
入札説明書（電子入札対象案件）  

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の別表記載の植物管理図面作

成設計に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定

めるもののほか、この入札説明書によるものとする。  

 

１ 手続開始の公示日   平成29年8月29日（火）  

 

２ 発注者  独立行政法人都市再生機構  東日本賃貸住宅本部  

 本部長   吉田 滋  

     東京都新宿区西新宿６－５－１  

 

３ 業務概要  

(1)業 務 名     下記のとおり（植物管理図面作成設計に係る業務件数  ７件）  

業務番号  業務件名  

①  平成 29 年度ひばりが丘パークヒルズ他 19 団地植物管理図面作成設

計  

②  平成 29 年度多摩平の森他 14 団地植物管理図面作成設計  

③  平成 29 年度北砂五丁目他 46 団地植物管理図面作成設計  

④  平成 29 年度花見川他 13 団地植物管理図面作成設計  

⑤  平成 29 年度アートヒル高根台他 6 団地植物管理図面作成設計  

⑥  平成 29 年度鶴が台他 39 団地植物管理図面作成設計  

⑦  平成 29 年度北本他 24 団地植物管理図面作成設計  

(2)業務内容   上記団地における植物管理工事に用いる下記資料の設計業務 

（詳細については別紙仕様書による）  

①植栽数量表（帳票）  

②植栽平面図（植物管理図）  

(3)履行期間 平成29年10月中旬(契約締結の翌日 )～平成30年3月10日(金) 

(4)履行場所 別紙－１参照  

(5) 業務実施形態  

本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。  

なお、電子入札システムにより難いものは、「紙入札方式参加承諾願」を

提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。 

紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」

http: //www. ur- net .go .jp/order/ の電子入札ページに掲載の「電子入

札運用基準」を参照すること。  

紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所  

提出期間：６（  １）  の参加表明書提出期間に同じ  

提出場所： 〒163- 1382 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号  

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  

総務部首都圏入札課  

提出部数： ２部（１部押印し返却します）  



 

４ 指名されるために必要な要件  

(1)入札参加者に要求される資格  

次に掲げるすべての条件を満たしている者であること。  

①  参加表明者  

ア 当機構東日本地区における平成 29・30年度建設コンサルタント業務等に

係る一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、業種区分「土木設

計」の認定を受けていること。  

イ 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。

（http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照）  

ウ 参加表明書及び資料の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から

本件業務の実施場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていな

いこと。  

エ 平成19年度以降（平成 19年４月１日から参加表明書受領期限まで）にお

いて公的機関（国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人又は地方公共

団体が設立した公社）が発注し、完了した、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中

の世帯向けの共同住宅における植物の管理図面作成設計業務、又は都市公

園等における植物の管理図面作成設計業務の元請としての実績を１件以

上有すること。  

オ 当機構東日本賃貸住宅本部管内に営業拠点を有する者であること。  

カ  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる

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」→「入札心得・

契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「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」  

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

を参照）  

②  配置予定技術者  

配置予定の管理技術者については、次の条件をすべて満たす者であること。 

ア 下記におけるいずれかの資格又は実務経験を有する者であること。  

    ・技術士（建設部門（都市及び地方計画、建設環境））  

・RCCM（造園部門、都市計画及び地方計画部門、建設環境部門）  

・１級又は２級造園施工管理技士  

・造園設計における実務経験を 7 年以上有する者  

イ 上記①エに定める業務における担当技術者（管理技術者及び照査技術者

を含む）としての経験を１件以上有する者であること。  

ウ 参加表明書の提出期限日時点において、参加表明者と直接的な雇用関係

があること。また、「雇用関係」が確認できる資料を添付すること。  

(2)入札参加者を選定するための基準  

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

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


生機構達第95号）第356条に規定する別に定める競争参加者の指名基準によ

る。  

なお、同基準中の「当該業務についての技術的適性」については、建設

コンサルタント登録規程（昭和 52年４月15日建設省告示第 717号）、並びに

その他の登録規程に基づく登録状況、保有する技術職員の状況、業務の実

績並びに配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務等を勘案する

ものとする。  

選定に係る評価基準は別紙－２のとおりとし、評価点の合計が高いもの

から原則10者を選定し、参加表明者が 10者に満たない場合は表明者数とす

る。参加表明者が 10者に満たない場合でも、評価基準において非選定とす

る場合に該当した参加表明者は選定しない。  

 

５ 担当支社等  

(1)申請書及び資料について  

        東京都新宿区西新宿 6-5-1 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  

        住宅経営部環境整備課  電話03-5323-4427 

(2)平成29・30年度競争参加資格及び使用印鑑届・年間委任状について  

        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  

        総務部首都圏入札課   電話03-5323-4322（業務番号①～③） 

03-5323-2208（業務番号④・⑤） 

03-5323-4307（業務番号⑥）  

03-5323-2576（業務番号⑦）  

 

６ 参加表明書の提出等  

(1)本競争の参加希望者は、次に従い、参加表明書を提出しなければならない。 

契約担当役は、参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加する者を

指名する。  

参加表明書を提出することができる者は、参加表明書を提出する時におい

て、４(1)アに掲げる競争参加資格の認定を受けている者とする。  

参加表明書提出時に上記一般競争参加資格の認定を受けていない者も参  

加表明書を提出できるが、競争に参加するためには、開札の時までに当該資  

格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。  

なお、受領期間内に参加表明者が提出場所に到達しなかった場合は、指名さ

れない。また、指名されなかった場合には、本競争に参加することはできな

い。  

（一般競争参加資格の申請）  

提出期間：平成29年8月29日（火）から平成 29年9月5日（火）までの土曜日、

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。）  

問い合わせ先：上記５（ 2）に同じ。  



（参加表明書の提出期間、提出場所、及び提出方法）  

 参加表明書の提出期間、提出場所、及び提出方法は下記のとおりとする。  

提出期間：平成 29 年 8 月 29 日（火）から平成 29 年 9 月 12 日（火）ま

での土曜日、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）。  

提出場所： 5(1)に同じ 

提出方法：参加表明書は、「別記様式１『参加表明書』」（押印済みのもの）

を PDF 形式又は画像ファイル（ JPEG 又は GIF 形式）にして添付

し、電子入札システムにて送信すること（添付するのは「別記

様式１」のみでよい）。  

あわせて、別記様式１（押印済みの原本）を含むすべての必要

書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参す

ること（郵送又は電送によるものは受け付けない。）  

※電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類

の持参が必要となります。  

＜承諾を得て紙入札とする場合＞  

すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること  

（郵送又は電送によるものは受け付けない。）  

あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載

し、簡易書留料金分を加えた所定の料金 (392 円)分の切手を貼

付した長 3 封筒を提出すること。  

(2)参加表明書は、別記様式１から別記様式５までにより作成すること。  

(3)参加表明書は、次に従い作成すること。なお、③の同種又は類似の業務の実

績及び④の配置予定の技術者の業務の経験については、平成 19年度以降に、

業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。  

①登録状況  

建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第 717号）「その他」

の登録規程に基づく登録状況について、別記様式２に記載すること。  

②保有する技術職員の状況  

保有する技術職員の状況について、別記様式３に記載すること。  

③業務の実績  

業務の実績を別記様式４に記載すること。  

④配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務  

配置予定の技術者について、別記様式５に記載すること。  

⑤契約書の写し  

③の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出するこ

と。  

 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うも

のとし、その結果は平成 29年9月26日(火)に電子入札システム（承諾を得て

紙入札とする場合は、紙）にて通知（発送）する。  

 (5)その他  

①参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。  



②提出された参加表明書は、返却しない。  

③契約担当役は、提出された参加表明書を、入札参加者の選定以外に提出者

に無断で使用しない。  

④  提出期間以降における参加表明書の差替え及び再提出は、認めない。  

⑤  参加表明書に関する問い合わせ先  

5(1)に同じ  

 

７ 非指名理由の説明  

(1)参加表明書を提出した者のうち、指名しなかったものに対して、指名しなか

った旨及び指名しなかった理由（以下「非指名理由」という。）を電子入札

システム（承諾を得て紙入札とする場合は、紙）にて通知する  

(2)指名しなかった旨の通知を受けた者は、契約担当役に対して非指名理由につ

いて、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。  

①提出期限：平成 29年10月4日（水）午後４時  

②提出場所：５(2)に同じ。  

③提出方法：電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙   

入札とする場合は書面（様式は自由）を５（ 1）へ持参することにより提出

するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。  

(3)契約担当役は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して５日

以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。  

 

８ 入札説明書に対する質問  

(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式

は自由）により提出すること。  

①提出期限：平成29年9月13日（水）から平成29年9月26日（火）まで  

持参する場合は、上記期間の土曜日、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）。  

   ②提出場所：５(2)に同じ。  

③提出方法：電子入札システム（承諾を得て紙入札とする場合は、書面）に  

      より提出すること。承諾を得て紙入札とする場合は書面を、５

（1）へ持参することにより提出するものとし、電送によるもの

は受け付けない。  

(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり、電子入札システム及び閲覧場所に

て閲覧に供する。  

①閲覧期間：平成 29年10月4日（水）から平成29年10月11日（水）までの土曜

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  

②閲覧場所：５(1)に同じ  

 

９ 入札の日時、場所及び方法  

(1) 入札書の提出日時：  

業務番号①・②・③  平成29年10月12日(木)午前10時から正午まで  



業務番号④・⑤・⑥・⑦ 平成29年10月16日(月)午前10時から正午まで  

ただし、承諾を得て紙入札とする場合で郵送する場合は、正午まで（必着）。 

(2)場所：〒163-1382東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部首都圏入札課  

（3）入札方法  

 ① 電子入札による場合  

電子入札システムにより提出すること。  

なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書（以下「ＩＣカード」という）

を使用する場合は、事前に年間委任状（３（５）の「電子入札運用基準」に

様式掲載）を提出すること。  

② 承諾を得て紙入札とする場合  

入札書は３（５）の当機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用

いることとし、電子くじ番号として任意の３桁の数字を必ず記入すること。 

提出は持参または郵送（書留郵便に限る。） によることとし、電送によるも

のは受け付けない。  

郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に

業務名、入札日（入札書発送日）及び入札書在中の旨を記載すること。  

なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること。（入札書の

封筒とは別にすること。）  

③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に

相当する額を加算した金額（  当該金額に１ 円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の 108分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。  

③   入札執行回数は、原則として２回を限度とする。  

④  本業務において、入札に参加する者が関係法人１者だった場合は、当該手

続を中止し、再公募を実施する。  

 

10 開札の日時及び場所及び方法  

(1) 開札の日時：  

業務番号① 日時：平成29年10月13日（金）10時00分 

業務番号② 日時：平成29年10月13日（金）11時00分 

業務番号③ 日時：平成29年10月13日（金）13時30分 

業務番号④ 日時：平成29年10月17日（火）13時00分 

業務番号⑤ 日時：平成29年10月17日（火）14時00分 

業務番号⑥ 日時：平成29年10月17日（火）11時00分 

業務番号⑦ 日時：平成29年10月17日（火）10時00分 

(2) 開札場所：〒163-1382 東京都新宿区西新宿 6丁目5番１号  

新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室  

 (3) 開札方法：開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係



のない職員を立ち会わせて行う。承諾を得て紙による入札を行う

場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。

（電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。）  

開札の結果、落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定  

めて再度入札を行う。（紙による入札者が代理人により再度入札  

に参加する場合は委任状を提出すること。）  

紙による入札者が 1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙  

による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入  

札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再  

度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。  

 

11 入札保証金及び契約保証金  

(1)入札保証金  免除  

(2)契約保証金  納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約

保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保

証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除

する。  

 

12 入札の無効  

手続開始の公示及び入札公示に示した指名されるために必要な要件のな

い者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊仕

様書及び別冊競争契約入札心得において示した条件等の入札に関する条件

に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場

合には、落札決定を取り消す。  

なお、契約担当役により指名された者であっても、開札の時において指名

停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において４

に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当す

る。  

 

13 落札者の決定方法  

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16年独立行政法人都市再生機構

規程第４号）第 52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

 

14 手続における交渉の有無  無  

 

15 契約書作成の要否等  

契約書案（当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関

係規定」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」

→「当機構で使用する標準契約書等」→「〔土木設計業務等請負契約書〕」  

http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html）を参照）により、契

約書を作成するものとする。  

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


 

16 支払条件  前金払30％以内、部分払２回及び完了払  

  

17 火災保険付保の要否    不要  

 

18 関連情報を入手するための照会窓口  

５（1）に同じ。  

 

19 電子入札システムについて  

(1) 電子入札システムには、当機構ホームページ「入札・契約情報」の「電子入  

札」http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/ ページ（以下「電子入札ペー  

ジ」という。）よりアクセスできる。  

(2) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、８時  

３０分から２０時００分まで稼動している。システムを停止する場合等は、 

電子入札ページ「お知らせ」において公開する。  

(3) システム操作マニュアルは、電子入札ページに公開している。  

(4) 操作等及び障害発生時の問い合わせ先は下記のとおりとする。  

・システム操作・接続確認等  

電子入札総合ヘルプデスク℡ 0570-021-777 

・ＩＣカードの不具合等発生時  

ＩＣカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせること。  

ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要  

する場合は、５ (2)の首都圏入札課へ連絡すること。  

(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す  

通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確  

認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り  

扱いを受ける場合がある。  

・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動通知）  

・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメール  

で知らせる。）  

・指名通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・辞退届受信確認通知（電子入札システムから自動通知）  

・辞退届受付票（電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を  

副次的にメールで知らせる。）  

・日時変更通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・入札書受信確認通知（電子入札システムから自動通知）  

・入札書受付票（電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を  

副次的にメールで知らせる。）  

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・再入札書受信確認通知（電子入札システムから自動通知）  

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  



・決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・保留通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・取止め通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・中止通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。）  

・見積依頼通知書（不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を  

副次的にメールでも知らせる。）  

・見積書受信確認通知（不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムか  

ら自動通知）  

・見積締切通知書（不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副  

次的にメールでも知らせる。）  

（6）電子入札システムで送信する書類に添付資料をつける場合の注意事項  

・ファイル形式はWord2010 形式以下のもの、 Excel2010 形式以下のもの、  

PDF 形式又は画像ファイル（ JPEG 又はGIF 形式）で作成すること。  

ファイルを圧縮して提出する場合は、 LZH 又はZIP 形式を指定するものとす  

る。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。  

・ファイル容量の合計が 2MB を超える場合は、各種書類の提出期限までに、  

提出場所へ、全ての書類を持参もしくは郵送（書留郵便に限る）により提  

出すること（電子入札システムでの提出との分割は認めない。）。  

・持参もしくは郵送する場合、以下の内容を記載したもの（様式任意）を  

「添付資料」とし、電子入札システムにより送信すること。  

イ持参もしくは郵送する旨の表示  

ロ持参もしくは郵送する書類の目録  

ハ持参もしくは郵送する書類のページ数  

ニ持参もしくは発送年月日  

 

20 その他  

(1)契約等の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)入札参加者は、別冊競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、競争契約

入札心得を遵守すること。  

(3)参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とすると

ともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。  

(4)落札者は、参加表明書に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置するこ

と。  

（5） 落札者は、契約締結時に、別添「個人情報等の保護に関する特約条項」を

同日付で締結するものとする。  

（6） 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について  

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。  

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  



ージで公表することとするので、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すること。  

なお、当該事項については案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって  

同意したものとみなす。  

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  

協力をなさない相手方については、その名称等を公表する場合がある。  

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  

イ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  

ロ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  

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。  

イ当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名

及び当機構における最終職名  

ロ当機構との間の取引高  

ハ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  

二１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  

イ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）  

ロ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 公表場所  

当機構ホームページ  

⑤ 公表日  

契約締結日の翌日から起算して 72日以内  

 

(7)業務の参考人工数は次のとおり、閲覧場所にて閲覧に供する。  

①閲覧期間：平成 29年8月29日（火）から平成 29年9月12日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後４時まで  

②閲覧場所：５(1)に同じ  

 

以 上  



（別紙－1）履行場所  

 

業務番号①：平成 29 年度ひばりが丘パークヒルズ他 19 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 北多摩  神代  
調布市西つつじヶ丘 4-23、

狛江市西野川 1-25 
36,900 

2 北多摩  東中神  昭島市玉川町一丁目 3 他  12,128 

3 北多摩  羽村  
羽村市富士見平一丁目 18

他  
55,159 

4 北多摩  萩山  
小平市小川東町 4-3、東村

山市萩山町 2-2 
34,398 

5 北多摩  福生  福生市南田園二丁目 7 他  47,465 

6 北多摩  車返  
府中市白糸台 5-25-1、押

立町 1-24-1 
28,893 

7 北多摩  昭島つつじが丘ハイツ  
昭島市つつじが丘三丁目 4

他  
45,426 

8 北多摩  富士見台  
東村山市富士見町一丁目

2-54 他  
12,958 

9 北多摩  南台第二  
東村山市富士見町一丁目

14 
1,510 

10 北多摩  エステート富士見台  
東村山市富士見町一丁目

8-8 
2,365 

11 北多摩  府中グリーンハイツ  府中市晴見町一丁目 28 34,441 

12 北多摩  グリーンタウン美住一番街  東村山市美住町一丁目 4-1 79,051 

13 北多摩  グリーンハイツ武蔵境通り  西東京市新町一丁目 4 26,657 

14 北多摩  コンフォール拝島  昭島市松原町四丁目 1-5 2,123 

15 北多摩  西国分寺ゆかり四番街  国分寺市泉町二丁目 8-1 4,787 

16 北多摩  シティハイツ吉祥寺通り  三鷹市下連雀五丁目 3 10,993 

17 北多摩  ライフタウン国領  調布市国領町八丁目 2-9 18,575 

18 北多摩  三鷹台  三鷹市牟礼二丁目 14 42,964 

19 北多摩  ひばりが丘パークヒルズ  
西東京市ひばりが丘三丁

目 5 他  
152,250 

20 北多摩  グリーンヒルズ東久留米  東久留米市上の原 1-3 他  2,500 

計        651,546 



業務番号②：平成 29 年度多摩平の森他 14 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 南多摩  館ヶ丘  八王子市館町 1097 282,125 

2 南多摩  多摩ニュータウン貝取  多摩市貝取 2 他  10,000 

3 南多摩  多摩ニュータウン豊ヶ丘  多摩市豊ヶ丘 2 他  97,714 

4 南多摩  多摩ニュータウン松が谷  八王子市松が谷 27 他  38,259 

5 南多摩  成瀬駅前ハイツ  町田市南成瀬一丁目 2-1 12,004 

6 南多摩  
多摩ニュータウンエステー

ト貝取－１  
多摩市貝取一丁目 45 2,000 

7 南多摩  
多摩ニュータウンシティハ

イツ南大沢  
八王子市南大沢四丁目 10 30,083 

8 南多摩  
多摩ニュータウン諏訪一丁

目ハイツ  
多摩市諏訪一丁目 66 7,650 

9 南多摩  町田もみじ台  町田市図師町字 3 号 730-1 5,928 

10 南多摩  
多摩ニュータウンビスタノ

ーレ向陽台  
稲城市向陽台六丁目 11 14,800 

11 南多摩  
多摩ニュータウン長池公園

せせらぎ通り北  
八王子市別所二丁目 42 13,300 

12 南多摩  
多摩ニュータウンエステー

ト愛宕  
多摩市愛宕四丁目 35-1 6,170 

13 南多摩  
八王子みなみ野シティヴェ

ルディールふれあい通り  
八王子市みなみ野 1-9 12,875 

14 南多摩  
多摩ニュータウンビューコ

ート別所  
八王子市別所一丁目 38 16,000 

15 南多摩  多摩平の森  日野市多摩平四丁目 6 他  116,172 

計       665,080 



業務番号③：平成 29 年度北砂五丁目他 46 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 東京東  大島四丁目  江東区大島四丁目 1 87,201 

2 東京東  立花一丁目  墨田区立花一丁目 26 他  51,160 

3 東京東  下篠崎町  江戸川区下篠崎町 18 6,910 

4 東京東  北砂五丁目  江東区北砂五丁目 20 92,818 

5 東京東  セーラ小松川  江戸川区小松川一丁目 5 12,045 

6 東京南  幡ヶ谷  渋谷区幡ヶ谷一丁目 31-7 2,527 

7 東京南  蒲田駅前ハイツ  大田区蒲田五丁目 13-26 1,326 

8 東京南  大森南二丁目ハイツ  大田区大森南二丁目 1 5,920 

9 東京南  成城通りパークウエスト  世田谷区上祖師谷四丁目 2 18,924 

10 東京南  エステート池上  大田区池上八丁目 5-8 1,186 

11 東京南  デュプレ芝浦  港区芝浦四丁目 7-5 1,956 

12 東京南  シティハイツ烏山  
世田谷区北烏山九丁目

21-10 
6,492 

13 東京南  アミティ大森東  大田区大森東一丁目 24 他  3,060 

14 東京南  スクエアー世田谷桜丘  世田谷区桜丘一丁目 2-20 6,257 

15 東京南  
晴海アイランドトリトンス

クエアビュープラザ  
中央区晴海一丁目 6 4,272 

16 東京南  
晴海アイランドトリトンス

クエアガーデンプラザ  
中央区晴海一丁目 7-2 5,388 

17 東京南  シティコート世田谷給田  世田谷区給田五丁目 8-5 16,330 

18 東京南  
晴海アイランドトリトンス

クエアアーバンタワー  
中央区晴海一丁目 8-5 4,642 

19 東京南  シティコート上馬  世田谷区上馬一丁目 1-2 2,381 

20 東京南  シティコート二子玉川  世田谷区玉川四丁目 13 15,018 

21 東京南  ラ・ヴェール明石町  中央区明石町 1-7 2,798 

22 東京南  プロムナード荻窪  杉並区桃井三丁目 7-1 他  16,276 

23 東京南  シャレール成城  世田谷区祖師谷三丁目 8-3 211 

24 東京南  シャレール恵比寿  渋谷区恵比寿西二丁目 8-1 126 

25 東京北  赤羽南一丁目  北区赤羽南一丁目 16 8,270 

26 東京北  エステート西台  板橋区西台四丁目 8-20 3,436 

27 東京北  
光が丘パークタウン大通り

南  
練馬区光が丘七丁目 3 他  54,464 

28 東京北  本郷真砂アーバンハイツ  文京区本郷四丁目 8-3 2,997 

29 東京北  神谷堀公園ハイツ  北区神谷 1-3 20,645 

30 東京北  エステート前野町  板橋区前野町二丁目 1 4,427 

31 東京北  
光が丘パークタウン大通り

中央  

練馬区光が丘三丁目 9-1

他  
28,717 

32 東京北  グリーンプラザ高松  練馬区高松四丁目 27-3 3,712 

33 東京北  新蓮根  板橋区蓮根二丁目 30 他  33,028 

34 東京北  パークサイド石神井  練馬区石神井台三丁目 18 26,407 

35 東京北  フレーシェル王子神谷  北区豊島八丁目 27 15,524 

36 東京北  アミティ大山西町  板橋区大山西町 17-8 3,063 

37 東京北  板橋ビュータワー  板橋区板橋一丁目 53-12 7,927 

38 東京北  
光が丘パークタウンゆりの

木通り３３番街  
板橋区赤塚新町三丁目 33 10,000 

39 東京北  シャレール本駒込  文京区本駒込二丁目 12-16 3,490 



40 東京北  ヴァンガードタワー  豊島区東池袋三丁目 21-21 3,109 

41 城北  栗原  足立区栗原二丁目 5 他  52,516 

42 城北  江北六丁目  足立区江北六丁目 30 他  57,161 

43 城北  大谷田一丁目  足立区大谷田一丁目 1 59,192 

44 城北  エステート東新小岩  
葛飾区東新小岩二丁目 9

他  
14,133 

45 城北  南千住七丁目ハイツ  荒川区南千住七丁目 31-3 6,867 

46 城北  アクシス東四つ木  
葛飾区東四つ木二丁目

27-1 他  
7,471 

47 城北  金町第一  
葛飾区東金町二丁目 23-1

他  
25,044 

計        816,826 



業務番号④：平成 29 年度花見川他 13 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 千葉  幕張ベイタウンミラリオ  千葉市美浜区打瀬 2-22 19,204 

2 千葉  
幕張ベイタウンパティオス

７番街  
千葉市美浜区打瀬 1-5 5,575 

3 千葉  
幕張ベイタウンパティオス

１５番街  
千葉市美浜区打瀬 2-10 5,260 

4 千葉  
幕張ベイタウンパティオス

２０番街  
千葉市美浜区打瀬 3-4 8,776 

5 千葉  花見川  
千葉市花見川区花見川 1

ほか  
460,774 

6 千葉  真砂第一  千葉市美浜区真砂 4 ほか  73,278 

7 千葉北  グリーンタウン光ヶ丘  柏市光ヶ丘団地 3 ほか  36,109 

8 千葉北  大津ヶ丘第二  柏市大津ヶ丘 3-17 16,206 

9 千葉北  湖北台  我孫子市湖北台 7 213,162 

10 千葉北  エステート江戸川台  流山市江戸川台西 3-31-1 17,288 

11 千葉北  千葉ニュータウン内野  印西市内野 2-5 ほか  77,056 

12 千葉北  千葉ニュータウン高花  印西市高花 1-6 47,610 

13 千葉北  
千葉ニュータウンプラザ西

白井２番街  
白井市けやき台 2-2 15,887 

14 千葉北  戸頭  取手市戸頭 4 他  113,676 

計       1,109,862 

 



業務番号⑤：平成 29 年度アートヒル高根台他 6 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 千葉西  
八千代ゆりのき台ライフタ

ワー  

八千代市ゆりのき台 4-5

ほか  
9,787 

2 千葉西  
浦安ニューシティ美浜西エ

ステート  
浦安市美浜 2 62,368 

3 千葉西  エステート市川大洲  市川市大洲 3-16-13 3,048 

4 千葉西  行田  船橋市行田 2-2 ほか  110,599 

5 千葉西  行田第二  船橋市行田 3-2 1,037 

6 千葉西  習志野台  船橋市習志野台 3-5 ほか  148,645 

7 千葉西  アートヒル高根台  船橋市高根台 1-1 ほか  452,483 

計       787,968 



業務番号⑥：平成 29 年度鶴が台他 39 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  

対象面

積  

（㎡）  

1 横浜  西ひかりが丘  横浜市旭区上白根町 891 85,546 

2 横浜  
港北ニュータウンさるびあ第

一  

横浜市都筑区荏田南一丁

目 6 
2,285 

3 横浜  
港北ニュータウンさるびあ第

二  

横浜市都筑区荏田南一丁

目 2 
1,824 

4 横浜  
港北ニュータウンろべりあハ

イツ  

横浜市都筑区荏田東三丁

目 13-23 
822 

5 横浜  川崎旭町ハイツ  
川崎市川崎区旭町一丁目

2-5 
2,847 

6 横浜  小杉御殿  
川崎市中原区小杉御殿町

2-47 
17,181 

7 横浜  木月住吉  
川崎市中原区木月住吉町

23-3 
14,661 

8 横浜  
港北ニュータウンビュープラ

ザセンター北  

横浜市都筑区南山田一丁

目 3 
37,629 

9 横浜  コンフォール西寺尾  
横浜市神奈川区西寺尾二

丁目 26 
13,220 

10 横浜  アーベインルネス長者町  
横浜市中区不老町三丁目

15-1 
2,371 

11 横浜  ベイサイト本牧－Ⅲ  横浜市中区本牧和田 33-8 2,954 

12 横浜  
港北ニュータウンコンフォー

ル仲町台  

横浜市都筑区勝田南二丁

目 2-24 
4,847 

13 横浜  アーバンドエル瀬谷  横浜市瀬谷区橋戸 1-35-1 32,539 

14 横浜  コンフォール永田東  
横浜市南区永田東三丁目

1-3 
4,964 

15 横浜  コンフォール清水ヶ丘  横浜市南区清水ヶ丘 238-1 9,449 

16 横浜  アーベインビオ川崎  川崎市幸区大宮町 26-3 8,892 

17 横浜  コンフォール南日吉  
横浜市港北区日吉本町四

丁目 986 
60,884 

18 横浜  シティコート山下公園  横浜市中区山下町 24-7 他  966 

19 横浜  コンフォール仏向町  
横浜市保土ヶ谷区仏向町

845-1 
17,723 

20 横浜南  磯子三丁目  神奈川県横浜市磯子区  10,359 

21 横浜南  本郷台駅前  神奈川県横浜市栄区  19,936 

22 横浜南  洋光台西  神奈川県横浜市磯子区  22,991 

23 横浜南  磯子杉田台  神奈川県横浜市磯子区  15,893 

24 横浜南  ｺﾝﾌｫｰﾙ横須賀本町  神奈川県横須賀市  3,464 

25 横浜南  ﾋﾞｰｺﾝﾋﾙ能見台ｻｳｽﾋﾙ 神奈川県横浜市金沢区  36,929 

26 横浜南  磯子杉田台Ⅱ  神奈川県横浜市磯子区  1,786 

27 横浜南  ｳｪﾙｼﾃｨ横須賀ポートバレーヌ  神奈川県横須賀市  4,076 

28 横浜南  
ﾋﾞｰｺﾝﾋﾙ能見台イーストプラ

ザ  
神奈川県横浜市金沢区  5,615 

29 横浜南  コーポレート東戸塚  神奈川県横浜市戸塚区  9,863 

30 神奈川西  鶴が台  茅ヶ崎市鶴が台  179,525 

31 神奈川西  奈良北  横浜市青葉区奈良町 2913 83,619 

32 神奈川西  サニーメゾン平塚  平塚市田村 2-9 9,580 

33 神奈川西  鶴が台第二  茅ヶ崎市鶴が台 9 5,623 

34 神奈川西  プラザシティ相模大野  
相模原市南区相模大野六

丁目 23 
50,822 



35 神奈川西  アーバンハイツ菅生ヶ丘  
川崎市宮前区菅生ヶ丘

34-1 
2,499 

36 神奈川西  
あおば山の手台ヴェルディー

ル奈良  

横浜市青葉区奈良四丁目

4-1 
30,009 

37 神奈川西  コンフォール平塚  平塚市浅間町 11-1 14,292 

38 神奈川西  コンフォール藤沢  藤沢市藤が岡一丁目 1 40,387 

39 神奈川西  コンフォール相模上原  
相模原市南区文京二丁目

８番  
4,709 

40 神奈川西  百合ヶ丘みずき街  
川崎市麻生区百合ヶ丘

3-21 他  
24,086 

計        897,666 



業務番号⑦：平成 29 年度北本他 24 団地植物管理図面作成設計  

 

№ 
所轄住ま

い  

センター  

団地名  所在地  
対象面積  

（㎡）  

1 西埼玉  入間黒須  入間市黒須一丁目１２  9,858 

2 西埼玉  東坂戸  坂戸市東坂戸一～二丁目  150,747 

3 西埼玉  入間豊岡  入間市豊岡一丁目８  9,944 

4 西埼玉  所沢ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ駅前ﾌﾟﾗｻﾞ 所沢市並木二丁目１  12,306 

5 西埼玉  かわつるｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ松ヶ丘  鶴ヶ島市松ヶ丘四丁目１  41,417 

6 西埼玉  ｱｸﾃｨ上福岡  
ふじみ野市新田二丁目３

－２６  
5,513 

7 西埼玉  ｱｸﾃｨ川越  川越市三光町３８－１  6,223 

8 西埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ霞ヶ丘  ふじみ野市霞ヶ丘  116,933 

9 西埼玉  
川越ﾆｭｰｼﾃｨいせはらﾘﾊﾞｰｻｲ

ﾄﾞ弐番街  

川越市伊勢原町五丁目５

番地１２  
6,242 

10 西埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ若葉  
鶴ヶ島市富士見一丁目１

４番３号  
3,691 

11 西埼玉  ﾌﾟﾗｻﾞｼﾃｨ新所沢緑町第三  所沢市緑町二丁目  12,818 

12 西埼玉  
ﾌﾟﾗｻﾞｼﾃｨ新所沢けやき通り

第三  
所沢市緑町三丁目  18,419 

13 西埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ東朝霞  朝霞市仲町二丁目４番  18,888 

14 西埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ上野台  ふじみ野市上野台  52,636 

15 西埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ鶴瀬  富士見市鶴瀬西二丁目  25,365 

16 浦和  
アーバンみらい東大宮西一

番街  

さいたま市見沼区春野一

丁目 6 
28,126 

17 浦和  北本  北本市栄 7 238,120 

18 浦和  
うらわイーストシティけや

き街  

さいたま市南区大字大谷

口 5413 
18,126 

19 浦和  アーバンラフレ戸田  蕨市錦町 1 丁目 12 番 40 号  8,336 

20 東埼玉  みさと  三郷市彦成（三～四丁目） 36,850 

21 東埼玉  ｺﾝﾌｫｰﾙ松原  草加市松原 1 丁目  53,957 

22 東埼玉  三郷早稲田ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 三郷市早稲田七丁目  43,332 

23 東埼玉  三郷早稲田ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ第二  
三郷市早稲田四丁目５－

１  
3,194 

24 東埼玉  草加旭町  草加市旭町三丁目３－１  2,666 

25 東埼玉  春日部小渕  
春日部市大字小渕４９３

－１  
23,619 

計       947,328 
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（別紙－２）入札参加者を選定するための評価基準  

  参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価点の配分は以下のとおりとする。  

項

目  

評価の着目点  評価点

の配分   判断基準  

参
加
表
明
者
（
企
業
）
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
部
門 

登
録 

・当機構東日本賃貸住宅本部における平成 29・30 年度建設コンサ

ルタント等業務について、業務区分が「土木設計」の認定を受

けていること。  

数値化  

しない  

迅
速
性 

営
業
拠
点

等
の
所
在 

営業拠点等の所在地を下記の順位で評価する。  

①  履行場所の属する都道府県内に営業拠点等を有する。  

②  上記以外の当機構東日本賃貸住宅本部管内に営業拠点等を

有する。  

① 10 点  

②  5 点  

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性 

（別記様式４）  

平成 19 年度以降において受注し業務完了した以下「同種」又は「類

似」業務に係る実績を下記の順位で評価する。  

・同種業務： RC 造又は SRC 造の居住中の世帯向けの共同住宅にお

ける植物の管理図面作成設計業務  

・類似業務：都市公園等における植物の管理図面作成設計業務  

①  同種業務の元請としての実績が２件以上ある。  

②  同種業務の元請としての実績がある。  

③  類似業務の元請としての実績がある。  

なお、同種又は類似業務の元請としての実績があると認められな

い場合は選定しない。  

記載する業務は最大５件までとし、１枚以内に記載する。  

① 15 点  

② 10 点  

③  5 点  

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格 

（別記様式５）  

①  下記のいずれかの資格を有する者  

・技術士（建設部門（都市及び地方計画、建設環境））  

②  下記のいずれかの資格を有する者  

・ＲＣＣＭ（造園部門、都市計画及び地方計画部門、建設

環境部門）  

・１級造園施工管理技士  

③  下記のいずれかの資格を有する者  

・２級造園施工管理技士  

・造園設計における実務経験を７年以上有する者  

なお、上記①～③に記載の資格又は経験を有すると認められな

い場合は選定しない。  

① 10 点  

②  7 点  

③  3 点  

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

（別記様式５）  

平成 19 年度以降において受注し業務完了した以下「同種」又は「類

似」業務に係る実績を下記の順位で評価する。  

・同種業務： RC 造又は SRC 造の居住中の世帯向けの共同住宅にお

ける植物の管理図面作成設計業務  

・類似業務：都市公園等における植物の管理図面作成設計業務  

①  同種業務の元請としての実績が２件以上ある。  

②  同種業務の元請としての実績がある。  

③  類似業務の元請としての実績がある。  

なお、同種又は類似業務の元請としての実績があると認められな

い場合は選定しない。  

記載する業務は最大５件までとし、１枚以内に記載する。  

① 15 点  

② 10 点  

③  5 点  

 評価点  満点   50 点  
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別記様式１  

（用紙Ａ４）  

 

 

参加表明書  

 

 

平成29年 月  日  

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長  吉田  滋殿  

 

住 所       

商号又は名称  

代 表 者 氏 名                印  

 

平成 29年 8月 29日付けで手続開始の公示のありました平成 29年度〇〇他〇団

地植物管理図面作成設計に係る指名競争に参加を希望します。  

なお、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条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明

書の内容については事実と相違ないことを誓約します。  

 

 

 

 

 

 

注）  参加表明書として別記様式１から別記様式５まで【及び契約書の写し】

を提出してください。  

なお、紙入札で参加する場合には、返信用封筒として、表に提出者の住

所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（ 392円）の切手を

貼った長３号封筒を申請書と併せて提出してください。（電子入札で参加す

る場合は必要ありません。）  
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別記様式２  

登録状況  

 

提出者名：        

登 録 規 程       

等 の 題 名       
登 録 番 号       登 録 年 月 日       登 録 部 門       
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別記様式３  

保有する技術職員の状況  

 

提出者名：        

専 門 分 野         技 術 職 員 数         う ち 有 資 格 者 数         
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別記様式４  

同種又は類似の業務の実績  

 

提出者名：        

同 種 又 は 類 似        

の 業 務 の 実 績        
同種業務  類似業務  

 

業 務 名        

  

 

発 注 機 関 名        

  

 

契 約 金 額        

  

 

履 行 期 限        

  

 

業 務 の 概 要        
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別記様式５  

配置予定技術者の資格、業務の経験及び手持業務  

 

提出者名：        

 

配置予定の  

管理技術者  

 

氏名  

 

生年月日  

 

所属・役職  

 

資格・部門等  

 

取得年月日  

 

○ 年度以降の  

主な業務の経歴  

 

業 務 名      

 

 

発注機関名  

 

 

履 行 期 限      

 

 

現在の手持ち  

業務  

 

業 務 名      

 

 

発注機関名  

 

 

履 行 期 限      
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（参考：参加表明書のセット方法）  

 

クリップ留め等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●別記様式―１   参加表明書  

●参加資格（写）  平成 29・ 30 年度建設コンサルタント業務等に係る一般競争参加資格

の写し（業種区分「土木設計」）  

●別記様式―２   登録状況  

●別記様式―３   保有する技術職員の状況  

●別記様式―４   業務の実績  

●別記様式―５   配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務  

●契約書（写）    実績とする契約書の写し  

●その他      ・簡易書留料金分を加えた所定の料金（ 392 円）の切手を貼った  

長３号封筒（表に提出者の住所・氏名を記載）※紙入札の場合  

         ・担当者の名刺  

別記様式 -４  

別記様式 -３  

別記様式 -５  

契約書（写）  

別記様式 -２  

平成 29・ 30 年度建設コンサルタ

ント業務等に係る一般競争（指名

競争）参加資格の写し  

（業種区分「土木設計」）  

別記様式 -１  

返信用  

封筒及び  

392 円  

切手  

担 当 者

の名刺  


