
令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）
令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：　　1】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

1

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県春日井
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・空家修繕工事
専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空

家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事

経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－１－２－①）

フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛
－１－２－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　2】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上 1億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

2 管
愛知県春日井
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器）

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－１－２－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛
－１－２－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）
令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：　　3】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 8億円以上 15億円未満

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

3

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県春日井
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・小修理工事
経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を

目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－１－３－①）

フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
１－３－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　4】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上 1億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

4 管
愛知県春日井
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器）

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－１－３－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛
－１－３－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　5】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

5

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期

大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園・ガス消費機
器））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－２－１－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
２－１－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　6】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

6

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県名古屋
市、日進市

約6年間 一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－３－２－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 一般競争入札

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格①（４）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
３－２－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格①（３）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　7】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 1億円以上 2億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

7 管
愛知県名古屋
市、日進市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器）

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－３－２－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
３－２－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）
令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：　　8】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

8

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県名古屋
市

約6年間 一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・空家修繕工事
専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空

家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事

経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－３－３－①）

フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 一般競争入札

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格①（４）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
３－３－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格①（３）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　9】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 1億円以上 2億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

9 管
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
大曽根住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器）

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－３－３－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
３－３－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）
令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：　　10】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上 1億円未満

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

10 保全建築
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築））

・空家修繕工事
専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空

家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事

経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－①）

フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　11】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

11 電気
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（電気））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　12】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

12 管
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（機械））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－③）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－③）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　13】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

13 保全土木
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（土木））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－④）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－④）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　14】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

14 造園
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（造園））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－⑤）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－⑤）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　15】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

15 管
岐阜県各務原
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－２－⑥）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－２－⑥）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　16】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

16

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県岩倉市、
稲沢市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－３－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－３－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　17】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上1億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

17 管
愛知県岩倉市、
稲沢市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－４－３－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
４－３－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

17



令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　18】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 15億円以上 30億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

18

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県名古屋
市

約6年間 一般 第4四半期

名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園・ガス消費機
器））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－５－１－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 一般競争入札

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格①（４）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
５－１－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格①（３）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　19】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5億円以上 8億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

19

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－２－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－２－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　20】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上 1億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

20 管
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－２－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－２－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　21】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5億円以上 8億円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

21 保全建築
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　22】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

22 電気
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（電気））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－②）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－②）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　23】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円以上 5000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

23 管
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（機械））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－③）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－③）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　24】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

24 保全土木
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（土木））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－④）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－④）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　25】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円以上5000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

25 造園
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（小修理工事（造園））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－⑤）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－⑤）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　26】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 2000万円以上5000万円未満

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

26 管
愛知県名古屋
市

約6年間 詳細一般 第4四半期
名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器））

・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－６－３－⑥）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格②（５）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
６－３－⑥）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格②（４）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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令和3年1月13日
　独立行政法人都市再生機構

中部支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　　令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：　　27】 　【工事名称】　：令和３年度小規模修繕工事（中部支社）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 30億円以上

　

予定工期

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

・平成22年度以降の元請としての実績に限る。

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

【参考】　○中部支社　令和2年11月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要

27

保全建築
電気
管

保全土木
造園

愛知県豊明市、
知立市、知多市

約6年間 一般 第4四半期

名古屋住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事
（建築・防水・電気・機械・土木・造園・ガス消費機
器））

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空
家補修及び原以上回復に加え設備等の改善を行う特別空家修
繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を
目的にその都度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－７－１－①）

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

◆入札・契約の方法 入札方法 一般競争入札

入札（開札）時期 令和3年4月下旬（予定）

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申
請様式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

◆入札・契約の時期 掲示日 令和3年2月上旬（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和3年2月中旬（予定）　

・詳細は別添２参加資格①（４）配置技術者及び別添２別紙を参照のこと。

工　事　名　称

令和３年度小規模修繕工事（中部支社）（愛－
７－１－①）

令和3年10月1日～令和9年9月30日

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・詳細は別添２参加資格①（３）企業の施工実績及び別添２別紙を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。
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【各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）】 

募集する工区と工事区分は下表のとおりです。なお、申込みに当たっては、別添２の参加資格を有することが必要です。 

 

大曽根住まいセンター 

エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 
空家 

修繕 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ガス消費 
機器 

愛－１ 

１ 
藤山台 春日井市 S43 3,098 

 

  

ｺﾝﾌｫｰﾙ城山 小牧市 H5 334 

２ 

岩成台 春日井市 S45 1293 

174戸 
愛－１－２－① 

Ｂ 

愛－１－

２－② 

Ｂ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

岩成台西 春日井市 S58 356 

高座台 春日井市 S52 439 

白山台 春日井市 S62 37 

３ 

高森台 春日井市 S47 1011 

102戸 愛－１－３－①Ｂ 
愛－１－

３－②Ｂ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 
中央台 春日井市 S49 790 

ﾘﾊﾞﾋﾟｱ中央台 春日井市 H3 84 

愛－２ 

１ 

御成通 北区 S38 42 

242戸 
 

愛-２-１-① 

Ａ、Ｚ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

上飯田 北区 S40 387 

上飯田第２ 北区 S44 1,048 

尾上 北区 S49 1,368 

ｱｰﾊﾞﾆｱ上飯田北町 北区 H14 80 

ｱｰﾊﾞﾆｱ大曽根駅前 北区 H15 28 

鳩岡職員宿舎 北区 H11 60 

２ 

又穂 西区 S42 330 
 

       中丸 北区 S48 733 

ｱｰﾊﾞﾆｱ志賀公園 北区 H9 712 

３ 

水草 北区 S54 761  

   

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ志賀 北区 H2 900 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ鳩岡 北区 

H11 334 

別添１ 

今回公募対象外 

今回公募対象外 

今回公募対象外 
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エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 空家 
修繕 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ガス消費 
機器 

愛－３ 

１ 

守山 守山区 S41 110  

  

萱場 千種区 S50 160 

瀬古 守山区 S54 282 

大幸東 東区 S53 1,433 

都通 千種区 S53 212 

ｱｰﾊﾞﾆｱ大幸南 東区 S59 114 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ白壁 東区 H4 157 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ小幡 守山区 H6 480 

ｱｰﾊﾞﾆｱ主税町 東区 H16 54 

２ 

藤ヶ丘 名東区 S45 456 

271戸  
愛-３-２-① 

Ａ 

愛-３-２

-② 

Ａ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

一社東 名東区 S60 82 

ｺｰﾄﾀｳﾝ千代が丘東 名東区 S60 12 

日進香久山花の街 日進市 H5 350 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘西 名東区 H8 429 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘南 名東区 H10 518 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘中 名東区 H12 314 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘東 名東区 H16 94 

３ 

内山 千種区 S37 52 

231戸  
愛-３-３-① 

Ａ 

愛-３-３

-② 

Ａ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

池下第二 千種区 S45 188 

千代が丘 千種区 S53 934 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ星ヶ丘 千種区 H5 693 

ｱｰﾊﾞﾆｱ仲田 千種区 H5 53 

ｻﾝｸﾚｱ池下 千種区 H9 309 

 

 

 

 

 

今回公募対象外 
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名古屋住まいセンター 

エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 空家 
補修 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ｶﾞｽ消費 
機器 

愛－４ １ 江南 江南市 S43 3294   
 

２※ 緑苑東 各務原市 S51 730 4戸 愛-４-２-① 

Ｂ 

愛-４-２

-② Ｂ 

愛-４-２

-③ Ｂ 

愛-４-２

-④ Ｂ 

愛-４-２

-⑤ Ｂ 

愛-４-２

-⑥ Ｂ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

３ 岩倉 岩倉市 S40 2,097  

243戸 
 愛-４-３-① 

Ａ 

愛-４-３

-② 

Ａ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

国府宮 稲沢市 S50 100 

国分 稲沢市 S53 484 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ稲沢 稲沢市 Ｈ20 249 

愛－５ １ 日比野 熱田区 S51 178  

  

 

 

377戸 
 

愛-５-１-① 

Ａ、Ｙ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

花表 熱田区 S52 180 

木場 港区 S52 402 

桜田 熱田区 S54 478 

神宮東ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ 熱田区 S57 891 

白鳥ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ神宮西 熱田区 H1 88 

ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｴﾙ白鳥公園 熱田区 H1 50 

白鳥ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ日比野東 熱田区 H1 354 

白鳥ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ大宝 熱田区 H3 426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回公募対象外 

30



エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 空家 
補修 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ｶﾞｽ消費 
機器 

愛－５ ２ ｱｰﾊﾞﾆｱ大須 中区 S60 239  

       

ｱｰﾊﾞﾆｱ鶴舞 中区 S60 96 

ｱｰﾊﾞﾆｱ千代田 中区 S62 294 

ｱｰﾊﾞﾆｱ鶴舞第２ 中区 S62 116 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ金山 中区 H9 75 

ｱｰﾊﾞﾆｱ上前津東 中区 H13 83 

ｱｸｼｵｽ千種 中区 H16 266 

ｱｸｱﾀｳﾝ納屋橋 中区 H18 352 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ鶴舞公園 中区 H24 308 

３ 則武 中村区 S39 187  

       

太閤通 中村区 S40 179 

西枇杷島 清須市 S46 286 

豊成 中川区 S52 1,178 

高畑 中川区 S60 30 

岩塚東 中村区 S61 60 

ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｩｴﾙ中村公園 中村区 S62 40 

ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ荒子 中川区 H11 97 

ｱｰﾊﾞﾆｱ荒子東 中川区 H13 96 

４※ 津島 津島市 S43 431  

       
富吉 海部郡 S46 51 

富吉第２ 海部郡 S47 100 

弥富 弥富市 S59 30 

５ 笹川 四日市市 S45 1,726  

       

大山田 桑名市 S53 250 

大山田松ﾉ木 桑名市 S61 80 

ｻﾆｰﾀｳﾝ堀木 四日市市 S62 50 

今回公募対象外 

今回公募対象外 

今回公募対象外 

今回公募対象外 
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エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 空家 
補修 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ｶﾞｽ消費 
機器 

愛－６ １ 鳴海 緑区 S51 125  

  

鳴子 緑区 S37 721 

鳴海第二 緑区 S49 90 

ｺｰﾄﾀｳﾝ緑ヶ丘 緑区 S60 26 

徳重 緑区 S60 26 

ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｴﾙ有松 緑区 H9 24 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ鳴海 緑区 H14 463 

ｱｰﾊﾞﾆｱ有松駅前 緑区 H18 34 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ鳴子 緑区 H21 450 

２ 御器所 昭和区 S38 100  

 

101戸 
 

愛-６-２-① 

Ａ 

愛-６-２

-② 

Ａ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

堀田 瑞穂区 S46 988 

牛巻 瑞穂区 S51 302 

ｱｰﾊﾞﾆｱ滝子南 瑞穂区 S60 80 

ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ滝子 瑞穂区 H3 49 

３※ 相生山 天白区 S42 906  

  

110戸 
 

愛-６-３-① 

Ｂ 

愛-６-３

-② 

Ｂ 

愛-６-３

-③ 

Ｂ 

愛-６-３

-④ 

Ｂ 

愛-６-３

-⑤ 

Ｂ 

愛-６-３

-⑥ 

Ｂ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

平針駅西 天白区 S59 32 

塩釜東 天白区 S61 45 

ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｩｴﾙ平針 天白区 S62 62 

ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｴﾙ植田 天白区 H10 36 

愛－７ １ 

  

知立 知立市 S41 1959   

 

569戸 愛-７-１-① 

Ａ、Ｚ 

R3.10.1 
～ 

R9.9.30 

豊明 豊明市 S46 2,127 

朝倉 知多市 S47 1,191 

豊明栄 豊明市 S54 119 

パルネス前後 豊明市 H1 90 

 

 

 

 

今回公募対象外 
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エリア 工区 団地名称 所在地 
管理 
開始 
年度 

管理 

戸数 

(R2.12 

時点) 

R1 

空家補修 
戸数実績 

工事区分 
契約 

期間 空家 
補修 

小修理 

建築 電気 機械 土木 造園 
ｶﾞｽ消費 
機器 

愛－７ ２※ 保見 豊田市 S49 979  

       
押草 東郷町 S54 460 

三好ヶ丘 みよし市 S63 80 

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ三好丘 みよし市 H6 246 

 

※ 当工区については、中小企業者のみ参加可能（ガス消費機器を除く）です。 

中小企業とは、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和 41 年法第 97 号）第２条（１）に該当する者です。（資本の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従

業員の数が３百人以下の会社又は個人） 

＊ 記載の団地以外の団地において新たに小規模修繕工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、対象団地に追加出来るものとする。 

＊ 工事区分内に「Ｙ」と記載のある第１工区は、中部支社住宅経営部管轄センター内の緊急事故受付業務を行うこと。工事区分内に「Ｚ」と記載のある第１工区は、緊急事故受付業務を実施しない。詳細は

入札説明書18（８）を参照すること。 

＜追加公募の実施＞ 

本工事は以下の区分により、再公募に準じて、開札を中断し、追加公募手順を踏まえたところで開札を行う。なお、該当する区分は工事区分内の「Ａ」「Ｂ」による。 

Ａ区分：入札に参加する者が２者に満たない場合 

Ｂ区分：入札に参加する者が関係法人１者の場合（関係法人が代表者となる共同企業体を含む。） 

 

今回公募対象外 
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参加資格① 

募集する 

工事区分 

愛-５エリア１工区① 愛-７エリア１工区① 愛-３エリア２工区①、愛-３エリア３工区① 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（全工事区分） 

①建築②電気③機械④土木 

⑤造園⑥ガス 

Ⅲ緊急事故通報受付業務 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（全工事区分） 

①建築②電気③機械④土木

⑤造園⑥ガス 

 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理 

①建築②電気③機械④土木⑤造園 

（１） 

建設業者登録 

（※１） 

●保全建築、保全土木、造園、電気及び管のいずれも登録を行っていること。 

（２） 

会社規模 

●制限なし 

（３） 

企業の施工実

績 

●平成 22年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。 

①空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及

びこれに類するものを除く。以下、本表において同じ）において、工区ごとに示す件数（別添２別紙）以上の施工実績

を有し、１住戸において４工種（建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）の住宅改修工事の実

績を有すること。 

②小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）における各工事区分

に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有すること。ただし、建築は、居住中のＲＣ

造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績を有すること。 

（４） 

配置技術者 

●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。 

１）空家修繕と小修理（建築） 

①監理技術者 

ａ 専任で配置すること。ただし、同一県内※２において機構が発注する小規模修繕工事の他工区（第１工区以外の工

区も可）との兼任は認める。 

ｂ 1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する 

こと。 

ｃ 機構が発注するリニューアル等工事、植物管理工事及び保全工事の監理（主任）技術者との兼任について、１） 

①ａのただし書と同様の兼任は認める。 

②現場代理人 

専任で配置すること。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

監理技術者と現場代理人の兼任は可。 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書と同様の兼任は認める。 

ｂ 国家資格（２級以上の施工管理技士等※３）又は建設業法でいう経験年数以上の経験を有するものを配置する 

こと。（修繕工事の経験。） 

ｃ １）①ｃと同様の兼任は認める。 

②現場代理人 

工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

主任技術者と現場代理人の兼任は可。 

３）その他 

１）及び２）の技術者は、各工事区分の資格（１）①b、２）①b）を複数有する場合は兼任できるものとする。 

４）現場代理人の経験 

現場代理人は、工事の現場担当として各工事区分において、別添２別紙に示す実績要件（空家修繕は件数、小修理は工

事金額）を満たす経験を有するものを配置すること。（一人の現場代理人により必要な実績要件を満たすこと。） 

（５） 

緊急対応体制 

●次のいずれも対応可能な体制であること 

①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を 

構築できること。 

②24時間 365日の緊急対応体制（年末年始も含む）を構築できること。 

●第１工区は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負った者が事情に

より工事を行えなくなった等による場合、バックアップ体制が構築でき

ること。 

（なし） 

●緊急事故通報受付業務として同エリ

ア内等の団地の 24時間 365日の緊急

事故受付体制を構築すること。なお、

緊急事故通報受付業務は、別の者に委

託することができる。 

※詳細は、入札説明書 18（８）②を参照

すること。 

 

 

 

（なし） 

 

※１ 別添３参照（工事区分毎の工事内容及び建設業者登録） 

※２ 名古屋及び大曽根住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、愛知県、岐阜県及び三重県内の他の工区との兼任も可とする。 

※３ 各工事区分別の資格は、「電気：電気工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（電気工事業）」「機械：管工事施工管理技士及び国交大

臣特別認定者（管工事業）」「土木：土木施工管理技士及び国交大臣特別認定者（土木工事業）」「造園：造園施工管理技士及び国交大臣特

別認定者（造園工事業）」「ガス消費機器：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」とする。 

別添２ 
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参加資格② 

募集する 

工事区分 

愛-２エリア１工区① 
愛-１エリア２工区①②、愛-１エリア３工区①②、愛-３エリア２工区②、愛-３エリア３工区②、 

愛-４エリア３工区①②、愛-６エリア２工区①②、愛-６エリア３工区①②③④⑤⑥ 
愛-４エリア２工区①②③④⑤⑥ 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（全工事区分） 

①建築②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（一部の工事区分が含まれない工区あり。） 

①建築②電気③機械④土木⑤造園 

 

Ⅱ小修理（各工事区分） 

②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理 

①建築 

 

Ⅱ小修理（各工事区分） 

②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

（１） 

建設業者登録 

（※１） 

●保全建築、保全土木、造園、電気及び管のいずれも登録を行って

いること。 

●保全建築に加え、各工事区分に対応する登録を行っ

ていること。 

●参加する各工事区分に対応する登録を行っているこ

と。 

●保全建築の登録を行っていること。 ●参加する各工事区分に対応する登録を行ってい

ること。 

（２） 

会社規模 

●制限なし ●愛-６エリア３工区は、中小企業者（※２）以外は参加できない。ただし、ガス消費機器は制限なし。 ●中小企業者（※２）以外は参加できない。ただし、ガス消費機器は制限なし。 

（３） 

地理的要件 
東海 3県（愛知県、岐阜県及び三重県）内に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。 

（４） 

企業の施工実

績 

●平成 22年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。 

①空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及び

これに類するものを除く。以下、本表において同じ）において、工区ごとに示す件数（別添２別紙）以上の施工実績を

有し、１住戸において４工種（建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）の住宅改修工事の実績を

有すること。 

②小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）における各工事区分に

対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有すること。ただし、建築は、居住中のＲＣ造

又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績を有すること。 

●平成 22年度以降において、元請け（ガス消費機器に

おいては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け）

として居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土

木・造園にあってはその敷地内）における各工事区分

に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金

額（別添２別紙）以上有すること。 

（愛-２エリア１工区①と同じ） ●平成 22 年度以降において、元請け（ガス消費機

器においては、元請け又は当機構発注工事の一次

下請け）として居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共

同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）にお

ける各工事区分に対応する修繕工事の実績を工

区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有する

こと。 

（５） 

配置技術者 

●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。 

１）空家修繕と小修理（建築） 

（なし） 

１）空家修繕と小修理（建築） 

（なし） 

①監理技術者 

ａ 専任で配置すること。ただし、同一県内※３において機構が発注する小規模修繕工事の他工区（第１工区以外の工

区も可）との兼任は認める。 

ｂ 1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有すること 

ｃ 機構が発注するリニューアル等工事、植物管理工事及び保全工事の監理（主任）技術者との兼任について、１）①ａ

のただし書と同様に認める。 

②現場代理人 

専任で配置すること。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

監理技術者と現場代理人の兼任は可。 

①監理技術者 

ａ 配置すること（非専任で可） 

ｂ（愛-２エリア１工区①と同じ） 

ｃ（愛-２エリア１工区①と同じ） 

②現場代理人 

配置すること（非専任で可） 

③その他 

（愛-２エリア１工区①と同じ） 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

（なし） 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし 

書と同様の兼任は認める。 

ｂ 国家資格（２級以上の施工管理技士等※４）又は建設業法でいう経験年数以上の経験を有するものを配置すること。（修繕工事の経験） 

ｃ １）①ｃと同様の兼任は認める。 

②現場代理人 

工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

主任技術者と現場代理人の兼任は可。 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に配置（非専任で可） 

ｂ （愛-２エリア１工区①と同じ） 

ｃ （愛-２エリア１工区①と同じ） 

②現場代理人 

工事区分毎に配置（非専任で可） 

③その他 

（愛-２エリア１工区①と同じ） 

３）その他 

１）及び２）の技術者は、各工事区分の資格を複数有する場合は兼任できるものとする。 
（なし） 

４）現場代理人の経験 

現場代理人は、工事の現場担当として各工事区分において、別添２別紙に示す実績要件（空家修繕は件数、小修理は工事金額）を満たす経験を有するものを配置すること。（一人の現場代理人により必要な実績要件を満たすこと。） 

（６） 

緊急対応体制 

●次のいずれも対応可能な体制であること 

①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を構築できること。 

②24時間 365日の緊急対応体制（年末年始も含む）を構築できること。 

●第１工区は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負った者が

事情により工事を行えなくなった等による場合、バックアップ体

制が構築できること。 

 

（なし） 

 

※１ 別添３参照（工事区分毎の工事内容及び建設業者登録）  

※２ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和４１年法律第９７号）第２条（１）に該当する者（資本の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３百人以下の会社又は個人。 

※３ 名古屋及び大曽根住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、愛知県、岐阜県及び三重県内の他の工区との兼任も可とする。 

※４ 各工事区分別の資格は、「電気：電気工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（電気工事業）」「機械：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」「土木：土木施工管理技士及び国交大臣特別認定者（土木工事業）」「造園：造園施工管理技士及び国交大臣特別認定者（造園工事業）」

「ガス消費機器：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」とする。 

別添２ 
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【各工区の参加資格「企業の施工実績」「現場代理人の経験」】 

募集する工区と工事区分における「企業の施工実績」と「現場代理人の経験」は下表のとおり。 

 

大曽根住まいセンター 

エリア 工区 

工事区分 

空家修繕工事 

（件数） 

小修理（金額） 

建築 電気 機械 土木 造園 
ガス消費 

機器 

愛-1 

２ 
１００件 

３０件 

  ５，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

３ 
５０件 

２０件 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

愛-2 １ 
１００件 

３０件 

３，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

３，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

愛-3 

２ 
１００件 

３０件 

３，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

３ 
１００件 

３０件 

３，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

３，０００千円 

３００千円 

 

注）・平成22年度以降における、元請け（ガス消費機器にあっては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け）としての実績（工期（始）が平成22年度以降で、工期末が申請書の提出期間

の最終日までのもの）に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２別紙 

上段：別添２「企業の施工実績」 
下段：別添２「現場代理人の経験」 
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名古屋住まいセンター 

エリア 工区 

工事区分 

空家修繕工事 

（件数） 

小修理（金額） 

建築 電気 機械 土木 造園 
ガス消費 

機器 

愛-4 

２ 
５０件 

２０件 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

３ 
１００件 

３０件 

５，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

愛-5 １ 
１００件 

３０件 

５，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

４，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

３，０００千円 

３００千円 

愛-6 

２ 
５０件 

２０件 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

３ 
５０件 

２０件 

２，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

愛-7 １ 
２００件 

４０件 

９，０００千円 

４００千円 

２，０００千円 

３００千円 

４，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

１，０００千円 

３００千円 

２，０００千円 

３００千円 

 

注）・平成22年度以降における、元請け（ガス消費機器にあっては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け）としての実績（工期（始）が平成22年度以降で、工期末が申請書の提出期間

の最終日までのもの）に限る。 
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 別添３  

 

 

 

【工事区分毎の工事内容及び建設業者登録】 

 

募集する工事区分の工事内容は、参加するにあたって下表のとおり機構の建設業者登録が必要です。 

募集する工事区分 工事内容 建設業者登録区分 

Ⅰ空家＋Ⅱ小修理（①建築） 
空家修繕工事一式（住戸内改修工事） 
建築修繕工事 「保全建築」 

 

②電気 
電気修繕工事 

（自家用電気工作物、住棟内ＬＡＮ設備、昇降機設備除く） 
「電気」 

③機械 
機械修繕工事 

（ガス工作物、汚水・給水施設除く） 
「管」 

④土木 
土木修繕工事（道路、法面等造園修繕工事以外の屋外工作

物における修繕） 「保全土木」 

⑤造園 
造園修繕工事（広場等舗装修繕、遊戯施設修繕、園地施設

修繕、自転車置場修繕、案内板等修繕、植
栽修繕（植物管理工事は除く）） 

「造園」 

⑥ガス消費機器 ガス消費機器修繕工事 「管」 
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 別添４  

小規模修繕工事の公募における評価項目の変更について 

 

 小規模修繕工事における総合評価については、「独立行政法人都市再生機構における

総合評価方式実施ガイドライン（住宅経営部門）」に基づき、実施しているところであ

るが、前回公募から下記のとおり評価項目の変更を行っているので手続きを行う際に留

意されたい。なお、今回より競争参加資格の申請時に新たに提出を求める書類の詳細に

ついては、別途掲示する入札説明書による。 

 

記 

１ 工事成績評定の反映について 

更なる品質の確保と競争性の確保を目指すため、過去３か年（平成 29 年 10 月１日

から令和２年９月 30 日まで）で機構が評価・通知した工事成績評定（中間評定含

む）を総合評価の評価項目として採用し、標準点（65 点）を超える実績に対して

は、「企業の技術力」及び「予定配置技術者」それぞれの項目で、段階的に最大３点

ずつ加点する。 

これに伴い、過去３か年で機構が評価・通知した「小規模修繕工事における成績評

定通知書」の写し及び当該期間における技術者の従事状況が証明できる書類（施工体

制台帳等）の提出を求める。 

 

２ ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する取組みについて 

「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱い指針」（平成

28 年３ 月 22 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）等により、価格以外の調

達を行うときは、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する取組みを推進する

こととされている。 

今回からワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価することとし、企業として以

下①～③のいずれかの認定等を受けている場合は１点を加点する。 

① 女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし・プラチナえるぼし認定企業） 

② 次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定企業）  

③ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 

これに伴い、いずれかの認定等を受けていることを証明する書類（認定通知書の写

し・一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し等）の提

出を求める。 

以 上 

39




