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説 明 書

平成 28 年９月 23 日

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

  本部長 新居田 滝人

「東京都市計画土地区画整理事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業効果検証等業

務」の技術提案書提出に係る詳細は、下記のとおりです。

記

１ 業務の概要

(1) 業務名称 東京都市計画土地区画整理事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業

効果検証等業務

(2) 履行場所 東京都中央区湊二丁目及び東京都中央区八重洲一丁目

(3) 業務内容

  ①事業効果検証・分析業務（準備作業含む）

②事業記録作成業務

    イ 事業誌版下、入稿データの作成

  ロ 事業誌概要版（パンフレット）版下、入稿データの作成

詳細については、仕様書のとおりとします。

(4) 技術提案を求めるテーマ

本業務において技術提案を求めるテーマは、以下に示す事項とします。

土地区画整理事業と市街地再開発事業との「一体的施行」を前提とした特徴ある

事業の内容を収集し検証・分析するにあたり、多岐にわたる関連データを効率的

にとりまとめる方法について(コンプライアンスに係る情報管理も含む)

(5) 履行期間

契約締結の翌日から平成 29 年２月 28日（予定）

(6) 発注者

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

２ 資格要件（特定されるために必要な資格）

(1) 技術提案書の提出者は、以下に掲げる資格を満たしている単体企業であることとし

ます。

① 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。

② 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後２年間を経過

していない者でないこと。

③ 当機構の東日本地区における平成 27・28年度測量・土質調査・建設コンサルタン

ト業務に係る一般競争（指名競争）参加資格について、「調査」の業務区分の認定

を受けていること。

  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の申請を行う必要

があります。（詳細は、機構ＨＰ→入札・契約情報→競争参加資格（変更届含む）
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→平成 27・28 年度一般競争（指名競争）参加資格について→建設コンサルタント

等、を参照）

④ 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。

⑤ 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でないこと。（詳細は、

機構 HP→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、を参照）

⑥ 平成18年度以降に契約履行が完了した以下の業務の実績(下請けによる実績を

含む)を合わせて２件以上有すること。

   Ａ業務 ： 土地区画整理事業地区に係る事業記録とりまとめ業務

      Ｂ業務 ： 土地区画整理事業地区以外の地区に係る事業記録とりまとめ業

         務

⑦ 上記①から⑥に定めるものの他、掲示文及び説明書等に定める事項に違反するも

のでないこと。

(2) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できることとします。

① 下記のいずれかの資格を有する者であること。

・１級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者

・土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第117条の3に規定する技術検定の合格

者として、合格証明書の交付を受けた者（土地区画整理士）

・技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者

・都市再生事業等の事業者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者

※「都市再生事業等の事業者」とは、都市再生事業等（市街地開発事業その他市

街地の整備改善及び団地の建設・建替えを行う事業）の事業者としての国、地方

公共団体、独立行政法人（前身の特殊法人を含む）又は民間企業の職員・社員の

ことをいう。

② 平成18年度以降に、上記(１)⑥に掲げる業務の経験を合わせて２件以上有する者

であること。

③ 参加表明書及び技術提案書の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係が

あること。

３ 技術提案書を特定するための評価基準

(1) 技術提案書を特定するための評価項目、判断基準及び評価の配点は以下のとおりと

します。

評価項目 判断基準 配点

小

計

申請者（企

業）の経験

及び能力

（様式－２）

平成 18 年度以降に契約履行が完了した以下の業務の実績(下

請けによる実績を含む)を合わせて２件以上有すること。

Ａ業務 ：土地区画整理事業地区に係る事業記録とりまと

数 値 化

しない

0
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め業務

Ｂ業務 ：土地区画整理事業地区以外の地区に係る事業記

録とりまとめ業務

なお、Ａ業務又はＢ業務の実績が合わせて２件無い場合は欠

格とする。

記載する業務は２件までとし、１件につき１枚以内に記載す

る。

予定管理技

術者の経験

及び能力

（様式－３）

下記のいずれかの資格等を有する者であること。なお、下記

資格等を有さない場合は欠格とする。

・ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っ

ている者。

・ 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 117 条の

3 に規定する技術検定の合格者として、合格証明書の交

付を受けた者（土地区画整理士）。

・ 技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登

録を行っている者。

・ 都市再生事業等の事業者（※１）として技術的実務経

験を 25 年以上有する者。

※１「都市再生事業等の事業者」の定義は２(2)①を参照。

数値化

しない

0

（様式－４）

平成18年度以降に経験したＡ業務又はＢ業務の実績を下記の

順位で評価する。

① Ａ業務の実績が２件ある。

② Ａ業務の実績が１件、かつ、Ｂ業務の実績が１件ある。

③ Ｂ業務の実績が２件ある。

なお、Ａ業務又はＢ業務の実績が２件無い場合は欠格とする。

記載する業務は２件までとし1件につき1枚以内に記載する。

① 20

② 12

③ 4

20

業務の実施

方針

（様式－６）

業務理解度

業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮

事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。

①優 15

②良 10

③可 5

30

（様式－６）

業務実施体制

配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行す

る上で的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。

①優 15

②良 10

③可 5

特定テーマ

に関する技

術提案※２

（様式－７）

土地区画整理事業と市街地再開発事業との

「一体的施行」を前提とした特徴ある事業の内

容を収集し検証・分析するにあたり、多岐にわ

たる関連データを効率的にとりまとめる方につ

いて(コンプライアンスに係る情報管理も含む)

的確性 15 50

独創性 15

実現性 20
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※２ 技術提案を求めるテーマは、記載内容について、的確性（与条件との整合が取れて

いるか等）、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等）、実現

性（提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等）

を考慮して評価します。

４ 担当本部等

(1) 参加表明書及び技術提案書に関する事項

〒104-0042 東京都中央区入船 2-2-6 NT ｲﾘﾌﾈﾋﾞﾙ 5 階

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

湊都市再生事務所 事業調整課 （担当 関本、千葉）

電話 03-6280-1900

(2) 入札及び契約に関する事項

〒163-1313 東京都新宿区西新宿６－５－１

新宿アイランドタワー13F

独立行政法人 都市再生機構 東日本都市再生本部

総務部 経理チーム

電話 03－5323－0469

ファクシミリ 03－5323－0638

５ 参加表明書及び技術提案書の留意事項

(1)作成方法

  「参加表明書作成要領」（別添２）、「技術提案書作成要領」（別添３）のとおりとし

ます。

(2)提出期間、提出場所及び提出方法

提出期間：平成 28 年９月 23日（金）から平成 28年 10 月 14日（金）まで

     （土曜日、日曜日、祝日を除く、午後１時から午後４時まで。ただし、平

成 28 年 10月 14 日（金）は午後２時まで。）

提出場所：４（1）に同じ

提出部数：参加表明書、技術提案書各２部（２部とも提出者の押印があるもの）

提出方法：担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、内容を説明できる者が持参し

担当者に手渡しすること。

(3)業務量の目安

本業務に係る概算費用は 4,300 千円（税込）を想定しています。ただし、この金額

は、現時点での概算額であり、支払いを確約するものではありません。

６ 技術提案書の特定・非特定理由に関する事項

(1) 技術提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを１者特定し

ます。技術提案書を特定した者には、書面により通知します。また、提出した技術提

案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由（非特定理

由）を同じく書面により通知します。
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(2) 非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（行政機関の休

日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日を含まな

い。）以内に書面（様式は自由）を持参することにより、契約担当役に対して非特定理

由について説明を求めることができます。

① 受付場所：４（2）に同じ。

② 受付日時：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 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 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するもの

とし、郵送または電送によるものは受け付けません。

(3) 上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内

（休日を含む。）に、書面により行います。

(4) 特定または非特定に係る通知については、平成 28 年 10月下旬頃の予定です。

７ 説明書及び技術提案書の内容についての質問の受付及び回答

(1) 本説明書及び技術提案書に対する質問がある場合は、次のとおり書面（様式－８及

び様式－９）により提出することとします。

  ① 提出期間：平成 28 年９月 23日（金）から平成 28 年 10 月６日（木）まで

      （土曜日、日曜日を除く、午後１時から午後４時まで）

  ② 提出場所：４(1)に同じ。

  ③ 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、書面を持参するものとし、郵送又

は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閲覧に供することとします。

  ① 閲覧期間：平成 28年 10 月 11日（火）から平成 28 年 10 月 14日（金）まで

      （午後１時から午後４時まで）

  ② 閲覧場所：４(1)に同じ。

８ 入札（見積）及び契約について

技術提案書を特定されたものは、入札（見積）書における金額（消費税及び地方消費

税を含みません。以下同じ。）が、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

の範囲内である場合、技術提案書を特定された者を落札者とします。

その他の事項は、入札（見積）心得書によるものとします。入札（見積）心得書は、

都市再生機構ＨＰ（http://www.ur-net.go.jp）に掲載しています。

９ 契約書

  「業務請負契約書（案）」は、都市再生機構ＨＰ（http://www.ur-net.go.jp）に掲載

しています。

10 契約書作成の要否 要。
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11 支払条件

前金払 30％以内及び完了払い

12 その他の留意事項

(1) 本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ります。

(2) 契約保証金 不要

(3) ２(1)③に掲げる認定を受けていない単体企業も参加表明書を提出することができ

ますが、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

ればなりません。当該競争資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格の申請を行

う必要があります。（詳細は、機構ＨＰ→入札・契約情報→競争参加資格（変更届含む）

→平成 27・28 年度一般競争（指名競争）参加資格について→建設コンサルタント等、

を参照）

(4) 提出期限までに参加表明書を提出しない者は、技術提案書を提出できないものとし

ます。

(5) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とします。

(6) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書又は技術提案

書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあ

ります。

また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、

原則その参加表明書及び技術提案書を無効とします。

・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合

・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合

・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合

・白紙である場合

・説明書に指示された項目を満たしていない場合

・発注者名に誤りがある場合

・発注案件名に誤りがある場合

・提出業者名に誤りがある場合

・その他、未提出又は不備がある場合

(7) 参加表明書及び技術提案書の取扱い

① 提出された参加表明書及び技術提案書を、当機構の了解なく公表､使用してはなら

ないこととします。

② 提出された参加表明書は返却しないものとします。なお、提出された参加表明書

は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しないものとします。

③ 特定されなかった場合は、提出時に返却を希望した者に限り技術提案書を返却し

ます。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使

用しないものとします。ただし、技術提案書の提出者の選定又は技術提案書の特定

を行う場合に、必要な範囲において複製することがあります。また、特定された技

術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとします。
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(8) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認

めません。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則

として変更できないものとします。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理

由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なけ

ればならないこととします。

(9) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の仕様書に反映するものとしま

す。ただし、当機構からの指示及び当機構との協議を優先して業務を実施するもの

とします。

(10) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の

具体的な実施方針について提案を求めることがあります。

(11) 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使

用してはなりません。

(12) 本業務の受注者が契約履行中に業務内容の変更を行うこととなった場合、１(3)の

一部業務の取止め及びこれに伴う契約金額の変更を行うことがあります。

(13) 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開

とされた情報については、第三者にこれを公表してはなりません。既に取得してい

る特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないよう

に努めるものとします。本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等

の取り扱いについては、機構との協議により決定するものとします。

(14) 本業務の受注者(下請負等をさせる場合は下請負人を含む。)は、重要な情報及び

個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法に基づく、適切な管理能力を有してい

ること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(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→入札関連様式および標準契約書等→当機構で

使用する標準契約書等を参照)を上記９の契約書と併せて、同日付で締結するものと

します。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をと

らなければなりません。

(15) 本件業務において、手続きに参加する者が機構の関係法人１者だった場合は、当

該手続きを中止し、再公募を実施します。

(16) 情報公表の拡大

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ところです。

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しますので、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行っていただくよう御理解と御協力を

お願いいたします。

なお、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されたものとみな

させていただきますので、ご了知願います。

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
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力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことが

あり得ますので、ご了知願います。

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

・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

・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

公表します。

・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

・当機構との間の取引高

・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

・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

・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）

・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 公表日

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内

(17) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(18) 本業務は、機構の都合により契約締結時期や工期の変更、業務内容の変更、契約の

中止を行う場合があります。

以 上
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参加表明書及び技術提案書 作成要領

１ 参加表明書の内容

（１） 参加表明書（様式－１）

競争参加資格認定通知書の写し（なお、競争参加資格のない者は、参加表明書及

び技術提案書の提出時までに競争参加資格の認定を受けている必要がある。）並びに

様式２～４に基づき作成された資料を添付してください。

（２） 資料の作成様式及び記載上の留意事項

① 資料は様式－２～４の書式に基づき作成してください。

② 企業の平成 18 年度以降に受注し完了した業務実績（様式－２）には、平成 18 年度

以降に業務完了したＡ業務及びＢ業務の実績を記載してください。

「業務分類」には「Ａ業務」、「Ｂ業務」のうち該当するものを記載してください。

記入に際しては、１件あたり本様式１枚とし、記載した業務の契約書（仕様書を含

む）の写し等を添付してください。なお、下請けによる業務の実績については当該

業務がＡ業務又はＢ業務と判断できる根拠資料も併せて提出してください。

③ 予定管理技術者の経歴等（様式－３）には、配置が予定される管理技術者に係る経

歴等を記載してください。

「保有資格」について記載する際は、登録番号及び取得年月日を記載するとともに、

登録されていることがわかる資料（登録証の写し等）を添付してください。

「技術的実務経験が 25 年以上ある場合」について記載する場合は、技術的実務経

験が 25 年以上あることがわかる履歴書を別途添付してください。

④ 予定管理技術者の平成 18 年度以降に経験した業務実績（様式－４）には、配置予

定管理技術者が平成 18 年度以降に経験した業務実績を記載してください。

「業務分類」には「Ａ業務」、「Ｂ業務」のうち該当するものを記載してください。

業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載してください。

「業務概要」中の「○○技術者」には、「管理技術者」「担当技術者」のいずれかを

記載してください。

記入に際しては１件あたり本様式１枚とし、記載した業務に係る契約書（仕様書を

含む）の写し等を添付してください。なお、下請け、出向又は派遣による業務の実

績については、当該業務がＡ業務又はＢ業務と判断できる根拠資料も併せて提出し

てください。

２ 参加表明書の提出期間・提出場所及び方法等

（１） 参加表明書及び資料の提出は、説明書によります。

（２） 提出する参加表明書及び資料は、Ａ４ファイル（左側２穴）に綴じ、背表紙の下部

に業務名、会社名を記載してください。

（３） 資料を提出したことの確認が必要な場合は、「参加表明書」（様式－１）に機構受付

印を押印し返却しますので、コピーを別途用意の上、提出時にお申し出ください。

別添２
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（４） その他

① 郵送又は電送によるものは受け付けません。

② 要求した内容以外の書類・図面等については、受理をしません。

③ 提出された参加表明書は、返却しません。

以 上
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（様式－１）

受付番号      

参 加 表 明 書

平成 28 年９月 23 日付けで手続き開始の掲示がありました「東京都市計画土地区画整理

事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業効果検証等業務」の技術提案の参加について

関心がありますので、参加表明書を提出します。

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、３３２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。

                               平成    年    月    日

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

    本部長 新居田 滝人   殿

                 （提出者）住  所

                      商号又は名称

                      代表者氏名            印

登録番号※

連絡先 担当部署

    担当者名

    電話番号

ＦＡＸ

※１ 当機構の東日本地区における平成 27・28 年度測量・土質調査・建設コンサルタント

業務に係る一般競争（指名競争）入札参加資格を有しているもので業種区分「調査」

の認定を受けている者はその登録番号を記載し、登録の写しを添付すること。

※２ 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すること。
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（様式－２）

・企業の平成18年度以降に受注し完了した業務実績

                                会社名）○○○○

業務分類

業務名

TECRIS 登録番号

契約金額

履行期間

発注機関名

住所

TEL
業務の概要

技術的特徴
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  （様式－３）

・予定管理技術者の経歴等

                                  会社名）○○○○

① 氏名

② 所属・役職             （入社年月日：  年  月  日)

③－１ 保有資格

・一級建築士

(登録番号：         取得年月日：          )
・土地区画整理士

(登録番号：         取得年月日：          )
・技術士（建設部門）

（登録番号：         取得年月日：          ）

③－２ 技術的実務経験が 25 年以上ある場合

・別途履歴書を添付
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  （様式－４）

・予定管理技術者の平成18年度以降に経験した業務実績

                                 会社名）○○○○

業務分類

業務名

TECRIS 登録番号

契約金額

履行期間

発注機関名

住所

TEL
業務の概要

                 （○○技術者として従事）

技術的特徴

当該技術者の業務

担当の内容
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技 術 提 案 書 作 成 要 領

（参加表明書に併せて作成してください。）

１ 技術提案書の記載内容

（１） 技術提案書（様式－５）には、別添の書式に基づき作成した資料を添付して下さい。

（２） 業務実施方針（様式－６）

業務実施方針の記載にあたっては、Ａ４判片面１枚以内に簡潔に記載して下さい。

会社名、会社略号、ロゴを入れないでください。また、会社名を特定できる表現を

行わないでください。

① 業務の目的、条件、内容を踏まえた上で記載してください。

② 業務実施にあたっての取組意欲、配慮事項等を記載してください。

③ 業務実施体制の整備及びスケジュール管理の考え方を記載してください。

④ 文章のフォントサイズは 10 ポイント以上としてください。

業務の実施体制の記載にあたっては、本業務を行うための実施体制を記載してくだ

さい。記載にあたり、配置予定技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等を加

味し、作成してください。また、業務の品質確保のために必要となる実施体制及び

人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされないおそれがある場合には選

定しない場合があります。

会社名、会社略号、ロゴを入れないでください。また、会社名を特定できる表現（過

去の実績の施設名等）を行わないでください。

（３） 特定テーマに関する技術提案（様式－７）

本業務の内容に沿った特定テーマに対する技術提案を具体的に記載してください。

記載にあたっては、Ａ３判片面１枚以内に記載してください。また、その記載にあ

たって、文章を補完するための簡単なイラスト、イメージ図等による表現は可能と

しますが、設計等の内容が具体的に表現されていてはいけません。なお、本件のた

めに特に作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めません。

技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できな

い場合、業務の内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる

内容となっている場合及び、業務実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合

は、資格がないとみなすことがあります。

２ 技術提案書の提出

（１） 技術提案書の提出は、以下によります。

① 提出部数は２部とします。（２部とも提出者の押印があるもの。）

② 提出期間、提出場所及び提出方法については説明書によります。

別添３
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（２） 提出する技術提案書は、Ａ３判ファイル（左側２穴）に綴じ、背表紙の下部に企業

名のみを記載します。なお、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。

（３） 資料を提出したことの確認が必要な場合には、「技術提案書」に機構受付印を押印し

返却するので、技術提案書のコピーを別に用意し、提出場所に申し出てください。

（４） その他

① 郵送・ＦＡＸによる提出は受け付けません。

② 要求した内容以外の書類、図面等については受理しません。

③ 特定されなかった技術提案書の返却を希望する場合は、その旨を技術提案書の下欄

に記載して下さい。

④ 失格の条件、その他については説明書によります。

３ 質問及び回答

（１） 本業務に関して質問がある場合は、質問書（様式－８又は様式―９）を提出してく

ださい。口頭等による質問は受け付けません。

（２） 質問書の提出期間、提出場所等は説明書によります。

以 上
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（様式－５）

技 術 提 案 書

業務名称 : 東京都市計画土地区画整理事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業効

果検証等業務

標記業務に係る技術提案書を提出します。

                           平成    年    月    日

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

    本部長 新居田 滝人     殿

             （提出者）住   所

                  名 称 名          

                  代 表 者 名                      印

【特定されなかった技術提案書の返却を希望する場合には、その旨を下欄に明記

して下さい。なお、返却を希望する旨の記載がない場合は、返却要請の意思がな

いものとみなします。】

・提出した技術提案書は、返却を  ・希望します。

・希望しません。

※ 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すること。
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                                 (様式－６)
・実施方針

                 会社名）○○○○

業務の実施方針（業務理解度）

実施体制図

注１：実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される

業務経験等(例：調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加

味して作成すること。なお、文字サイズは10ポイント以上とする。

注２：記載にあたっては、Ａ４判１枚に記載すること。なお、２枚以上で提出した場合は評

価しない（加点しない）ものとする。
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（様式－６-２）

・予定担当技術者の資格、業務経験等

                                  会社名）○○○○

Ｎo 保有資格 業務経験等

注１：様式－６に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
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（様式－７）

特定テーマに関する技術提案

土地区画整理事業と市街地再開発事業との「一体的施行」を前提とした特徴ある事業の内容を収集し検証・分析するにあたり、多岐にわたる関連データを効率的にとりまとめる方法について(コンプライアンスに

係る情報管理も含む)

注１：提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記載すること。

注２：文章を補完するための簡単なイラスト、イメージ図は等による表現は自由とする。

注３：文章のフォントサイズは 10 ポイント以上とすること。
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（様式－８）

平成  年  月  日

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

    本部長 新居田 滝人   殿

                 （提出者）住  所

                      商号又は名称

                      代表者氏名            印

質  問  書

「東京都市計画土地区画整理事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業効果検証等業務」

について、次のとおり質問します。

質  問  事  項
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（様式－９）

平成  年  月  日

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部

    本部長 新居田 滝人   殿

                 （提出者）住  所

                      商号又は名称

                      代表者氏名            印

技術提案書に関する質問書

「東京都市計画土地区画整理事業湊二丁目東土地区画整理事業に係る事業効果検証等業務」

の技術提案書について、次のとおり質問します。

質  問  事  項


