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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、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け

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。

また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新た

に「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。

平成 31 年３月 25 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 31 年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）

（２） 業務内容 主な業務の内容は以下のとおりである。

① 団地再生事業に係る計画策定等補助業務

  ・団地全体の計画作成に係る業務

  ・公共施設、供給処理施設等整備に係る計画策定業務

  ・団地再生事業の計画策定等に係る資料作成等業務

  ・整備敷地土地利用計画策定等に係る業務

② 団地再生事業に係る事業推進支援業務

  ・団地再生事業計画推進支援業務

  ・土地譲渡等事業者募集に関する支援業務

（３） 履行期間 平成 31 年（2019 年）８月１日から平成 34 年（2022 年）５月 31 日まで

２ 競争参加資格

（１） 次の１）に掲げる資格を満たしている単体企業、又は２）に掲げる資格を満たし

ている設計共同体であること。

１）単体企業

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 31・32年度測量・土質調査・建設コンサルタン

ト等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格を有している者で「調査」の業種

区分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下記のいずれかの業務の実績を有すること。
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・Ａ業務：平成 20年度以降に受注し完了した公的機関等における調査業務、計画

推進支援業務又は権利者等調整等業務

・Ｂ業務：平成 20 年度以降に受注し完了したその他民間等における調査業務

※「調査業務」とは、団地再生事業等（住宅団地の建設・建替え・集約を行う事

業）に係る計画コンサルティング業務をいう

※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人を

いう。

   ④ 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」をいう。）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ないこ

と。

２）設計共同体

① 上記１）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、

「競争参加者の資格に関する掲示」（平成 31年３月 25 日付け東日本賃貸住宅本部

長公示）に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同

体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。

② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要

以上に細分化しないこと。

（２） 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を本件業務に配置できること。設計共同体

により業務を実施する場合は、代表者が委託業務責任者を配置すること。

① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。

・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（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住宅団地の建設・建替え・集約を行う事業）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、上記（１）１）③に掲げるいずれかの業務の

経験を有する者であること。

③ 申請書及び資料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 総合評価に係る事項

（１） 総合評価の方法

１）技術提案の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技

術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。

① 企業の経験及び能力

② 委託業務責任者の経験及び能力
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③ 実施方針

④ 評価テーマに関する技術提案

⑤ 技術提案の履行確実性

技術評価点＝（技術評価の最高点数＝60）×（技術点／技術点の満点）

技術点＝（（①に係る評価点）＋（②に係る評価点））＋（技術提案評価点）×

（⑤の評価に基づく履行確実性度※）

※入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格（予定価格に10分の７を乗じ

て得た額）以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を１

（100％）とする。

技術提案評価点＝（③に係る評価点）＋（④に係る評価点）

２)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は 30

点とする。

価格評価点＝最高点×（1－入札価格／予定価格）×2

※上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。

３）総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた

技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値（評価値）をも

って行う。

４）詳細は、入札説明書による。

（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」、「委託業務責任者の経験及び能

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、場所及び方法

交付期間：平成31年（2019年）３月25日（月）から平成31年（2019年）５月10日（金）

交付場所：当機構東日本賃貸住宅本部ホームページからダウンロードとする。
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ただし、「平成31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京23区ほか）仕

様書」については、下記交付場所にあらかじめ連絡のうえ、交付期間内に受け取り

に来ること。

交付期間：平成31年（2019年）３月25日（月）から平成31年（2019年）５月10日（金）

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

    交付場所：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推進課  電話03－5323－2869

（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 31 年（2019 年）４月９日（火） 午後４時

提出場所：上記（１）に同じ

提出方法：同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送

によるものは受け付けない。

（３）入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法

提出期限：平成 31 年（2019 年）５月 10 日（金） 午後４時

提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿六丁目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  電話03－5323－2588

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の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受け付けない。

※なお本件業務は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしてい

る。

（４）開札の日時及び場所

日時：平成 31 年（2019 年）５月 28 日（火） 10時 00 分

場所：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室

※開札時の立会いは不要とする。

なお、下記（５）の手続に移行することとなった場合、開札の日時及び場所は下

記（５）④によるものとし、その旨別途通知する。

（５）追加公募手続への移行

本件業務において、入札に参加する者が関係法人（関係法人が代表者となる設計

共同体を含む）１者の場合は、再公募に準じて、開札を中断し、以下の追加公募手

順を踏まえたところで開札を行う。なお、当初の入札者は、申請書、資料、技術提

案書及び入札書の再提出は必要ない。

① 追加公募手続による入札説明書の交付期間及び交付方法

交付期間：平成31年（2019年）５月13日（月）から平成31年（2019年）５月27

日（月）まで

交付場所：上記（１）に同じ。



5

ただし、「平成31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京23区ほか）

仕様書」については、下記交付場所にあらかじめ連絡のうえ、交付期間内に受

け取りに来ること。

交付期間：平成31年（2019年）５月13日（月）から平成31年（2019年）５月27

日（月）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

     交付場所：上記（１）に同じ。

② 追加公募手続による申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

提出期間：平成31年（2019年）５月13日（月）から平成31年（2019年）５月

27日（月）までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前10時

から午後４時まで

提出場所：上記（２）に同じ。

提出方法：期間最終日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持

参又は電送によるものは受け付けない。

③ 追加公募手続による入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法

提出期限：平成31年（2019年）６月26日（水） 午後４時

提出場所：上記（３）に同じ。

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明でき

る者が持参するものとし、郵送又は電送によるもの受け付けない。

④ 追加公募手続による開札の日時及び場所

日時：平成31年（2019年）７月８日（月）（開札時間については、別途通知に

よる）

※上記②の提出期間において申請書及び資料の提出がない場合は、平成31年

（2019年）５月28日（火）10時00分に開札を実施する。

場所：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室

※開札時の立会いは不要とする。

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、資料及び技術提案書

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）１）②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業、
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又は２（１）２）①に掲げる設計共同体としての認定を受けていない者（一般競争

（指名競争）参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合も含む。）

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） 技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る）のヒアリングを実施すると

ともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。（入札説明書参照）

（６） 問い合わせ先

① 申請書、資料及び技術提案書について

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推進課 電話03－5323－2869

② 平成31・31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

総務部首都圏入札課  電話03－5323－2588

（７） 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

平成 31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）に係る設計共同体としての

競争参加者の資格（以下、「設計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 31年３月 25 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 31 年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）

(2) 業務内容

① 団地再生事業に係る計画策定等補助業務

  ・団地全体の計画作成に係る業務

  ・公共施設、供給処理施設等整備に係る計画策定業務

  ・団地再生事業の計画策定等に係る資料作成等業務

  ・整備敷地土地利用計画策定等に係る業務

② 団地再生事業に係る事業推進支援業務

  ・団地再生事業計画推進支援業務

  ・土地譲渡等事業者募集に関する支援業務

(3) 履行期間 平成 31年（2019 年）８月１日から平成 34年（2022 年）５月 31日まで

２ 申請の時期

平成 31年（2019 年）３月 25 日から平成 31 年（2019 年）４月９日まで（土曜日、日曜日、休

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 31 年（2019 年）３月

25 日から平成 31 年（2019 年）４月９日において設計共同体としての資格を得ようとする者

に交付する。

(2) 申請書の提出方法

申請者は、申請書に○○設計共同体協定書（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：〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目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

電話 03-5323-2588

４ 設計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設計共同体については、設計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る。

① 当機構東日本地区における平成 31・32 年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務

に係る一般競争（指名競争）参加資格を有している者で「調査」の業種区分の認定を受け

ていること。

② 東日本賃貸住宅本部長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、○○設計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、○○設計共同体

協定書において明らかであること。

(3) 代表者要件
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構成員において決定された代表者は、○○設計共同体協定書において明らかであること。

(4) 設計共同体の協定書

設計共同体の協定書は、３(1)の申請書と共に交付する「○○・××設計共同体協定書」及

び「○○・××設計共同体協定書第８条に基づく協定書」に従い作成すること。

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設計共同体の取扱い

４(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も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、設計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、

設計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の設計共同体としての資格の有効期間は、設計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

(1) 設計共同体の名称は「平成 31 年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23 区ほか）

○○・××設計共同体」とする。

(2) 当該業務に係る特定手続きに参加するためには、「一般競争入札の実施に係る掲示」（平成 31

年３月 25 日付け東日本賃貸住宅本部長公示）に示すところにより、競争参加資格を認定され

ていなければならない。



競争参加資格審査申請書

貴本部で行われる平成 31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）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  年  月  日

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿

設計共同体名 平成 31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）

△△・××設計共同体

（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



△△・××設計共同体協定書

（目的）

第１条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。

一 平成 31 年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23 区ほか）（当該業務内容の変更

に伴う業務を含む。以下「計画推進支援業務」という。）

二 前号に付随する業務

（名称）

第２条 当設計共同体は、△△・××設計共同体（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、計画推進支援業務の委託契約の履行後○か月

を経過するまでの間は、解散することはできない。

２ 計画推進支援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、当該計

画推進支援業務に係る請負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、計画推進支援業務の履行に関し、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請負代金（前払金及び部分払金を含む。）

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、設計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 各構成員の計画推進支援業務の分担は、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格（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、計画推進支援業務の履行に当たるも

のとする。

（構成員の責任）

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請負契

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 本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、当共同体が計画推進支援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、当該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△△・××設計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



△△・××設計共同体協定書第８条に基づく協定書

平成 31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）については、△△・××設

計共同体協定書第８条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。

記

分担業務類（消費税及び地方消費税の額を含む。）

○○の業務 △△株式会社 ○○円

○○の業務 ××株式会社 ○○円

○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、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。

平成○年○月○日

平成 31年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）

△△・××設計共同体

代表者  △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○   印

××株式会社 代表取締役 ○○ ○○   印

契約時提出



（機構→受注者）

競争参加資格認定通知書

業務名  平成 31 年度団地再生事業に係る計画推進支援業務（東京 23区ほか）

郵便番号

住  所

宛  名

代表者              殿

登録番号              受付番号            

平成○年○月○日

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 ○○ ○○  印

さきに申請のあった標記の資格について、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。


