一般競争入札 の実施に 係る掲示 【電 子入札対 象案件】
（総合評価方 式による 契約方式）
標記に ついて 、希 望者 は下記 により 競争 参加 資格確 認申請 書等 を提 出された
く掲示する。
なお、 本件は 、競 争参 加資格 確認申 請書 及び 競争参 加資格 確認 資料 を受け付
け、価 格と価 格以 外の 要素を 総合的 に評 価し て落札 者を決 定す る総 合評価 方式
の業務である 。
平成30年５ 月21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
１ 業務概要
(1) 業務名 平成 ３ ０年度千葉県 内の一部 建替え団地に 係る事業 化検討業務
(2) 業務内 容
本業務の対象 団地数は １団地である 。
・現況把握
・団地再生事 業スキー ムの検討
・新規建設計 画の検討
・新規採択時 評価の作 業支援
・関係者との 会議等に 係る支援
(3) 履行期 間 契約 締結日の翌日 から平成 31年11月29日（金 ）ま で
(4) 本業務にお いて は、申請書 の提出（た だし、資料 は持参す る ものとする 。）
及び入 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 、発注者 の承諾を得て 紙入札方 式に代えるこ とができ る。
２ 競争参加 資格
(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 務の 業種 区分「 調査」 に係る競 争参加資格の 認定を受 けてい
ること。
(3) 平成20年度以降 に 受注し完了 した 団地 再生事業等の 事業計画 の検討に係
る計画コンサ ルティン グ業務 (下請によ る業 務を含む 。) を１件以 上したこ
とがあること 。
※「団地」と は、複数 の住棟で構成 される住 宅団地をいう 。
※「団地再生 事業等」 とは、団地の 建 替事業 または一部住 棟を除却 し土
地利用転換を 行い団地 の集約化を行 う事業を いう。以下同 じ。
※「計画コン サルティ ング業務」は 、現況調 査（不動産価 格調査、 交通
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量調査等）のみ の業務 や、設計（基本・実 施 設計）のみの業 務を除 く。
以下同じ。
(4) 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。
① 下記のい ずれかの 資格を有する 者である こと。
・建築士法（昭和 25年 法律第 202号）第２条 第２項に規定 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
・技術士（総合技術 監 理部門又は建 設 -都市 及び地方計画 部門）の 資格を有
し、技術士法 による登 録を行ってい る者
・団地再生事 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
※「団地再生 事業等の 事業者」とは 、団地再 生事業等の事 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20年度以降 に 、受注し完了 した 団地 再生事業等の 事業計画 の検討
に係る計画コ ンサルテ ィング業務 (下請 によ る業務を含む 。) を１ 件以上
したことがあ ること。
③ 競争参加 資格確認 申請書 (以下「申 請書 」という。 )及び 競争 参加 資格
確認資料(以下「 資料 」という。 )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 。
(5) 申請書 及び資料 の提出期限の 日から開 札の時までの 期間に、 当機構から
本件業務の履 行場所を 含む区域を措 置対象区 域とする指名 停止を受 けてい
ないこと。
(6) 暴力団又は 暴力 団員が実質 的に経営 を 支配する者 若しくは こ れに準ずる
者でないこと 。
（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→ 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）
（https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudant
outeigi240117.pdf）
(7) 技術提案書 につ いて、 入札説 明書 ７(4)⑥の欠格事項に 該当 しないこと 。
(8) 下請負につ いて
①受注者 は、本業 務の 履行管理 、総合的 企画 、手法の 決定及び 技術 的判断
等の「主たる 部分」の 下請負を行う ことはで きない。
②受注者 は簡易な 業務 について は、下請 負を 行うこと ができる 。こ の場合
において、業務 請負契 約書（以下、「 契約書 」という 。）第 ４条 第 ２項の
規定に基づく 書面によ る発注者の承 諾は不要 とする。
③受注者は 、上記 ①② に規定する業 務以外に ついて下請負 を行なう 場合は、
契約書第４条 第２項の 規定に基づき 書面によ り発注者の承 諾を得な けれ
ばならない。
３

総合評価 に 係る 事 項
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(1)

総合評 価の方法
① 価 格と価 格以 外の 要素が もたら す総 合評 価は、 当該入 札者 の入 札価格
から求 められ る下 記② の「価 格評価 点」 と下 記③に より得 られ た「 技術
評価点」との 合計値を もって行う。
② 価格点の 評価方法 は、以下のと おりとし 、価格点は 30点とする 。
価格評価点＝ 価格点×（１－入 札価 格／予定 価格）
③ 技術評価 点の算出 は、以下のと おりとし 、最高点は 60点とする 。
技術評価点＝ 60×技術 点／技術点の 満点
また、 技術点 の算 出は 、申請 書及び 資料 の内 容に応 じ、下 記の 評価 項
目毎に評価を 行い、技 術点を与える ものとし 、満点は 60点とする。
・企業の経験 及び能力
・予定管理技 術者の経 験及び能力
・実施方針
・評価テーマ に関する 技術提案
(2) 落札者 の決定方 法
入札参 加者は 「価 格」 と「企 業の経 験及 び能 力」、「予定 管理技 術者 の経
験及び 能力」、「実 施方 針」及 び「評 価テ ーマ に関す る技術 提案 」 を もって
入札を 行い、 入札 価格 が当機 構であ らか じめ 作成し た予定 価格 の制 限の範
囲内である者 のうち、上記 (1)によって 得ら れる数値（以下「評 価 値」とい
う。）の 最も高い 者を 落札者とする 。
ただし 、落札 者と なる べき者 の入札 価格 によ っては 、その 者に より 当該
契約の 内容に 適合 した 履行が なされ ない おそ れがあ ると認 めら れる とき又
はその 者と契 約を 締結 するこ とが公 正な 取引 の秩序 を乱す こと とな るおそ
れがあ って著 しく 不適 当であ ると認 めら れる ときは 、予定 価格 の制 限の範
囲内で 、発注 者の 求め る最低 限の要 求要 件を 全て満 たした 他の 者の うち、
評価値の最も 高い者を 落札者とする ことがあ る。
なお、 評価値 の最 も高 い者が ２者以 上あ ると きは、 くじ引 きに より 落札
者となるべき 者を決定 する。
４ 入札手続 等
(1) 入札説明書 の交 付期間 及び方 法
交付期間： 平 成30年５月21日（月） から平成 30年６月４日 （月） ま で
交付方法：当 機構ホー ムページから ダウンロ ードとする。
(2) 申請書及び 資料 の提出方法、 期間及び 場所
① 申請書の 提出方法 、期間及び場 所
提出方法：申 請書は電 子入札システ ムで提出 すること。
ただし、やむ を得ない 事由により、 東日本賃 貸住宅本部本
部長の承諾を 得て紙入 札による場合 は、内容 を説明できる
者が持参する ものとし 、郵送又は電 送による ものは受け付
けない。
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提出期間 ：平 成30年５月21日（月） から平成 30年６月 ４日 （月 ）（ 競
争参加資格の 確認の基 準日という。 ）までの 土曜日及び日
曜日を除く毎 日、午前 10時から午後 ４時（ た だし、 正午か
ら午後１時の 間は除く 。）まで
提出場所：電 子入札シ ステムによる 場合は、 ５ (5)②に同じ。
紙入札による 場合は、 原本を次に提 出する。
〒163-1382 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
ストック事業 推進 部 事業第4課 電話03‐ 5323‐4537
② 資料の 提 出方法 、 期間及び場所
提出方法 ：資 料は、あ らかじめ 提出 日の２営 業日前 までに 提出日時 を
下記提出場所 に連絡の うえ、 内容を 説明でき る 者が持参す
るものとし 、郵送又 は 電送によるも のは 受け 付けない。
（電
子入札システ ムによる 場合も持参す るものと する。）。
提出期間 ：平 成30年５月21日（月） から平成 30年６月 ４日 （月）（ 競
争参加資格の確認の基準日という。）までの土曜日及び日
曜 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 10時 か ら 午 後 ４ 時 （ た だ し 、 正 午 か
ら午後１時の 間は除く 。）まで
提出場所： 〒163-1382 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
ストック事業 推進 部 事業第4課 電話03‐ 5323‐4537
(3) 入札書の提 出期 限及び方法
提出期限： 平 成30年７月18日（水） 午前10時から正午まで （予定）
提出方法：電 子入札シ ス テムにより 提出する こと。 ただし 、発注者 の承
諾 を 得 た 場 合 は 、 ５ (5)② に 持 参 す る こ と （ 郵 送 又 は 電 送 に
よるものは受 け付けな い。）。
(4) 開札の日時 及び 場所
日時：平成 30年７月19日（木）午前11時（予 定）
場所：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 入札室
（5） 入札執行回数 は 、原則として ２ 回を限 度とする。
（6） 当業務において 、 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。
５ その他
(1)
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 免除
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(2)

入札の 無効
本掲示に示し た競争参 加資格のない 者のした 入札、申請書 又は資料 に虚
偽の記載をし た者のし た入札及び入 札に関す る条件に違反 した入札 は無効
とする。
(3) 落札者 の決定方 法
上記３(2)による。
(4) 一般競 争参加資 格の認定を受 けていな い者の参加
上 記 ２ (2)に 掲 げ る 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な い 者 も 上 記 ４
(2)に よ り 申 請 書 及 び 資 料 を 提 出 す る こ と が で き る が 、 競 争 に 参 加 す る た
めには、本件 の競争参 加資格の確認 を受け、かつ、開札の 時までに 当該資
格の認定を受 けなれば ならない。
この場合、下 記のとお り事前に一般 競争参加 資格の申請を 行うこと 。
（一般競争 参加資格 の申請）
①
提出期間： 平成30年５月21日（月）から平 成 30年５ 月28日（月）
まで の土 曜 日及 び 日曜 日を 除く 毎 日午 前 10時 から 午 後
４時（ただし 、正午か ら午後１時の 間は除く 。）まで
②
問い合わせ 先： (5)②に同じ。
なお、期限まで に申請 書及び資料を 提出しな い者並びに競 争参加資
格がないと認 められた 者は、本競争 に参加す ることができ ない。
(5) 問い合わせ 先
① 申請書及 び資料に ついて
独立行政法人 都市再生 機構 東日本賃貸 住宅 本部
ストック事業推 進 部 事業第4課 電話03-5323-4537
② 平成29・ 30年度の競争参加資格 について
１）申請方法 について
当機構ＨＰを 参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html
２）問い合せ について
〒 163-1382 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03‐5323‐2208
（6） 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 入札説明 書 22（9）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
(7) 詳細は 入札説明 書による。
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以

6

上

