
一般競争入札の実施に係る掲示

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（以下「資料」という。）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６月20日

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター

センター長 星野 修司

１ 業務概要

(1) 業務名  ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）

(2) 業務内容 東京北地区におけるＵＲ賃貸住宅団地に関する現地管理業務

(3) 履行期間 平成30年10月１日から平成35年９月30日まで

２ 競争参加資格

(1) 平成29・30年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等に係る競争参加資格を有する者

で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。

   なお、競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。

(2) 次のいずれかの要件を満たしていること。

  イ 3年間継続して1団地※１内に200戸以上住宅が存するＲＣ造又はＳＲＣ造中高層賃貸用集合住宅の管

理業務※２の経験を有していること。

  ロ マンション管理業の登録（マンション管理の適正化の推進に関する法律第44条の登録をいいま

す。）を受けている者で、かつ、3年間継続して1団地※1内に200戸以上住宅が存するＲＣ造又はＳ

ＲＣ造中高層集合住宅のマンション管理業（同法に定めるマンション管理業をいいます。）の経験

を有していること。

   ※１ 「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまと

まりの土地の上に1棟又は複数棟の住棟が存するものをいいます。

   ※２ 「管理業務」とは、お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務（以下「お客様対応業務」といいます。）、

滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務をいいます。

(3) 業務責任者は、賃貸住宅等の管理業務又はマンションの管理に関する事務に係る経験を３年以上

有していること。

(4) 業務従事者のうち少なくとも管理主任は、同種又は類似※3の業務に係る経験を１年以上有し、か

つ、甲種防火管理者の資格を有すること。

   ※３ 同種業務：共同住宅（２戸以上の住戸の存する住宅）におけるお客様対応業務又は滞納督促業務を言います。

       類似業務：商業ビル等におけるテナント等対応業務（テナントの入退去、契約更新及び賃貸条件の変更業務並び

テナントからの要望及びクレームへの対応業務）を言います。

(5) 対象団地（対象団地が複数存する場合は、いずれかの団地）の存する都道府県又は隣接する県（神

奈川県、埼玉県及び千葉県）に本支店、営業事務所等があること。

(6) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等

  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条第1項各号に該当する団体等

  ② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続



開始の申立てがなされている者（一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。）

  ③ 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加確認資料（以下「確認資料」

という。）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る者

  ④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった

日から２年を経過していない団体等

  ⑤ 暴力団また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

  注）「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条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。

     https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdf
(7) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けません。

  グループで申請する場合、(1)及び(6)については、グループを構成する法人又はその他の団体すべてが

  要件を満たしている必要があります。グループで申請する場合の手続きについては、入札説明書を参照

してください。

３ 総合評価に係る事項

(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 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とする。

価格評価点＝50×（１－入札価格／予定価格） ※小数点第３位切捨て

③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い満点は100点とす

る。

④ 入札公告日時点において、ＵＲ都市機構東日本賃貸住宅本部管内住まいセンター発注の「ＵＲ

賃貸住宅団地管理業務」を履行している者は、平成30年4月末に通知される業務実績評価における「要

改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点します。

(2) 落札者の決定方法

入札価格が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、場所及び方法

交付期間： 平成30年６月20日から平成30年８月21日までの毎日

交付方法： 入札説明書、仕様書、その他入札関係書類、契約書等は独立行政法人都市再生機構

ホームページからダウンロードすること。

(2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法

提出期限： 平成30年７月26日 午後５時



提出場所： 〒170-0013  東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル7階

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター

電話03-5954-4611

提出方法： 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とすること。

(3) 入札書の提出期限、場所及び方法

提出期限： 平成30年８月21日 午後５時

提出場所： ２の提出場所に同じ

提出方法： 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。

      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８月22日 午後２時

場所： ２の提出場所に同じ

５ その他

(1) 入札保証金及び契約保証金 免除

(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(1)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、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。

(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業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ東京北住まいセンター

総務収納課

電話03-5954-4611

② 平成29・30年度の競争参加資格について

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課

電話03-5323-3171

(6) 詳細は入札説明書による。

以 上
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競争参加者の資格に関する掲示

ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）に係る共同体としての競争参加

者の資格（以下「共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請

方法等について、次のとおり掲示します。

平成30年６月20日

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター

センター長 星野 修司

１ 業務概要

(1) 業務名  ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）

(2) 業務内容 東京北地区におけるＵＲ賃貸住宅団地に関する現地管理

業務

(3) 履行期間 平成30年10月１日から平成35年9月30日まで

２ 申請の時期

平成30年６月20日から平成30年７月26日まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）。

３ 申請の方法

(1) 申請書の入手方法

「競争参加資格審査申請書」（以下「申請書」という。）は、平成30

年６月20日からＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）において共同

体としての資格を得ようとする者に交付する。

交付場所： 当機構HPからダウンロードすること

(2) 申請書の提出方法

申請者は、申請書にＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）共同体

協定書（４(4)の条件を満たすものに限る。）の写しを添付し、持参又は

郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。

提出場所： 〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル7階

独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ東京北住まいセンター

電話03-5954-4611

４ 共同体としての資格及び審査

次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格が

ないと認定する。

(1) 組合せ

構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとす



2

る。

① 平成29・30年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等

に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を

受けていること。

② 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。

(2) 業務形態

  ① 構成員の業務分担が、業務の内容により、ＵＲ賃貸住宅団地管理業

務（東京北地区）共同体協定書において明らかであること。

  ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことに

ついて、ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）共同体協定書にお

いて明らかであること。

(3) 代表者要件

構成員において決定された代表者が、ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東

京北地区）共同体協定書において明らかであること。

(4) 共同体の協定書

共同体の協定書が、別紙に示された「ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東

京北地区）共同体協定書」によるものであること。

５ 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む

共同体の取扱い

４(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も２及び３によ

り申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認

定されるためには、４(1)①の認定を受けていない構成員が４(1)①の認定

を受けることが必要である。また、この場合において、４(1)①の認定を

受けていない構成員が、開札の時までに４(1)①の認定を受けていないと

きは、共同体としての資格がないと認定する。

６ 資格審査結果の通知

「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。

７ 資格の有効期間

６の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日か

ら当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手

方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。

８ その他

共同体の名称は「ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）△△・××

共同体」とする。

以 上



別紙様式

競争参加資格審査申請書

貴センター等で行われるＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）に係る競争に参加

する資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

登録等を受けている事業

（会社名）                  

登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日

第  号 年 月 日 第  号 年 月 日

登録等を受けている事業

（会社名）                  

登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日

第  号 年 月 日 第  号 年 月 日

平成 30年 月 日

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター長 殿

共同体名 ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）共同体

（代表者） 住    所

商号又は名称

代表者氏名                 印

担当者氏名

電   話

Ｆ Ａ Ｘ

（構成員） 住    所

商号又は名称

  代表者氏名                 印



（住まいＣ→申請者へ）

競争参加資格認定通知書

業務名  ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）

郵便番号

住  所

宛  名

代表者              殿

登録番号            受付番号            

平成 30年 月 日

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター長 星野 修司  印

さきに申請のあったＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）に係る競争参加資格に

ついて、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。

業種区分

有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契

約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までと

する。

なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があ

った場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。



（住まいＣ→申請者へ）

競争参加資格審査結果通知書

業務名 ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）

郵便番号

住  所

宛  名

代表者                    殿

登録番号            受付番号            

平成 30年  月  日

独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

東京北住まいセンター長 星野 修司  印

さきに申請のあったＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）に係る競争参加資格に

ついて、次の業種区分については資格が認められませんでしたので、通知します。

業種区分



1

ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）△△・××共同体協定書

（目的）

第１条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。

一 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティが委託するＵＲ賃貸住宅団地

管理業務（東京北地区）（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。）

二 前号に附帯する業務

（名称）

第２条 当団地管理共同体は、ＵＲ賃貸住宅団地管理業務（東京北地区）△△・××共同体（以下「当

共同体」という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当共同体は、  年  月  日に成立し、当業務の委託契約の履行後３か月を経過するまで

の間は、解散することはできない。

２ 当業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る委託契約

が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。

○○県○○市○○町○○番地    ○○株式会社

○○県○○市○○町○○番地    ○○株式会社

（代表者の名称）

第６条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折

衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限

を有するものとする。

２ 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、

委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の

解散後、共同体の代表者である企業が破産等（破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に

至ったと認められる場合を含む。以下同じ。）又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者

と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である

企業が委任するものとする。

（分担業務）

第８条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約

内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。

○○の○○業務 ○○株式会社

○○の○○業務 ○○株式会社

２ 前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるも

のとする。

（運営委員会）

第９条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。

（構成員の責任）
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第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の

履行に関し連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によ

って取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）

第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受

けるものとする。

（共通費用の分担）

第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会に

おいて。各構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）

第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担す

るものとする。

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものと

する。

３ 前２項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。

（権利義務の譲渡の制限）

第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。

（業務途中における構成員の脱退）

第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認

を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成

員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成

員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分

担業務を完了するものとする。

２ 前項の場合においては、第14条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後のかしに対する構成員の責任）

第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯し

てその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○

通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。

年  月  日

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○  印

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○  印

○○ ○○  印


