完了した「業務実績」※を１件以上有すること。 

なお、「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社及び独立行政法人（前身の特殊法

人を含む。）をいう。 

※「業務実績」 

建物用途 建設地 発注者 構造 建物規模 業務内容 

共同住宅 

全国 公的機関 
RC造

又は

SRC

造 

１棟又は複数棟からなる、５

階建以上かつ 50戸以上 

※配置予定技術者の実績に

おいては、１棟又は複数棟か

らなる、３階建以上かつ 30

戸以上、に読み替える。 

建物基本

設計及び

建物実施

設計 

業務対

象県内 
問わない 

１棟又は複数棟からなる、３

階建以上かつ 20戸以上 

高齢者施設（老人

ホーム、グループ

ホーム等居住のた

めの空間を持つも

のに限る。） 

業務対

象県内 
問わない 

RC造

又は

SRC

造 

延べ面積 1,000㎡以上 

建物基本

設計及び

建物実施

設計 

※基本設計業務及び実施設計業務は、それぞれが別の建物の業務も可とする。ただし、評価

の判断基準としては、基本設計業務、実施設計業務一組で 1件と判断する。なお、目標工

事費算定設計については、実施設計業務とみなす。 

⑤ 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者を本業務に配置できること。 

分野 資格 実績 再委託 

管理技術者 一級建築士 ④に示す「業務実績」 不可 

建築意匠 一級建築士 ④に示す「業務実績」 不可 

建築構造 一級建築士及び構造一級建築士 ④に示す「業務実績」 可 

建築積算 建築積算士（建築積算資格者） 
「公共積算業務」※２の

実績 
可 

機械設備 

設計・積算 

設備設計一級建築士、技術士（衛生

工学）、建築設備士のいずれか 
④に示す「業務実績」 可 

電気設備 

設計・積算 

設備設計一級建築士、技術士（電

気・電子）、建築設備士のいずれか 
④に示す「業務実績」 可 

土木設計・

積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

住宅建設における土木

基本設計業務又は土木

実施設計業務 

可 

造園設計・

積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

住宅建設における造園

基本設計業務又は造園

実施設計業務 

可 

基盤整備 

設計・積算 

技術士（建設部門又は総合技術監理

部門）、RCCM※１のいずれか 

開発行為となる敷地造

成工事の実施設計業務 
可 

※１ 部門は問わない。 

※２ 「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務

の実績 

※ 業務実績は、平成 19年度以降に契約し、完了したものとする。 



※ いずれも、共同企業体であった場合には、原則として出資比率が 50%以上のものと

する。 

※ 評価対象業務実績は施工中の建物も含めるものとする。 

※ 管理技術者は提出者又は共同企業体の代表者の組織に所属していることとする。 

※ 建築意匠主任技術者は提出者又は共同企業体の構成員の組織に所属していること

とする。 

※ 管理技術者及び各主任技術者はそれぞれ１名とするが、分野ごとに上表の要件を満

たしていれば、管理技術者と主任技術者の兼任、及び各分野の主任技術者と他の分野

の主任技術者との兼任は可とする。 

※ 配置予定技術者が、参加表明書の提出期限日時点において、所属事務所と雇用関係

があること。 

なお、前述の雇用関係が無いことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

⑥ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でない

こと（注：定義については、当機構ホームページ（http://www.ur-net.go.jp/order/）

に記載）。 

(2) 業務形態 

① 構成員の業務分担が、業務の内容により本業務に係る設計共同体協定書において明らかで

あること。 

② 一つの分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る

設計共同体協定書において明らかであること。 

(3) 代表者要件 

構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかである

こと。 

(4) 設計共同体協定書 

設計共同体協定書は、「設計共同体協定書等作成の手引き」に従い作成すること。 

５ 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 

４(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も２及び３により申請をすること

ができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、４(1)②の認定

を受けていない構成員が４(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、

４(1)②の認定を受けていない構成員が、技術提案書の提出の時までに４(1)②の認定を受けてい

ないときは、設計共同体としての資格がないとみなす。 

 

６ 資格審査結果の通知 

「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 

 

７ 資格の有効期間 

６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務

が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務

に係る契約が締結される日までとする。 

 

８ その他 

設計共同体の名称は「盛岡市南青山地区災害公営住宅基本設計等業務○○○・△△××設計共

同体」とする。 

 

以 上 

http://www.ur-net.go.jp/order/

