
 

説明書 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事に

係る「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示（建設工事）」に基づく技術提

案書の提出等については、関係法令等に定めるもののほか、この説明書によるものとする。 

 

１ 掲示日 令和２年７月 17日 

 

２ 発注者 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信 

東京都新宿区西新宿６－５－１ 

 

３ 工事概要 

(1) 工事名 （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事 

(2) 工事場所 東京都北区赤羽台１－４ 

(3) 工事内容  

① 技術協力業務等（以下「技術協力業務」という。） 

  イ 業務内容 （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事の設計等業務に係る技術協力一式 

  ロ 予定工期 契約締結の翌日から令和３年 10月 29日（金）まで 

② 工事施工（以下「建設工事」という。） 

イ 工事内容 建物規模：鉄筋コンクリート造一部木造 地上４階地下１階 

床面積 ：約 1,700㎡ 

工事種別：建築工事一式・電気設備工事一式・衛生設備工事一式・EV設

備工事一式 

  ロ 予定工期 契約締結の翌日から令和５年２月 28日（火）まで 

  ただし、特定された技術提案書に工期短縮に係る内容が記載される場合は、当該技術提

案書に記載された工事期間とする。 

(4）工事の実施形態 

① 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号）第 18

条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」における技術協力・施

工タイプの試行工事である。 

② 競争参加資格を有する者に対して技術提案書の提出を求め、技術提案書の中立かつ

公平な審査の結果に基づき選定した者（以下「優先交渉権者」という。）と、別紙１-

１「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事に係る基本協定」（以下、「基本協定」という。）

を締結した後、技術協力業務の契約を締結し、基本協定に基づき価格等の交渉を実施

し、交渉が成立した場合には、建物工事に係る工事請負契約を締結する。 



③ 優先交渉権者との価格等の交渉が不成立となった場合は、次順位者と同様の手続き

を行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 

(5) 公募スケジュール 

内  容 期 間 等 

公募要項の公表 令和２年７月17日（金） 

参加表明書の受付期間 
令和２年７月17日（金） 

～ 令和２年８月５日（水） 

競争参加資格確認結果の通知、技術提案

書の提出要請 
令和２年８月24日（月） 

技術提案書の受付期間 
令和２年８月24日（月） 

～ 令和２年９月25日（金） 

技術提案書作成要領に関する質問書の提

出期限 
令和２年９月２日（水） 

技術提案書作成要領に関する質問書の回

答期限 
令和２年９月９日（水） 

技術ヒアリング（技術提案の改善） 別途通知する 

優先交渉権者選定通知 令和２年11月上旬 

基本協定の締結 令和２年11月中旬 

技術協力業務請負契約の締結 見積合わせ後（令和２年11月） 

設計協力協定の締結 
基本協定・技術協力業務請負契約の締

結後（令和２年11月） 

価格等の交渉 実施設計の進捗に応じて 

技術協力業務の完了 実施設計の進捗に応じて 

特定結果通知 価格等の交渉実施後 

工事請負契約の締結 見積合わせ後 

工事完成・引渡し 

令和５年２月28日（火） 

※工期短縮に係る技術提案があった場

合は、契約相手方の技術提案書に記

載された期日とする。 

 

(6) 上限額 

本技術協力業務の規模は７１５万円程度（税込み）、本建設工事の規模は１１．５億

円程度（税込み）を想定している。なお、特定された技術提案書に工事費の縮減に係る

内容があった場合は、技術提案書に記載された工事費に基づき本工事を実施するもの



とし、受注者の責による増額に係る交渉には応じない。 

 

４ 競争参加資格 

次の（1）から（17）に掲げる条件を全て満たしている者又は(18)の構成基準により結

成された特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）であり、かつ、(19)に

掲げる競争参加資格の確認の手続きにより３に示す工事（以下「本工事」という。）に係

る共同企業体としての競争参加資格（以下「共同企業体としての資格」という。）の認定

を受けている者であること。 

(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令和元・２年度の競争参加資格について、建築工事Ａ等級

の認定を受けていること（会社更生法（平成 14年法律第 154号）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（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部

長等が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けている

こと。）。 

また、優先交渉権者の選定通知日までに当機構東日本地区における令和元・２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「建築設計」に係る競争参加資格

の認定を受けていること。  

(3) 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（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でな

いこと。 

(4) 当機構東日本地区における令和元・２年度の「建築工事」に係る一般競争参加資格の

認定の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数（客観点数）が 1,200点以上

（共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては 1,150点）であること。（上

記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が 1,200 点以上であ

ること。） 

(5) 下記に記載する工事の施工実績があること。 

・平成 22 年４月１日から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ま

せた同種建築物※の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実

績は、出資比率が 30%以上(２者)、20%以上(３者)の場合のものに限る。) 

※ 同種建築物とは、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨造と、木造の混構造で、延べ床面

積が 1,200㎡以上の耐火建築物」。 

(6) 共同申込みの場合、以下の条件を満たしている者であること。 

(ｲ) 共同企業体の代表者は、(5)の条件を満たす者 

(ﾛ) 共同企業体の代表者以外の構成員については､(ｲ)の条件を満たす者又は下記に記



載する工事の施工実績があること。 

・平成 22年４月１日から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ま

せた「木造を含む建築物（面積等は問わない）」の施工実績を有すること。 

(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は管理技術者を技術協力業務に配置できるこ

と。 

① 一級建築士の資格を有する者であること。 

② 平成 22年４月１日から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませ

た、上記(5)に掲げる同種建築物の設計又は工事の経験を有する者であること。 

③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表

明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係があることをいう。 

(8)  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき

ること。 

① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 

② 平成 22年４月１日から公告日の前日までの期間に完成後引渡しを済ませた、上記(5)

に掲げる「同種建築物の施工実績」について、元請として従事した工事の経験を有する

者（共同企業体申込みの代表者以外にあっては上記(6)(ﾛ）に掲げる「同種建築物の施

工実績」を有する者。）。 

ただし、次の a及びｂに掲げる基準を全て満たさない場合は、「同種建築物の施工実

績」に係る工事の経験を有する者とはみなさない。 

ａ 対象工事の契約時点で上記①の資格を有していること。 

ｂ 対象建築物の工事着工（現場施工に着手する日）から竣工（建築主事等によ

る完了検査の日）までの全ての期間に従事していること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

であること。 

④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表

明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係があることをいう。 

(9)  対象工事の工事費内訳書作成に当たっては、建築積算士又は平成 22 年４月１日か

ら公告日の前日までの期間に完成後引渡しを済ませた「公共住宅建築工事積算基準」又

は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の経験がある者に実施させること。なお、

当該配置予定技術者に限り、基本協定の締結時までの変更を認める。 

(10) 主たる構造に関して特許工法を使用する場合、当該特許工法の施工期間中、当該工

法の経験を有する技術者を配置するものとし、工事請負契約後、速やかに配置技術者（当

該工法に係る実績を記載）を書面（様式は自由）により通知すること。 

(11) 参加表明書及び競争参加資格確認資料（以下「参加表明書等」という。）の提出期限

の日から優先交渉権者の選定までの期間に、東日本賃貸住宅本部長等から本件工事の

施工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。 



(12) 工事請負契約の履行にあたって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であ

ると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重

大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。 

(13) 当機構東日本賃貸住宅本部（所管事務所を含む。）発注の工事成績について、参加表

明書等の提出期限日前１年以内の期間において 60点未満のものがないこと。 

(14) 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）。 

(15) ３(１)に示した工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者等と資本若しく

は人事面において関連のある建設業者でないこと。 

(16) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者で

ないこと。 

・健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務 

（17）共同企業体の構成基準 

共同企業体の構成は、(1)から(15)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び

②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、３者以内とする。 

① 各構成員の出資比率は２者で構成される場合にあっては、30％以上、３者で構成

される場合にあっては 20％以上であること。 

② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出

資比率が最大であること。 

（18）共同企業体としての資格の認定申請等 

① 認定申請 

本工事の競争に参加を希望する共同企業体は、下記７の資料の提出に先立ち、当機構

指定様式による｢共同企業体競争参加資格審査申請書｣及び｢特定建設工事共同企業体

協定書｣等を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する

者として認定を受けなければならない。（事前にシステム上の登録が必要なため、資料

提出期限日の一週間前までに下記６(1)まで提出すること。） 

なお、下記７(1)の提出期間内に参加表明書等を提出しない者又は競争参加資格がな

いと認められた者は、本工事の競争に参加することができない。 

② 認定資格の有効期限 

認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、本工事の契約者以外の者にあっ

ては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 

 



５ 設計業務等の受注者等 

(1) ４(15)の「３(1)に示した工事に係る設計業務」は公告日時点で発注手続き期間中で

あり、対象業務は「赤羽台情報発信施設設計等業務」（令和２年６月５日公募要領掲

示）である。 

(2) ４(15)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関係関連のある建設業者」とは、

次に掲げる者である。 

   ① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の

総額の 100分の 50を超える出資をしている業者 

  ② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている

場合における当該建設業者 

 

６ 担当本部等  

(1) 公募手続き、令和元・２年度競争参加資格について 

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

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 03－5323－4906 

(2) 参加表明書等、技術提案書について 

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

設計部 設計課 電話 090－1668－1444（担当：栗山） 

 

７ 競争参加資格の確認と技術提案の提出要請を行う者の選定 

(1) 本競争の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次

に従い、参加表明書等を提出し、本部長等から競争参加資格の有無について確認を受

けなければならない。なお、競争参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限の日を

もって行うものとする。 

４(2)の認定を受けていない者も、次に従い参加表明書等を提出することができる。

この場合において、４(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、

技術提案書の提出時において４(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競

争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加する

ためには、技術提案書の提出時において４(2)に掲げる事項を満たしていなければな

らない。 

なお、期限までに参加表明書等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。 

① 提出期間： 令和２年７月 17日（金）から令和２年８月５日（水）までの土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定す



る休日（以下「祝日」という。）を除く毎日、午前 10時から午後５時（た

だし、正午から午後１時の間は除く。）まで。 

② 提出場所： ６(2)に同じ。 

③ 提出方法： 原則として郵送による提出とし、②に連絡の上、①の期間中に②の場

所に必着となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、

あらかじめ②に連絡の上、調整を行うこと。 

(2) 参加表明書は、別記様式１により作成すること。 

(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。 

なお、①の同種建築物の工事の施工実績、②の配置予定技術者の同種建築物の設計

又は工事の経験については、平成 22年４月１日から公告日の前日までの期間に、工事

が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 

① 施工実績 

４(5)に掲げる資格があることを判断できる同種建築物の工事の施工実績を別記様

式２に記載すること。記載する同種建築物の工事の施工実績の件数は５件まで記載す

ること。 

② 配置予定技術者 

４(7)、４(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種

建築物の設計又は工事の経験を別記様式３－１、３－２に記載すること。記載する同種

建築物の設計又は工事の経験の件数は３件まで記載すること。なお、配置予定技術者と

して複数の候補技術者の資格及び同種建築物の設計又は工事の経験を記載することも

できる。その場合、技術提案書の提出時までに配置予定技術者を決定し、当該配置予定

技術者に係る資料を再提出すること。ただし、その場合の７(4）、７(5)の評価において

は最も件数が少ない候補技術者の実績にて評価を行う。 

また、今回の配置予定技術者を他の工事と重複して配置予定技術者とする場合にお

いて、他の工事を落札したこと等により本工事の配置予定技術者を配置することがで

きなくなったときは、直ちに当該参加表明書又は技術提案書の取下げを書面（様式は自

由）により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することが

できないにもかかわらず技術提案書の審査を受けた場合には、当機構の指名停止措置

要領に基づく指名停止を行うことがある。 

③ 積算予定の技術者 

４(9)に掲げる資格があることを判断できる積算予定の技術者の資格又は積算業務の

経験を別記様式４に記載すること。記載する積算業務の経験の件数は１件でよい。 

④ 契約書の写し 

①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書、②の配置予定技術者の

工事の経験として記載した工事に係る契約書、③の積算業務に係る契約書の写しを提出

すること。 



⑤ 令和元・２年度競争参加資格認定通知書の写し 

⑥ 建設業許可申請書の写し 

⑦ 健康保険・厚生年金保険に加入した事を証明する書面 

４（16）に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果

通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等

評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後

に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書（別記様式５）を、未加入であった者

がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出するこ

と。 

健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書

面とする。  

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し  

・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し  

・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し  

雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。  

・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し  

・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知書）の写し  

(4) 技術提案の提出要請を行う者の選定 

参加表明書の提出者の参加資格について審査を行い、参加資格を有する者が４以上で

あった場合は、下記(5)の評価基準により評価を行い、評価の高い者から原則３者を技術

提案の提出要請を行う者として選定する。 

(5) 技術提案の提出要請を行う者の選定に係る評価基準 

評価 
項目 

評価基準 
評価の 
ウエイト 

企
業
の
経
験
及
び
能
力 

実
績
要
件 

「４ 競争参加資格（5）（共同企業体の場合は（6）（ｲ））」の施

工実績について、下記①～⑤の順で評価する。（別記様式２） 

① 同種建築物の施工実績が５件以上ある。 

② 同種建築物の施工実績が４件ある。 

③ 同種建築物の施工実績が３件ある。 

④ 同種建築物の施工実績が２件ある。 

⑤ 同種建築物の施工実績が１件ある。 

※共同企業体の場合は、代表者の実績のみを対象とする。 

① 10点 

② 7.5点 

③ 5点 

④ 2.5点 

⑤ 0点 

「４ 競争参加資格（7）」の配置予定技術者について、下記①～

③の順で評価する。なお、以下に該当しない場合は選定しない。 

（別記様式３－１） 

① 同種建築物の設計又は施工の経験が３件以上ある。 

② 同種建築物の設計又は施工の経験が２件ある。 

③ 同種建築物の設計又は施工の経験が１件ある。 

① 5点 

② 2.5点 

③ 0点 



「４ 競争参加資格（8）」の配置予定技術者について、下記①～

③の順で評価する。なお、以下に該当しない場合は選定しない。 

（別記様式３－２） 

① 同種建築物の施工経験が３件以上ある。 

② 同種建築物の施工経験が２件ある。 

③ 同種建築物の施工経験が１件ある。 

① 5点 

② 2.5点 

③ 0点 

そ
の
他 

【企業独自の取組み】 

次に掲げるいずれかの認定を受けている。（別記様式６） 

・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※1 

・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）※2 

・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※3 

2点 

業
務
遂
行
の 

迅
速
性 

即
応
度 

本社、支社、営業所等が、東京都内にある。（別記様式７） 3点 

評価点合計 25点満点 

※1  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）第９

条に基づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準

を満たすものに限る。）又は同法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が

満了していないものに限る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものに限る。）をいう。 

※2  次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法津第 120 号）第 13 条又は第 15 条の２

に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 

※3  青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45年法律第 98号）第１５条に定める

認定を受けた企業をいう。 

(6) 競争参加資格確認の結果、及び(4)による選定結果は、令和２年８月 24日までに通知

する。また、競争参加資格を有する者、又は(4)により選定された者には、合わせて技

術提案の提出要請（及び技術提案のヒアリング日時等）を送付する。 

(7) その他 

① 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 本部長等は、提出された参加表明書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用しない。  

③ 提出された参加表明書等は、返却しない。 

④ 提出期限以降における参加表明書等の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 参加表明書等に関する問い合わせ先 

(1)及び(6)に関して・・・６(1)に同じ。 

(2)から(5)までに関して・・・６(2)に同じ。 

 

８ 競争参加資格がないと認めた者、又は非選定となった者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者、又は非選定となった者は、本部長等に対してそ



の理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。  

① 提出期限： 令和２年８月 31日（月）午後５時 

② 提出場所： ６(1)に同じ。 

③ 提出方法： 原則として郵送による提出とし、②に連絡の上、①の期限までに②の場

所に必着となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、あ

らかじめ②に連絡の上、調整を行うこと。 

(2) 本部長等は、説明を求められたときは、令和２年９月７日（月）までに説明を求めた

者に対し書面により回答する。  

   ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延

長することがある。 

(3) 本部長等は申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認め

られるときは、その申立てを却下する。 

(4) 本部長等は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行

った書面を閲覧による方法により遅延なく公表する。 

 

９ 再苦情申立て 

(1) 上記８(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け

取った日（又は説明に係る書面を受け取った日）から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（以下「休日」という。）

を含まない。）以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うこ

とができる。 

なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。 

① 受付場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿６－５－１ 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

設計部 設計課 電話 090－1668－1444 

② 受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後５時（ただし、正

午から午後１時の間は除く。）まで 

(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審

議の報告を受けた日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、その結果を

書面により回答する。 

(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認めら

れるときは、申立て後７日（休日を含まない。）以内にその申立てを却下する。 

(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及

び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 

(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

上記(１)①に同じ。 



 

10 本業務に関する現場説明書及び建築計画概要書の交付及び見学の受け入れについて 

(1) 現場説明書及び建築計画概要書の交付 

原則として郵送による交付とする。交付にあたっては記名押印した別記様式８「機

密保持に関する確認書」が必要となるので、６(2)に連絡の上、返信用封筒と合わせて

郵送すること。なお、返信用封筒は長３号封筒とし、表に交付申請者の住所・氏名を

記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（404円）の切手を貼ること。 

手交による交付を希望する場合は、あらかじめ６(2)へ連絡し調整すること。 

１）交付申請の宛先：６(2)に同じ。 

２）交付申請の受付期間： 

令和２年７月 17日(金)から令和２年８月５日(水)１６時（必着） 

現場説明書及び建築計画概要書の交付は、工事会社に限らせていただきます。 

 (2) 集合住宅歴史展示棟の見学受け入れについて 

集合住宅歴史資料館（東京都八王子市石川町 2683-3）における集合住宅歴史展示棟

の現地見学を受け入れる。受け入れ期間は令和２年７月 17日（金）から令和２年９月

25 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

（ただし正午から午後１時の間は除く。見学は約１時間程度で、午後４時に退館完了

すること。また、当該見学受け入れは、令和２年８月 24日（月）以降は、機構から技

術提案書の提出要請を行った者に限る。）。希望する者はあらかじめ下記担当者と調整

し、見学参加者は５名以下の人数とすること。なお、集合住宅歴史館は、機構ホーム

ページにおいて一般の見学受付を行っているが、本企画提案競技に係る見学について

は、６(2)に連絡を行うこと。 

 

11 公募資料に対する質問の受付及び回答 

(1) この技術提案書の作成要領に関する質問がある場合には、次に従い、書面（様式は

自由）により提出すること。 

① 提出期間： 令和２年８月 24日（月）から令和２年９月２日（水）まで 

② 提出場所： ６(2)に同じ。 

③ 提出方法： 原則として郵送による提出とし、②に連絡の上、①の期限までに②の場

所に必着となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、あ

らかじめ②に連絡の上、調整を行うこと。 

(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

  閲覧場所：（1）に同じ 

  閲覧期間：令和２年９月９日（水）午前 10時から令和２年９月 16日（水）午後５時

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

 



12 技術提案書の提出期間、場所及び方法等  

（1） ７（6）の通知により競争参加資格を有すると認められ、技術提案の提出要請を受領

した者は、技術提案書を提出することができる。技術提案を求める内容及び技術提案

書の作成要領は別紙３のとおりとする。主たる構造に関して特許工法を使用する場合、

特許工法提案書（指定様式）を提出すること。 

（2）技術提案書の提出方法、提出期間及び場所 

① 提出場所：６(2)に同じ。 

② 提出方法 

原則として郵送による提出とし、①に連絡の上、③の期間中に①の場所に必着

となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、あらかじめ①に連

絡の上、調整を行うこと。 

③ 提出期間 

令和２年８月 24日（月）から令和２年９月 25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５時まで（ただし、正午から午後１時までの間

は除く。） 

④ 提出部数 

技術提案書 ６部。同内容の電子ファイル１部（CD－R等の記録用メディア媒体。必

ずウイルス対策を実施すること。）  

（3） 技術提案書の提出を辞退する場合は、（2）③の提出期限までに、当機構へ辞退を届

け出ること。また、提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出

を辞退したものとみなす。  

（4) 技術提案書の無効 

技術提案書は、工事内容の具体的な取り組み方法等について提案を求めるもので

あり、成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以

外の内容 を含む技術提案書又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合し

ない技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

 

13 技術提案書の審査方法等  

（1）  技術提案書の選定方法  

競争参加資格を有する者が提出した技術提案書を、審査基準に基づき中立かつ公

正に審査・評価し、最も優れた技術提案書を選定する。当該技術提案書に次ぐ技術提

案書を次点とし、同様にそれ以降の技術提案書についても順位を決定する。  

（2）  技術提案書の審査  

① 有識者委員会 

当機構は、技術提案書の審査について、学識経験者等により構成する「（仮称）赤羽

台情報発信施設建設工事の有識者委員会」（以下「有識者委員会」という。）に委ねる。



有識者委員会は、中立かつ公正な立場で技術提案書の審査を行い、その結果を当機構

に報告する。 

② 技術提案書の審査基準  

技術提案書の審査基準は別紙４のとおりとする。 

（3）技術ヒアリング 

技術提案のヒアリングを次の要領で行う。 

① 日時：別途通知する 

② 場所：６(2)に同じ。 

③ その他：企業別のヒアリングの日時は追って通知する。なお、出席者は、資料の内

容を説明できる者とする。 

④ ヒアリング時の説明には、提出した技術提案書のみを使用すること。また、ヒアリ

ング時の追加資料は受理しない。 

⑤ ヒアリングでは技術提案書の内容について質疑応答を行う。 

（4）優先交渉権者の選定・非選定通知 

技術提案書を提出した者の中から、技術評価点が最上位であるものを優先交渉権者

として選定する。優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。また、優

先交渉権者として選定されなかった者には、次順位以降の交渉権者として選定された

旨を、欠格要件対象者には、非選定とされた旨とその理由を書面により通知する。 

非選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（休日を含まな

い。）以内に、当機構に対して、非選定理由について書面（様式は自由）により説明を

求めることができる。 

① 提出場所：６(1)に同じ。 

② 提出方法：書面は持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送による

ものは受け付けない。 

③ 受付日時：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後５時まで（ただ

し、正午から午後１時までの間は除く。） 

④ 上記の回答は、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。）に書面により行う。 

 

14 （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事に係る基本協定及び設計協力協定の締結 

優先交渉権者選定後、当機構と優先交渉権者は、速やかに別紙１-１（仮称）赤羽台情

報発信施設建設工事に関する基本協定を締結し、技術協力業務に関する見積合わせを行

い別紙２技術協力業務の業務請負契約を締結した後、設計者を含めて別紙１-２（仮称）

赤羽台情報発信施設建設工事に係る設計協力協定を締結する。 

 

15 技術協力業務の実施 



(1) 技術協力業務の実施 

優先交渉権者は、設計業務の進捗に応じて、発注者を通じて設計者に対して、別紙２

の「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 共通仕様書」及び「（仮称）

赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 特記仕様書」に基づき技術協力業務

を実施し、設計内容に応じた全体工事費を算出する。なお、全体工事費の算出方法につ

いては機構職員と協議を行うとともに、機構職員の指示に基づき、必要となる工事費算

出の根拠資料を提出するものとする。 

(2) 技術協力に関する協議 

技術協力業務期間中、機構職員が必要と判断した場合、優先交渉権者は機構職員と技

術協力内容に関する協議を行い、技術協力内容の確認を受けるものとする。 

(3) 完了報告書の提出等 

優先交渉権者は、設計者の設計業務の完了後、技術協力業務の完了報告書を機構へ提

出するものとする。 

 

16 価格等の交渉 

上記５（1）に示す設計者から機構が設計図書を受領した後、次のとおり価格等の交渉

を行う。 

(1) 日時及び場所 

優先交渉権者に対して、価格等の交渉の日時、場所及び留意事項等について別途通知

する。 

(2) 方法 

① 優先交渉権者は、工事の内容等に精通し、見積書の内容を十分理解しており、価格に

ついて協議・合意ができる者を交渉者とする（複数でも可）。 

② 優先交渉権者は、工事費の内訳が分かる見積書を持参すること。 

③ 価格交渉は、優先交渉権者の見積書の内訳内容について妥当性の確認を行い、改善の

余地がある場合には、見積書の見直しを行う。 

④ ③により価格交渉が成立した場合は、その内容に基づき、改めて当機構から見積徴集

を行う。 

⑤ ③の価格交渉の結果、合意に至らなかった場合には、価格交渉の不成立が確定するも

のとする。 

⑥ 当機構は、交渉過程の記録を交渉記録書として作成する。 

⑦ 価格交渉が不成立となった場合には、13（4）により決定した次順位交渉権者に対し

て優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、工事価格等の交

渉の意思の有無を確認したうえで、14 の基本協定及び技術協力業務請負契約を締結の

うえ、技術協力業務を実施し、①から⑥までの方法により、価格等の交渉を行うことと

し、以降、価格交渉が成立するまで、次順位の交渉権者と同様の手続きを行う。なお、



この場合、価格等の交渉の日時及び場所は別途通知する。 

⑧ 価格交渉が不成立となった場合には、技術協力業務費用を除き、相互に債権債務関係

の生じないことを確認する。 

(3) 特定通知 

優先交渉権者との交渉が成立した後、書面にて、優先交渉権者に対し特定通知を行う

と共に、次順位以降の交渉権者に対し、その理由を付して非特定の通知を行う。 

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（休日を含まな

い。）以内に、当機構に対して、非特定理由について書面（様式は自由）により説明を

求めることができる。提出場所、提出方法、受付時間、上記の回答は 13(4)に同じ。 

 

17 工事請負契約の締結 

 価格等の交渉の成立後、優先交渉権者と見積合わせを行い、工事請負契約の相手方を決

定する。なお、見積合せの結果、契約に至らなかった場合は、16（2）⑦による。 

 

18 選定経緯の公表等 

 本工事の工事請負契約者決定後、速やかに技術提案の評価結果及び価格等の交渉結果

を当機構のホームページに公表する。 

 

19 契約保証金  

請負代金額の 10分の１以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもっ

て契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付

し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

 

20 手続における交渉の有無 有 

 

21 契約書作成の要否等 

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 

 

22 支払条件  

技術協力業務：前払金 30％以内、及び完了払とする。 

建設工事  ：前払金 40％以内、中間前払金又は部分払（どちらか一方を選択）及び

完成払。 

 

23 火災保険付保の要否 要 

 

24 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意



契約により締結する予定の有無 無 

 

25 その他 

(1) 契約の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る。 

(2) 本工事の契約者は、４(7)の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置

すること。 

(3) 提出期限までに参加表明書及び技術提案書を提出できなかった者は全て無効とする。 

(4) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負

担とする。 

(5) 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、参加表明書及び技術提案

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の措置を行うことが

ある。 

(6) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。 

(7) 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。 

(8) 参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、

病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者

であるとの当機構の承諾を得なければならない。 

(9) 本工事について、主たる部分の再委託は認めない。 

(10) 特定された技術提案の内容については、設計図書に適切に反映するものとする。自

然災害等の不可抗力による場合及び当機構との設計に関する協議により実施しないこ

とを認められた提案を除き、優先交渉権者選定時の提案等が達成されていないと判断

される場合、工事成績評定を減ずる措置を行うと共に、優先交渉権者選定時の技術評価

点との点差に対応した金額を契約不履行の違約金として徴収する。この取扱い方法に

ついては契約書に記載するものとする。 

(11) 技術提案書の提出者は、技術提案が採用されたことにより、設計図書において施工

方法などを指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではない。 

(12) 当機構が競争参加資格を有する者に対して貸与した図書（記録用メディア媒体を含

む。）がある場合は、技術提案書の提出期限までに返却すること。 

 

 



 

別記様式１  

（用紙Ａ４）

 

 

参加表明書 

年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部等 

 本部長等  田島 満信  殿 

         住    所 

         商号又は名称 

        代表者指名 

 

 令和２年７月 17日付けで掲示のありました（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事の公募に

係る競争について、競争参加資格の確認に係る書類を添えて、参加を表明します。 

 

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条各号の規定に該当する者でないこと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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名等を記載し、簡易書留料金分

を加えた所定の料金（404円）の切手を貼った長３号封筒を参加表明書と併せて提

出してください。 

 



別記様式２

同種建築物の工事の施工実績 （用紙Ａ４）

会社名：
物件１ 物件２

工事名称

発注機関名

施工場所 （都道府県・市町村名）

契約金額

工事期間 年　月～　　　年　月

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率）

用途

階数・構造形式

延べ床面積

耐火種別 （耐火建築物／準耐火建築物）

物件３ 物件４

工事名称

発注機関名

施工場所

契約金額

工期

受注形態等

用途

階数・構造形式

延べ床面積

耐火種別

物件５

工事名称

発注機関名

施工場所

契約金額

工期

受注形態等

用途

階数・構造形式

延べ床面積

耐火種別

注：掲示において明示した資格があることを判断できる必要最小限の内容を記入すること。



別記様式３－１
（用紙Ａ４）

主任（管理）技術者等の資格・設計又は工事経験

会社名：

配置予定者の氏名 主任（管理）技術者 ○○ ○○

最終学歴 ○○大学 建築学科 ○○年卒業

法令による資格・免許 一級建築士（取得年及び登録番号）

●１件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

●２件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

●３件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

注：掲示において明示した資格があることを判断できる必要最小限の内容を記入すること。



別記様式３－２
（用紙Ａ４）

主任（監理）技術者等の資格・工事経験

会社名：

配置予定者の氏名 主任（監理）技術者 ○○ ○○

最終学歴 ○○大学 建築学科 ○○年卒業

法令による資格・免許
一級建築士（取得年及び登録番号）
一級施工管理技士（取得年及び登録番号）
監理技術者講習（取得年及び修了証番号）

●１件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

●２件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

●３件目

業務経験の概要

設計又は工事の名称

発注機関名 （都道府県名・市町村名）

施工場所

契約金額

工期 年 月～   年 月

従事役職 現場代理人・主任（管理・監理）技術者等

業務内容

注：掲示において明示した資格があることを判断できる必要最小限の内容を記入すること。



別記様式４ 

（用紙Ａ４） 

積算予定者の資格・業務経験 

積 算 予 定 者 の 氏 名 ○○ ○○ 

最 終 学 歴 ○○大学 建築学科 ○○年卒業 

資 格 名 称 建築積算士 

積 

算 

業 

務 

経 

験 

の 

概 
要 

対 象 工 事 名 称  

発 注 機 関 名  

施 工 場 所 （都道府県名・市町村名） 

工 期 年 月～   年 月 

使用した積算基準 
公共住宅建築工事積算基準 

公共建築工事積算基準 

注）掲示において明示した資格があることを判断できる必要最小限の内容を記入すること。 

  



別記様式５ 

  年 月 日 

独立行政法人都市再生機構 

東日本賃貸住宅本部等 

本部長等 ○○ ○○ 殿 

 住 所 

 商 号 

 代表者 

 

元請適用除外誓約書 

 

別紙○の理由により、○○○○工事の競争に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する

届出の義務を有する者には該当しません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

（健康保険・厚生年金保険） 

□従業員５人未満の個人事業所であるため。 

□従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

〇年〇月○日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問い合わせを行い判断しました。 

 

 

 

 

（雇用保険） 

□役員のみの法人であるため。 

□使用する労働者の全てが 65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

〇年〇月○日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問い合わせを行い判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙○ 



（別記様式－６）
【企業独自の取組み：認定例】

                                                                                               

　　１．認定例に掲げたもののうち1件を選び記載して下さい。
　　２．認定状況がわかるものを添付して下さい。



【即応度】 （別記様式－７）
                                                                                                                              

１．事務所概要

　　住　　　所

　　名　　　称

　　代表者氏名

　　機構登録番号

　　電話番号

　　担当者氏名



1 

 

 

令和 年 月 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 田島 満信 殿                        （住 所）  

（会社名） 

（代表者名）         印 

 

機密保持に関する確認書 

 

当社は、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情

報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。 

１．当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他（以下

「機密情報」といいます。）について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとしま

す。 

２．当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当

社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本確認書に定める機密保持義務を負うものとし

ます。 

３．当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該

当する場合についてはこの限りではありません。 

イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合 

ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討に必要な保険、融資又

は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に

対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合 

４．次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。 

イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報 

ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報 

ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報 

５．当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構

より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。 

６．当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。 

７．当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意しま

す。 

                                    以 上 

（ご担当者様のご連絡先） 

  御部署 

  御氏名 

  tel）   －    －       fax）    －    －      

※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書（提出日の

３か月以内発行）もしくは届出書類の写しを添付すること 

別記様式８

○ 



別紙１-１ 

 

（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事に関する基本協定書 

 

１ 技術協力業務名称 （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事技術協力業務 

  業務期間   技術協力業務請負契約締結日の翌日から令和３年 10 月 29 日まで（予定） 

２ 工事名称   （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事 

  工事期間   工事請負契約締結日の翌日から令和５年２月 28 日まで（予定） 

   

 

 発注者独立行政法人都市再生機構と優先交渉権者○○建設株式会社とは、上記１及び２に掲げ

る技術協力業務及び工事について、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び優先交渉権者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

年  月  日 

 

発注者     住 所 

氏 名               印 

 

優先交渉権者  住 所 

氏 名               印 

 

（総則） 

第１条 発注者及び優先交渉権者は、頭書１の技術協力業務及び頭書２の工事（以下「本工事」

という。）が円滑に推進できるよう努めるものとする。 

（協定期間） 

第２条 本協定は本協定の締結の日から工事請負契約が終了する日まで、又は価格等の交渉の不

成立が確定する日まで有効とする。ただし、第５条及び第 10 条から第 12 条までの規定は、本

協定の有効期間終了後も有効とする。 

（技術協力業務） 

第３条 優先交渉権者は、本協定締結後速やかに技術提案に基づく技術協力業務の見積りを提出

し、発注者と見積合せを行った上で技術協力業務請負契約を締結し、技術提案に基づき技術協

力業務を実施するものとする。 

２ 発注者及び優先交渉権者は、設計者を含む三者との間で、（仮称）赤羽台情報発信施設建設工

事に関する設計協力協定を締結する。 

３ 優先交渉権者は、設計内容に応じた全体工事費を算出し、発注者が必要と認めた時期に全体

工事費を書面にて提示する。この場合において、全体工事費の算出方法については、設計の進

捗に応じて発注者と協議を行うとともに、発注者の指示に基づき必要となる工事費算出の根拠

資料を提出するものとする。 



４ 優先交渉権者は、技術提案書に記述した提案について、発注者から実施することが認められ

なかった提案を除き、その技術情報その他発注者が必要と認める情報について設計に反映させ

るべく、発注者に誠意を持って必要な情報提供をするとともに、発注者が行う調整に対して真

摯に対応し、協力する。 

（価格等の交渉） 

第４条 発注者は、設計者から提出された設計図書を基に、優先交渉権者に対し工事費の内訳が

確認できる工事費内訳書を付した見積書及び見積条件書（以下「見積書等」という。）の提出方

法等を通知し、提出を依頼する。 

２ 優先交渉権者は、積算基準類により見積書等を作成し、発注者の指定する方法により発注者

に提出する。 

３ 発注者及び優先交渉権者は、見積書等の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見

直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。 

４ 前項により価格等の交渉が成立した場合は、発注者は優先交渉権者に対して書面により特定

通知を行う。また、優先交渉権者は、その内容に基づき、第２項と同じ方法により交渉結果を

踏まえた最終的な見積書等を発注者に提出する。 

５ 積算基準類に設定の無い工種等の見積りについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価

格等の交渉が成立した場合は、その工種等については工事請負契約書第 25 条に基づく請求の対

象外とする。 

６ 第３項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が

確定するものとする。 

（価格等の交渉の不成立） 

第５条 価格等の交渉が不成立となった場合、発注者は優先交渉権者に対し、非特定となった旨

とその理由を書面により通知する。 

２ 価格等の交渉が不成立となった場合、技術協力業務請負契約に基づく請負代金を除くほか本

協定の履行に際し既に支出した費用については各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じな

いことを確認する。 

（工事契約手続） 

第６条 優先交渉権者は第４条第４項の見積書等提出後、発注者と見積合せを行う。 

２ 発注者及び優先交渉権者は、前項の見積合せの結果、見積書の工事金額が予定価格を下回っ

た場合は、見積書に記載された金額（消費税及び地方消費税を含むものとする）【（以下「請負

代金額」という。）】をもって、工事請負契約書により工事請負契約を締結する。 

３ 工事請負契約は、原則として技術協力業務期間の末日までに締結するものとする。 

４ 工事請負契約締結後は、本書に記載の優先交渉権者を受注者と読み替えるものとする。 

（技術提案額の遵守） 

第７条 優先交渉権者は、技術提案時に提示した次の技術提案額をそれぞれ上限契約金額とし、

第３条の技術協力業務請負契約及び前条の工事請負契約を締結する。 

 一 技術協力業務の技術提案額  金         円 

（うち取引に係る消費税、地方消費税の額 金         円） 

 二 工事施工の技術提案額    金         円 

（うち取引に係る消費税、地方消費税の額 金         円） 



２ 本協定の締結の日から前条の工事請負契約の締結までの間において、原則として上限契約金

額の変更は行わない。ただし、要求水準の変更または日本国内における急激な経済事情の変動

等の予期することのできない特別の事情により、上限契約金額が不適当となったと発注者が判

断した場合は、発注者は優先交渉権者と上限契約金額の変更について協議する。 

３ 前項の協議において、発注者及び優先交渉権者いずれの責にも帰すべからざる事由により協

議が調わない場合は、既に実施した技術協力業務について協議を行い、既履行部分の引渡し範

囲を決定（以下「引渡し部分」という。）し、発注者は引渡し部分を検査の上、当該検査に合格

した部分の引渡しを受けることができるものとする。この場合において、発注者は、当該引渡

しを受けた既履行部分に相応する請負代金額（以下「既履行部分請負代金額」という。）を優先

交渉権者に支払わなければならない。既履行部分請負代金額は発注者と受注者とが協議して定

める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、優先交

渉権者に通知する。 

４ 発注者及び優先交渉権者は、前項の引渡し及び請負代金支払いの完了後、本協定の解約及び

技術協力業務請負契約の一部解約又は履行期間の短縮を行う。 

（設計成果物の取り扱い等） 

第８条 発注者は、発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合は、技

術協力業務の報告書の完成検査及び支払いを行うものとする。また、その場合又は前条第４項

により本協定が解約された場合には、優先交渉権者は本工事に関して必要な範囲で優先交渉権

者の技術提案を受けて設計者が提出した設計成果物（以下「当初設計成果」という。）の利用を

無償で発注者及び発注者の指定する者に許諾するものとする。次点以降の交渉権者は、必要に

応じて当初設計成果を参考とすることができるものとする。 

２ 発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合又は前条第４項により

本協定が解約された場合において、その時点までの当初設計成果に当初の優先交渉権者の特許

権等が含まれ又は当該特許権等を使用することが前提となっており、前項に基づく当初設計成

果の無償許諾に加えて次点以降の交渉権者が当該特許権等（前項に基づく当初設計成果の無償

許諾の範囲に含まれるものを除く。）の使用を希望するときは、当該使用者が当該特許権等の使

用の許諾を申請するとともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、優先交渉権者は、当

該特許権等の使用を許諾するものとする。 

（解除に関する事項） 

第９条 発注者又は優先交渉権者が本協定の定める事項に違反した場合、その相手方は本協定を

解除することができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第 10 条 優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位及び本協定に

基づく権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切

の処分を行ってはならない。 

（秘密保持等） 

第 11 条 優先交渉権者は、本協定に関連して発注者から知り得た情報を秘密情報として保持する

とともに、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、本協定の履行以外の目的での使用、

第三者への開示又は漏洩を行ってはならない。 

（協定内容の変更） 



第 12 条 本協定に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がなければ変更

することができない。 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第 13 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事

者間の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

（その他） 

第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と

優先交渉権者が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

  



別紙１-２ 

 

（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事に関する設計協力協定書 

 

 

 独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）、○○○○（以下「設計者」という。）及

び○○○○（以下「優先交渉権者」という。）は、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」に関し

て、以下のとおり設計協力協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 本協定は、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」において、発注者、設計者及び優先

交渉権者が協力して優先交渉権者の施工技術に基づく設計（以下「本設計」という。）を実施す

る上で必要な事項を定めることを目的とする。 

（調整・協力） 

第２条 発注者、設計者及び優先交渉権者は、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」に関する

基本協定、本協定、関係する請負契約及びその仕様書等に基づき役割を分担して本設計を実施

するものとし、本設計の実施に係る発注者、設計者及び優先交渉権者間の調整は、発注者が行

う。 

２ 発注者が行う調整に対し、設計者及び優先交渉権者は、真摯に対応し、協力する。 

（契約不適合の責任区分） 

第３条 優先交渉権者が提出した技術提案又はその技術情報に、種類又は品質に関して契約の内

容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があった場合は、その契約不適合が原因と

なり発生した設計の契約不適合については優先交渉権者が責任を負うものとし、技術提案又は

その技術情報の設計への反映に契約不適合があった場合は、設計者が責任を負うものとする。 

（設計者の表示） 

第４条 発注者、設計者及び優先交渉権者が（仮称）赤羽台情報発信施設に係る実績等を明示す

る場合における本設計を行ったものの表示は、「●●●●・□□□□」(注)とする。 

 (注) ●●●●は設計者の名称、□□□□は優先交渉権者の名称とする。 

（有効期限） 

第５条 本協定は、本協定の締結の日から本設計を利用した工事完成後２年が経過した日まで有

効とする。 

（その他） 

第６条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じ発注者、設計者及び優先交渉権者が



協議して定めるものとする。 

 

本協定締結の証として本書３通を作成し、発注者、設計者及び優先交渉権者が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

年  月  日 

 

発注者       住 所 

氏 名                    印 

 

設計者     住 所 

氏 名                    印 

 

優先交渉権者    住 所 

氏 名                    印 



別紙２ 

業 務 請 負 契 約 書 

 

１ 業 務 名         （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 

２ 履 行 場 所         受注者の事務所 

３ 履 行 期 間         年  月  日から 

年  月  日まで 

４ 請負代金額    金     円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金   円） 

５ 支 払 条 件         前金払30％以内、部分払  回及び完成払 

 

上記の業務について発注者と受注者は、次の条項によって請負契約を締結する。 

また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協

定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

年  月  日 

 

発注者 住 所 

氏 名               印 

受注者 住 所 

氏 名               印 

 

（注） 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の

欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及

び氏名を記入する。 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもの

のほか、別添の図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含

む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。）に従いこれを履行しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し、契約の成果物（以下「成果物」という。）を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。 

３ この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するも

のを除き、第６条に規定する監督員（以下「監督員」という。）を経由するものとす



る。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。 

４ 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第51号）に規定する法定計量単位を使用するものとする。 

５  受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく

すべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対

して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して

行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべて

の行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（日程表） 

第２条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注

者に提出しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、この契約の成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等

を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 成果物について、著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）、特許権、実

用新案権等（以下この条において「著作権等」という。）が生ずるときは、その著作

権等はすべて発注者に帰属する。 

４ 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の

取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。 

（一括再委託等の禁止） 

第４条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主

体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様

とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負

わせようとするときは、この限りでない。 

３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は

名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

（特許権等の使用） 

第５条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用する

ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がそ

の履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であ

る旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注

者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（監督員） 

第６条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しな

ければならない。監督員を変更したときも同様とする。 



２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、

仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。 

（現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務

の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。 

２ 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に

通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。 

（現場代理人等に関する措置請求） 

第８条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用して

いる使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認めら

れるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な

措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は監督員に

通知しなければならない。 

（業務の履行状況の調査等） 

第９条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、

又は報告を求めることができる。 

（貸与品等） 

第10条 発注者から受注者ヘ貸与する物品等（以下「貸与品等」という。）の品名、数

量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。 

２ 発注者又は監督員は、貸与品等を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければ

ならない。 

３ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出し

なければならない。 

４ 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、規格若しくは性能、

引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第13条第１項

後段、第２項及び第14条第２項の規定を準用する。 

５ 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品等を仕様

書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。 

６ 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品等を保管するものとし、受注者の故

意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償

しなければならない。 

（仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第11条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修補

を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が

監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第13条第１項後段、

第２項及び第14条第２項の規定を準用する。 



（条件変更等） 

第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し

たときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければな

らない。 

一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。 

二 仕様書の表示が明確でないこと（図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書

に誤謬又は脱漏があることを含む。）。 

三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す

ること。 

四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状

態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した

ときは、直ちに調査を行い、その結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が

あるときは、当該指示を含む。）を書面をもって受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があ

ると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければ

ならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが

協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。 

（仕様書等の変更） 

第13条 発注者は、前条第３項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書

又は業務に関する指示（以下この条において「仕様書等」という。）の変更内容を受

注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、

必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定

める。 

（業務の中止） 

第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、

業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備

え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、

発注者と受注者とが協議して定める。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第15条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な

理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞

なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。こ

の場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければ

ならない。 



２  発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められる

ときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注

者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められ

る変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第16条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に

対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日

数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。 

２ 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議し

て請負代金額を変更しなければならない。 

（適正な履行期間の設定） 

第16条の２ 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者

の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務

の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

（臨機の措置） 

第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ

監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって

監督員に通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置をとることを求めることができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置

に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でな

いと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者

の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 

（一般的損害） 

第18条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じ

た損害（次条又は第20条第１項に規定する損害を除く。）は、受注者の負担とする。

ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、

発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するもの

があるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。 

（第三者に及ぼした損害） 

第19条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償

しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生

じたものについては、発注者がこれを負担する。 

（不可抗力による損害） 

第20条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のた



めに必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状

況を書面をもって発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害

（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他

の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において「損害」という。）の

状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面

をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求

があったときは、当該損害の額のうち請負代金額の1/100を超える額を負担しなけれ

ばならない。 

５ 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこ

れを負担する。 

６ 第４項に規定する損害の額及び前項の規定により発注者が負担すべき額は、発注者

と受注者とが協議して定める。 

（検査及び引渡し） 

第21条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に

受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が書面をもって引

渡しを申し出たときは、直ちに成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代

金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受

注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

５ 受注者は、成果物が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検

査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして

前各項の規定を適用する。 

（請負代金の支払い） 

第22条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求す

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に

請負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査を完了しない

ときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期

間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。こ

の場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延

日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（引渡し前における成果物の使用） 

第23条 発注者は、第21条第３項若しくは第４項又は第28条第１項若しくは第２項の規



定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得

て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使

用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加

したときはその損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合に

おける賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 

（前金払） 

第24条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）

第２条第４項に規定する保証事業会社と頭書の業務完了の時期を保証期限とし、同条

第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結して、発注者に対し

てその証書記載の保証金額内において請負代金額の10分の３以内の前払金の支払い

を請求することができる。 

２ 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託

しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内

に前払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金

額の10分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の

支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減

額後の請負代金額の10分の４を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から3

0日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第27条又

は第28条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中から

その超過額を控除することができる。 

６ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合

において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者

は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未

満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額

の10分の４の額を差し引いた額を返還しなければならない。 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還

額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数

に応じ、年（365日当たり）2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを

請求することができる。 

（保証契約の変更） 

〔注〕 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。 

第25条 受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金

の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証



契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第26条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、

機械購入費（この業務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、交通

通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに

充当してはならない。 

（部分払） 

第27条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分（次条の規定により部分引渡し

を受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。）に相応する請負代金相

当額の10分の９以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求する

ことができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の

出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して14日以内に、受注

者立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。 

４ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当

額は、発注者と受注者とが協議して定める。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金の額／請負代金額） 

６ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された

額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受

けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

７ 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合にお

いては第１項及び第５項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額からす

でに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第28条 成果物について、発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受け

るべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該

指定部分の業務が完了したときについては、第21条中「業務」とあるのは「指定部分

に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第４項及

び第22条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、こ

れらの規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであると

きは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができ

る。この場合において、第21条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成

果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第４項及び第22条中「請負代金」

とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 



３ 前２項の規定により準用される第22条第１項の規定により受注者が請求すること

ができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。こ

の場合において、第１号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第２号中「引渡部

分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者

が、前２項において準用する第21条第２項の検査の結果の通知をした日から14日以内

に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

一 第１項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額 

   指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金の額／請負代金額） 

二 第２項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額 

   引渡部分に相応する請負代金の額×（１－前払金の額／請負代金額） 

（第三者による代理受領） 

第29条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三

者を代理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者

の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされてい

るときは、当該第三者に対して第21条又は前条の規定に基づく支払いをしなければな

らない。 

（前払金等の不払に対する受注者の業務中止） 

第30条 受注者は、発注者が第24条又は第27条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の

期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部

又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞

なくその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 第14条第２項の規定は、前項の規定により受注者が業務の履行を中止した場合につ

いて準用する。 

（契約不適合責任） 

第31条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補

又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合

が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完を請

求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を

請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をする

ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追



完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第32条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第34条の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注

者と受注者とが協議して定める。 

（発注者の催告による解除権） 

第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで

きる。 

 一 第３条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承

継させたとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがない

と認められるとき。 

四 現場代理人を配置しなかったとき。 

五 正当な理由なく、第31条第１項の履行の追完がなされないとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

 一 第３条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目

的を達成することができないとき。 

三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし

た目的を達することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に債権を譲渡したとき。 



八 第36条又は第37条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 

九  受注者（受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結す

る事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

ロ  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相

手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して

当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 十 第41条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第35条 第33条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第36条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第37条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

一 第l3条の規定により仕様書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少した

とき。 

二 第14条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の10分の５を超えたとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 



第38条 第36条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除の効果） 

第39条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の

義務は消滅する。ただし、第28条に規定する部分引渡しに係る部分については、この

限りではない。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者

が既に業務を完了した部分（第28条の規定により部分引渡しを受けている場合には、

当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。）の引渡しを受ける必要

があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを

受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分

に相応する請負代金額（以下「既履行部分請負代金額」という。）を受注者に支払わ

なければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。 

［注］ ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

（解除に伴う措置） 

第40条 この契約が解除された場合において、第24条の規定による前払金の支払いがあ

ったときは、受注者は、第33条、第34条又は次条第３項の規定による解除にあっては、

当該前払金の額（第28条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡し

において償却した前払金の額を控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日

までの日数に応じ年（365日当たり）2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付し

た額を、第32条、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を

発注者に返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定により既

履行部分の引渡しが行われる場合において、第24条の規定による前払金があったとき

は、発注者は、当該前払金の額（第28条の規定による部分引渡しがあった場合は、そ

の部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により

定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領

済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第33条、第34条又は次条第３項の

規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日

数に応じ年（365日当たり）2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を第

32条、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還し

なければならない。 

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品等があ

るときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当

該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若し

くは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 前項前段の規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の



解除が第33条、第34条又は次条第３項によるときは発注者が定め、第32条、第36条又

は第37条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後

段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意

見を聴いて定めるものとする。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ

た損害の賠償を請求することができるものとする。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 成果物に契約不適合があるとき。 

三 第33条又は第34条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

 四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履

行が不能であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償

に代えて、受注者は、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場合

には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第33条又は第34条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金

額から第28条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日

数に応じ、年（365日当たり）３パーセントの割合で計算した額を請求することがで

きるものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第41条の２  受注者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいず

れかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の１に

相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 

一  この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反

したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独

占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付



命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

(ﾜ) 

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注

者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの

をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが

確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三  前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違

反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期

間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたも

のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第42条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第２項（第28条において準用する場

合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年（365日当たり）2.6パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第43条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条第３項又は第４項（第28条にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条におい

て単に「引渡し」という。）を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事

完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の

請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）

をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該

請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

３ 第１項において受注者が負うべき責任は、第27条第２項（第28条第１項又は第２項

において準用する場合を含む。）の規定による検査に合格したことをもって免れるも

のではない。 



４ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨

を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに第２項

に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をした

ものとみなす。 

５ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をするこ

とができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところ

による。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す

る請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っ

ていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品

等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請

求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不

適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（賠償金等の徴収） 

第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間

内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過

した日から請負代金支払いの日まで年（365日当たり）３パーセントの割合で計算し

た利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があると

きは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365日当た

り）３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（秘密の保持） 

第45条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は、発注者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られ

た記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。 

（紛争の解決） 

第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき

協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた

場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第

三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の

処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各

自これを負担する。 

２  発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者

と受注者との間の協議に第１項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑

に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用



の負担については、同項後段の規定を準用する。 

〔注〕  選定した者を協議に参加させない場合には、この項は削除する。 

（適用法令） 

第47条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約によ

り、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以

外は、民法の規定を適用するものとする。 

（契約外の事項） 

第48条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項につい

ては、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 

共通仕様書 

 

 

 

１ 適用範囲 

(１)「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 共通仕様書」（以下「共通仕様

書」という。）は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が発注する「（仮称）

赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務」の内容について、統一的な解釈及び運用

を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るため

のものである。 

(２)共通仕様書、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 特記仕様書」（以下

「特記仕様書」という。）及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に

支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければな

らない。 

(３)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 

 

２ 履行期間 

 契約締結日から令和３年 10月 29日までとする。 

 

３ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 

(２)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をい

う。 

(３)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第

20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

(４)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第

8条の規定に基づく現場代理人をいう。 

(５)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は

受注者が定めた者をいう。 

(６)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

(７)契約書とは、業務請負契約書をいう。 

(８)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 

(９)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準

を含む。）を総称していう。 

(１０) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件

を説明するための書類をいう。 

(１１) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

(１２) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定

める図書をいう。 

(１３) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が

回答する書面をいう。 
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(１４) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させること

をいう。 

(１５) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面

をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 

(１６) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督

員に対し、書面をもって知らせることをいう。 

(１７) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることを

いう。 

(１８) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について

監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 

(１９) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(２０) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(２１) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者

が対等の立場で合議することをいう。 

(２２) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又

はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(２３) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印した

ものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

(２４) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談によ

り行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び

管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 

(２５) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認すること

をいう。 

 

４ 業務着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければ

ならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うこ

とをいう。 

 

５ 監督員 

(１)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7条第 2項に規定した事項である。 

(２)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に

従うものとする。監督員はその指示等を行った後７日以内に書面で受注者にその内容を通

知するものとする。 

 

６ 配置技術者 

受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者（以下「配置技術者」

という。）は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 

なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合

はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を

満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 
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７ 管理技術者 

（１）本業務において、従事する管理技術者については、様式－１に基づき、氏名、保有資格を

記載し、監督員に提出すること。 

（２）管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理

技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとす

る。 

（３）管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員

からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（４）担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員

に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 

 

８ 提出書類 

（１）受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金

代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説

明の際に指定した書類を除く。 

（２）受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式

を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わ

なければならない。 

 

９ 打合せ等 

(１) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義

を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿（A4 判））に

記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用

し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（A4判））

を作成するものとする。 

(２) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打

合せ記録簿（A4判））に記録し相互に確認しなければならない。 

(３) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と

打合せを行うものとする。 

 

１０ 業務計画書 

（１）受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に

提出し、承諾を得なければならない。 

① 業務概要 

② 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。） 

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④ 業務の実施体制 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 連絡体制（緊急時含む。） 

⑦ その他（業務の実施上、必要と思われる事項） 

（２）受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督

員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 
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１１ 業務に必要な資料の取扱い 

（１）一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料について

は、受注者の負担において適切に整備するものとする。 

（２）監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

（３）受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するもの

とする。 

（４）受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合に

は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

（５）受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複

写等してはならない。 

（６）受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならな

い。 

 

１２ 関係法令及び条例等の遵守 

 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 

１３ 成果物の提出 

受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了

報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 

 

１４ 検査 

(１) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」（各 3部）

とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図

書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならな

い。 

(２)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場

合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検

査に要する費用は受注者の負担とする。 

(３)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

 

１５ 業務完了手続き 

検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3部提出すること。 

① 引渡書 

② 完了払請求書 

 

１６ 契約の変更 

  発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 

① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合 

② 履行期間の変更を行う場合 

③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合 

 

１７ 再委託 

(１)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4条第 2項に基づ

き、様式－２の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 
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再委託不可の

内容 

①業務の総合調整マネジメント 

②業務の中核となる成果資料の作成 

③打合せ及び内容説明 

あらかじめ承

諾を得て再委

託できる業務 

 

上記及び以下に規定する以外の業務 

特に承諾を要

しない業務 

補助的な業務 

［例］ 

・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 

・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 

・ 計算（日影、省エネルギー関係、防災関係） 

・ データ入力（ＣＡＤ、電算） 

 ※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断する

ものとする。 

 (２) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし

ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければ

ならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面

全てを受注者は提出しなければならない。 

 

１８ 情報セキュリティにかかる事項 

  受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

１９ 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）工事（業務）の施工（履行）に際して、暴力団員等による不当要求又は工事（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。 

以 上 
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様式－1 

 

 

 

管理技術者通知書 

 

 

令和  年  月  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  田島 満信 殿 

 

 

受注者 

住所 

氏名               印 

 

 

令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8条に基づ

く管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務請負契約書第 8条に基づき通知します。 

 

 

契約件名：（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 

 

 

 

記 

 

 

管理技術者※1 

氏 名 保有資格 取得年月日（登録番号） 

 

 

 

 

 

（         ※2） 

  

 

※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式－3に変更がある場合は、新たに様式－3を作成して提出すること。 

※2 （  ）内は、担当技術者を記載すること。 
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様式－2 

令和  年  月  日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長  田島 満信 殿 

 

受託者 住所 ○○○○○○ 

株式会社○○○○ 

氏名 ○○ ○○ 印 

 

契約名称：（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 

 

令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委

託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 

 

項 目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、名称） 

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○ 

株式会社○○○○ 

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の 

契約予定額 

○○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※ 見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の 

選定理由 

（再委託する必要性） 

○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努

めるため。 

（再委託の相手方の選定理由） 

株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○

○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、

納期も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間で

の業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるた

め。 

 

以 上 
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（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 

 

特記仕様書 

 

１．適用範囲 

本業務は、契約書及び「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事設計技術協力業務 共通仕様書」（以

下｢共通仕様書｣という。）によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。 

 

２．業務の目的 

本業務は、「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」において、発注者が別途発注する赤羽台情

報発信施設設計等業務の受注者（以下「設計者」という。）、優先交渉権者（以下「受注者」とい

う）及び発注者が協力して、仕様の確定、性能の確保、工事費を抑制し工期内に完成・引渡しを

行うため、技術的な助言等の技術協力を行うことを本業務の目的とする。 

 

３．用語の定義 

この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書３．用語の定義に定めるところによる。 

 

４．業務の履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和３年 10月 29日までとする。 

 

５．技術協力対象業務 

業務名： 赤羽台情報発信施設設計等業務 

受注者： 未定（開札予定日：令和２年７月 31日） 

※本業務契約締結時には決定した受注者の情報を記載 

 

６．設計業務の概要 

（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事の設計等は、別添資料「赤羽台情報発信施設設計等業務特

記仕様書」に基づき実施されているところ。ただし、進捗状況等により、変更する場合がある。 

 

７．技術協力業務の内容 

（１）技術協力業務とは 

・技術協力業務とは、発注者及び設計者が行う赤羽台情報発信施設の実施設計業務に対し、仕様の

確定、性能の確保、工事費の管理、工期遵守等を目的として、受注者が技術情報の提供や、技術

的助言等を行うことをいう。なお、具体的な内容は以下（２）〜（７）による。 

（２）技術協力の対象 

・技術協力業務において、受注者が技術情報の提供や、技術的助言等を行う対象項目は以下のとお

りとする。 

①木造及び木質化に関する技術のうち、以下のもの 

・柱･梁に採用する木造・木質化技術(ＲＣ等他構造との接合部含む) 

・その他構造部(床･壁)・における木造･木質化技術 

・内外装の木質化に関する技術 

②費用対効果の向上（コスト縮減含む）、工期遵守（短縮）、及び施工時の制約条件への対応に係

別 記 
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る技術や改善方策 

（２）実施設計に対する技術協力 

①技術提案及びその可否を判断するための準備 

・受注者は、発注者及び設計者から提示された対象建築物に関する計画図書（基本設計図書、施工

条件、等）について確認を行い、計画条件の不明点や確定が必要な事項等を整理し、発注者に速

やかに提示する。 

・受注者は、発注者からの回答や追加情報等を再度確認の上、不明点等を可能な限り明らかにし、

技術情報を提示する時点の条件等について、発注者、設計者、及び受注者の三者間で確認する。 

②受注者の技術提案とその適用可否の決定 

・受注者は、（２）①により確認した条件等に基づき、発注者に技術提案を行う。技術提案を行う際

に、技術提案に関する技術情報（機能・性能、適用条件、コスト情報等）を提出すること。なお、

技術提案の内容については、優先交渉権者選定時に提出した技術提案と整合を図り、大きく逸脱

するものであってはならない。また、受注者は、優先交渉権者選定時に提出した技術提案の内容

に関わらず、費用対効果の向上（コスト縮減含む）、工期遵守（短縮）、及び施工時の制約条件へ

の対応に係る技術を必要に応じて行うこと。 

・発注者がその技術提案の適用可否を判断するため、追加資料の提出等を求めた場合は、受注者は

速やかに応じること。 

・発注者は、受注者からの技術提案について適用可否を判断し、その適用する技術等に関する技術

情報や実施設計への反映における条件や留意事項等について発注者、設計者、及び受注者の三者

間で確認する。 

③実施設計段階での技術協力 

・受注者は、設計者が行う設計の内容に対して（２）②で行った技術提案の内容が適切に反映され

ていることを確認する。また、技術提案以外の部分を含めて施工性の観点から設計の内容の確認

を行う。設計の内容について疑義がある場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 

・受注者は、確認の結果を整理し、設計の課題及び改善に向けた追加提案を行うものとし、関連す

る技術資料を作成し、提出すること。なお、発注者の追加資料の要求についても速やかに応じる

こと。 

・実施設計の確認、照査は、①技術提案内容を実施設計に反映した時点、②実施設計概成時点の２

回を予定する。 

（２）施工計画の提出 

・受注者は、実施設計の確認、照査に併せて、設計者が行う設計の内容に応じた施工計画を作成し、

発注者に提出すること。施工計画には、工事工程表、施工順序、施工方法（仮設計画含む）、資材・

部材の搬入計画等、工事の実施に当たって必要な計画を記載し、試運転、受電、各種検査期間・

性能検証期間等についても表現すること。また、クリティカルパスを太線・赤線で表示すること。 

（３）全体工事費の算出 

・受注者は、実施設計の確認、照査に併せて、設計者が行う設計の内容に応じた全体工事費を算出

する。なお、全体工事費の算出方法については、設計の進捗に応じて監督員と協議を行うととも

に、監督員の指示に基づき、必要となる工事費算出の根拠となる資料を提出するものとする。 

・受注者は、監督員の指示に基づき、発注者が行う積算業務に必要な見積（見積条件、見積根拠含

む）を作成、提出するものとする。 

（４）関係機関との協議資料作成支援 

・受注者は、発注者が行う地元及び関係行政機関との協議、学識経験者への意見聴取の資料につい

て、施工の観点からの助言や、技術情報の提供により支援を行う。 

（５）設計調整協議 
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・受注者は、発注者及び設計者と設計に関する調整協議を行う。協議回数は６回程度とし、監督員

が指示する場合は管理技術者が出席するものとする。 

・受注者は、設計調整協議に必要な技術情報の提供など、必要資料の作成を行うものとする。 

（６）業務内容の追加 

・技術協力業務を遂行するうえで追加調査など業務内容を追加する必要が生じた場合は、発注者と

受注者で協議の上、実施するものとする。 

（７）その他業務の実施に係る事項 

①一般事項 

・受注者は、設計者が行う設計等に対し、自らの技術と経験に基づく技術協力を行う。その際には、

社会情勢を踏まえた建設需要の状況や、技能労働者の不足等の状況も考慮し、工期遵守(工期短

縮)や費用対効果の高い提案を行うことなどにより、多様な観点から本事業価値の向上に貢献す

るよう努めること。 

・受注者は、設計者が行う設計等が滞りなく進捗するように、相互の意見を調整しながら技術協力

を行うこと。 

・受注者は、設計者との意見調整が困難又は長期間を要することが明らかな場合や、見解の相違が

あり確認を要する場合は、各者が共同して発注者にその状況を報告するとともに、発注者、設計

者、受注者が協力して意見調整を行い、その解決に当たるものとする。 

②適用基準 

・別添資料「赤羽台情報発信施設設計等業務特記仕様書」に記載の適用基準による。 

 

８．秘密保持 

本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監

督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この

際の事務所及び什器使用料は無償とする。 

（１） 機構が提供する具体地区及び団地等に関連する資料 

（２） 本業務に関連する個人情報 

 

９．成果物 

本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用し

てはならない。 

(１) 報告書（全文） 原稿一式 印刷製本 (10部) 

(２) 報告書（要約） 原稿一式 印刷製本 (１部) 

(３)  上記（１）～（２）に関する原図一式及び電子データ 一式(作成ソフトによるオリジナルデ

ータ、報告書形式等のＰＤＦによるデータ)（CD又は DVD） 

成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。 

成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)」に

適合する物品を使用すること。 

 

10．業務中の安全確保 

受注者は、現場作業中における安全の確保を全て優先させ、常に現場作業中の安全に留意し現場

管理を行い、災害防止を図ること。また労働安全衛生関連法令に基づく措置を常に講じなければな

らない。なお、現場作業中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに指示者が指

示する様式で、指示する期日までに事故報告書を提出しなければならない。 
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11．その他 

（１）本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協

議等のうえ実施するものとする。 

（２）本業務に必要な機構所有資料は貸与する。 

（３）現存する床工法と試験体の詳細等については閲覧資料を確認すること。 

（４）本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には業務完了後業務成績評定を通知する。   

付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 

（５）受注者が提出した技術提案又はその技術情報に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）があった場合は、その契約不適合が原因となり発生した設

計の契約不適合については受注者が責任を負うものとし、技術提案又はその技術情報の設計への

反映に契約不適合があった場合は、設計者が責任を負うものとする。 

以 上  

 



 

技術提案を求める内容 

 

 

評価項目 評価基準 配点 

Ⅲ
 

業
務
理
解
度
等 

(1)業務（事業）理解度 

①業務（事業）の理解度（本施設計画の特性

を踏まえた提案項目を検討する上での留

意事項、創意工夫点等についての所見） 

５ 

(2)実施体制 
②発注者及び設計者とスムーズな連携を図

るための体制と実施方針 
５ 

Ⅳ
 

提
案
項
目 

【設計段階】 

(1)木造の効果的な活用に

関する技術等提案 

【実施設計に必須の技術】 

①RC造と木造の混構造における木造の主要

構造部（柱・梁）に必要な技術 

２０ 

【実施設計にて選択可能な技術】 

②その他構造部（壁・床）及び内装材におけ

る木造・木質化技術 

１０ 

【施工段階】 

(2)品質確保と工期遵守（工

期短縮）に関する提案 

③品質確保に向けた取組み １０ 

④工期遵守（工期短縮）に向けた取組み １０ 

⑤工事の影響抑制に関する取組み １０ 

【維持管理段階】 

(3)維持管理に関する提案 

⑥木造及び木質化部位の効率的な維持管理に

向けた取組み 
１０ 

⑦都市木造建築物の普及促進に向けた取組み １０ 

【価値向上】 

(4)計画の経済合理性及び

社会性の向上に関する

自由提案 

⑧多様な観点からの提案 １０ 

合計 １００ 

・原則として、各評 価項目の配点に４段階の評価に応じた係数（0.0～1.0）を乗じたものを

点数とする。 

「 点数 ＝ 配点 × 係数（0.0～1.0） 」 

・各評価委員の点数の合計点が高い者から順位を付け、最も優れた技術提案書を選定する。 

 

  

別紙３ 



 

技術提案書の作成要領 

 

 

１ 総則 

技術提案書の用紙サイズは、求める技術提案毎に定めるものとし、片面使いとする。全体の用

紙枚数は表紙を除き、合計１５枚以内とすること。また、表紙（別紙様式１）及び特許工法提案

書（別紙様式２）を除き、技術提案書、説明図及び説明書類には会社名等を記載しないこと。 

 

２ 求める技術提案 

（1）次に掲げる技術提案について、指定の用紙枚数の範囲内で記述すること（様式任意）。な

お、各資料に表題（番号と求める技術提案）を必ず記入すること。文字の大きさは 10ポイン

ト以上（イラスト等に含まれる文字はこの限りではないが、判読が困難である場合は当該部

分を評価できないことがある）とする。 

 

番号 求める技術提案 用紙ｻｲｽﾞ 用紙枚数 

Ⅲ-① 業務（事業）理解度 
Ａ３ 

１枚 

※Ⅰ-①とⅠ-②を併せてＡ３版１枚に記載 Ⅲ-② 実施体制等 

Ⅳ-① 
RC造と木造の混構造における木造の主

要構造部（柱・梁）に必要な技術 
Ａ３ 

２枚 

※特許工法等を使用する場合は別紙様式２
（特許工法提案書）を併せて提出 

Ⅳ-② 
その他構造部（壁・床）及び内外装材

における木造・木質化技術 
Ａ３ １枚 

Ⅳ-③ 品質確保に向けた取組み Ａ３ １枚 

Ⅳ-④ 工期遵守（工期短縮）に向けた取組み Ａ３ １枚 

Ⅳ-⑤ 工事の影響抑制に関する取組み Ａ３ １枚 

Ⅳ-⑥ 
木造及び木質化部位の効率的な維持管

理に向けた取組み 
Ａ３ １枚 

Ⅳ-⑦ 
都市木造建築物の普及促進に向けた取

組み 
Ａ３ １枚 

Ⅳ-⑧ 多様な観点からの提案 Ａ３ １枚 

Ⅰ 工事費 Ａ３ 
１枚及び 

別紙様式３(工事費提案書) 

Ⅱ 工期 Ａ３ 
１枚及び 

別紙様式４(工程計画) 

計 Ａ３ １２枚 

 ※Ⅳ-①～⑧については、指定の用紙枚数に加えて、必要に応じて説明図、説明書類を参考添付

することができる。説明図、説明資料は任意様式Ａ３判片面で合計３枚以内とし、参考添付

資料である旨を明記すること。 

 

 

 



（2）各技術提案について、以下の点に留意して提案を行うこと。 

・「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事 建築計画概要書」、および「現場説明書」の内容を踏

まえ、関係法令を満たす提案とすること。 

・完成期限内に完成・引渡しを行うことを前提とした提案を行うこととし、そのために提出者

が持つ知的財産や独自の技術等を活用する場合は、具体的に当該技術等の名称等を用いて提

案することができる。 

・文書を補完するための最小限の写真、イラスト及びイメージ図並びにスケッチを記載又は貼

付することができる。 

・提案内容は具体的なものとし、抽象的な提案は評価しない。 

 

（3）技術提案別の作成要領と留意事項 は以下のとおり。 

 

□「Ⅲ-①②」について 

・様式は自由とし、(1)(2)の内容を以下に従い、Ａ３判１枚にまとめて記載すること。 

(1)業務（事業）理解度 

・本工事を確実に遂行するために必要となる工夫・提案を行う上で、本工事の計画の特性

（情報発信施設の目的や狙い、混構造（RC造と木造）であること、近接工事があるこ

と、団地内工事であること、等）を十分に理解されているか評価するため、「Ⅳ 提案項

目」の技術提案を検討する上での留意事項、創意工夫点等について所見を示すこと。 

(2)実施体制等 

・実施設計における発注者及び設計者とのスムーズな連携を図るための技術協力体制、本

工事を確実に遂行するための施工体制の妥当性を評価するため、技術協力業務の取組体

制、本工事を確実に履行するための施工体制や、それぞれの進め方等の実施方針、及び

留意すべきと考える点を示すこと。 

・技術協力業務段階、工事施工段階のそれぞれについて、実施にあたってのチーム編成、

特徴及び各担当者の能力・実績・資格等を記載すること。 

・評価には別紙様式４「工程計画」の内容も含むものとする。 

 

□「Ⅳ-①～⑧」について 

・様式は自由とし、提案項目ごとに以下に従い、記載すること。 

・提案内容については、具体性、実現性があるものとし、安全性、近隣への配慮にも十分考

慮するとともに、特筆すべき事項は記述すること。 

・各項目の提案内容がそれぞれ整合のとれた内容にすること。 

 

(1)木造の効果的な活用に関する技術等提案 

①ＲＣ造と木造の混構造とする上で必要な耐火木造技術の活用や計画上の工夫 

（Ａ３判１枚）  

・耐火建築物として確認申請ルートＡによる申請手続きとすることを前提に、情報発信施

設として魅力的な空間を創造すること、かつ都市木造建築物の魅力を表現することがで



きる耐火木造技術（ＲＣ造部との接合技術含む）について、効果的、かつ合理的な提案

を総合的に評価する。 

・そのため、基本計画で想定される耐火性能、内装制限などの条件を明示した上で、「柱及

び梁に採用する木造・木質化技術(RC接合部含み、PLAZA部については屋外での木現しと

する技術が必要）」について以下の項目を具体的に提案すること。 

・採用を提案する工法・技術の内容、及び標準コスト 

・採用を提案する理由 

・提案する工法の採用における計画上の工夫や留意点 

・ＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技術的特徴や工夫 ※ 

※将来のＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技術的特徴や工夫があるものについては加

点する。 

・独自の特許工法等の活用を提案する場合は、技術資料（別紙様式２）を添付すること。 

②その他構造部（壁・床）及び内外装材における木造・木質化技術の活用や計画上の工夫 

（Ａ３判１枚） 

・情報発信施設として魅力的な空間を創造するため、展示空間等を木材現しにより構成す

る工法や技術が必要となる。また木材利用促進の観点から現しに限らず木材を利用する

ことも有益となる。①の主要構造部の提案と整合し、かつ外装や各諸室の特性に応じて

選択可能な木造・木質化技術について、効果的、かつ合理的な提案を総合的に評価す

る。 

・基本計画で想定される耐火性能、内装制限などの条件を明示した上で、 

Ａ：その他構造部（壁・床）に関連する木造・木質化技術 

Ｂ：外装、標本箱フレーム（庇・袖壁）に係る木質化（木材利用）技術 

Ｃ：その他木現しに限らず木材利用を促進する技術 

の各項目について以下の項目を具体的に提案すること。 

 ・採用を提案する工法・技術の内容、及び標準コスト 

 ・採用を想定する部位とその理由 

 ・提案する工法の採用における計画上の工夫や留意点 

・ＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技術的特徴や工夫 ※ 

※将来のＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技術的特徴や工夫があるものについては加

点する。 

・独自の特許工法等の活用を提案する場合は、技術資料（別紙様式２）を添付すること。 

 

(2) 品質確保と工期遵守（工期短縮）に関する提案 

③品質確保に向けた取組み 

（Ａ３判１枚）  

・木造を含む混構造の特徴を踏まえ、木部材の品質管理や混構造接合部等の施工品質確保

の取組や留意点が的確であり、実現性が高く、効果的な提案を総合的に評価する。 

・工事中や出来栄えに影響する課題を抽出(明示）した上で、以下の項目について具体的に

提案すること。 



  Ａ：木部材の品質管理に関する工夫、取組み 

  Ｂ：ＲＣ造と木造の取合い等施工品質の確保に関する工夫、取組み 

・その他、設計(技術協力）期間、及び工事期間中に想定される課題とそれに対する解決策

や対応方針等について具体的に提案すること。 

④工期遵守（工期短縮）に向けた取組み 

（Ａ３判１枚）  

・木造を含む混構造の特徴、モデル住戸を含む展示工事との調整、敷地条件、近接工事等

が的確に考慮され、実現性が高く、効果的な提案を総合的に評価する。 

・工期を順守する上でその影響が懸念される以下の事項について、その対応方策等を具体

的に提案すること。 

Ａ：混構造（ＲＣ造と木造）の施工手順等（資材、技術者の確保を含む） 

Ｂ：再現モデル住戸の躯体相当部の工事、及び展示工事との工程調整等 

Ｃ：敷地条件、近接工事等を考慮した施工方法等 

・その他、設計(技術協力）期間、及び工事期間中に想定される課題とそれに対する解決策

や対応方針等について具体的に提案すること。 

⑤工事の影響抑制に関する取組み 

（Ａ３判１枚）  

・敷地条件等が的確に考慮され、生活環境への影響の抑制について実現性が高く、効果的

な提案を総合的に評価する。 

・現場説明書共通仮設図のほか、敷地周辺の状況や法規制等の条件を踏まえた騒音、振動

及び粉塵等の抑制、並びに工事車両を減らす取組み等について具体的に提案すること。 

 

(3) 維持管理に関する提案 

⑥木造及び木質化部位の効率的な維持管理に向けた取組み 

（Ａ３判１枚）  

・木材の特徴、敷地条件等が的確に考慮され、実現性が高く、効果的な提案を総合的に評

価する。 

・混構造（ＲＣ造と木造）や木材の特徴を踏まえた効率的な維持管理に向けて、経年によ

る木造・木質化部位の劣化を想定し、建設時の使用材料や工夫、修繕や改修の方策や使

用材料、またそれらにより期待される効果を明記の上、以下の事項について具体的に提

案すること。 

Ａ：木造･木質化部位の耐久性向上に関する工夫、取組み 

Ｂ：木造･木質化部位のメンテナンス性向上に関する工夫、取組み 

Ｃ：その他、維持管理を効率的に実施する手法等 

⑦都市木造建築物の更なる普及に向けた取組み 

（Ａ３判１枚）  

・都市木造建築物の課題認識が的確であり、その検証の重要度（社会貢献度）が高い提案

を総合的に評価する。 



・都市木造建築物の普及を促進するために本施設で検証することができる（すべき）技術

的事項について、本施設での実証実験の方策も含めて具体的に提案すること。 

・なお、本提案による維持管理費の増額に関しては上記⑥の評価には影響しない。 

 

(4) 計画の社会貢献度及び経済合理性の向上に関する自由提案 

⑧その他、多様な観点からの改善提案 

（Ａ３判１枚）  

・本施設の目的や特性を理解した上で、多様な観点からの改善方策を提案すること。 

・提案に当たっては、基本計画の課題とそれに対する改善策など、具体的に提案するこ

と。ただし、以下の変更は認めない。 

 ・ＲＣ造と木造の混構造を取りやめること（ＲＣ造と木造の範囲変更などは可） 

 ・建物高さを高くすること 

 ・配置、平面形状を大きく変更すること（10％程度までの変更は許容する） 

 ・建物北側のＰＬＡＺＡ（ピロティ空間）を取りやめること 

 ・計画諸室の大幅な条件変更 

 

□「Ⅰ 工事費」について 

以下について、具体的に記述すること。また、工事費提案書については、別紙様式３を参

考に記述すること。 

なお、提案する工事費は、提案項目「Ⅳ-①～⑧」で提案した内容を含む工事費（提案する

工事費で提案項目「Ⅳ-①～⑧」の実施が可能な工事費）として提案すること。 

○工事費提案書（別紙様式３）  

・事業者としての工事費、及びその内訳（工事種目ごとの工事費）  

○主要工種のコスト計画に関する考え方 

○ライフサイクルコストを含めたコスト縮減に有効な工夫、具体的方策及びその提案を実現

するための手法等 

○工事期間を通じて、提案した総工事費内での工事実施を実現するためのコスト管理計画・

取組体制・手法等（予期しない工事費変動への対応を含む） 

 

□「Ⅱ 工期」について 

以下について、具体的に記述すること。また、工程計画については、別紙様式４を参考に

記述すること。 

なお、提案項目においては、その具体性、実現性、安全性、近隣への配慮にも十分考慮す

るとともに、特筆すべき事項は記述すること。 

○全体の工程計画（別紙様式４）  

・調査、施工技術検討、建設工事の工程  

・調査、工事の完成期限（期間、完了日について記載） 

・準備工事段階からの工程とし、試運転、受電、各種検査期間・性能検証期間等についても

表現すること。また、クリティカルパスを太線・赤線で表示すること。 

〇全体の工程計画の考え方、主要工種の工期の考え方、 



〇近接工事（ＵＲ賃貸住宅建設工事、保存住棟改修工事）、関連工事（施設内展示物設置工

事）に対する配慮事項や対応方針 

○工期短縮に有効な工夫、具体的方策及びその提案を実現するための手法等（評価項目Ⅱ-

③と整合すること。） 

○工事期間通じて、提案した工期を確実に遵守するための工程管理計画や管理体制等※ 

※ 技術協力段階、工事施工段階の業務スケジュールの概略を提示し、各段階で行う具体

的な業務内容や想定される課題と解決策、予期しない事態（工期の長期化等）への対

応方針等を記述すること。 

 

 

以 上 

  



別紙様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

技術提案申請書 

 

年  月  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  田島 満信  殿 

 

         住    所 

         商号又は名称 

        代表者指名 

 

 

技術提案書の提出について 

 

 

 令和○年○月○日付で公告のありました「（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事」に係る

技術提案書を、下記のとおり提出します。 

  

記 

 

１ 提出書類 

①  業務理解度等に関する資料    （  枚） 

②  提案項目に関する資料(別紙様式２「特許工法提案書」含む) （  枚） 

③  工事費(別紙様式３「工事費提案書」含む)   （  枚） 

④  工期(別紙様式４「工程計画」含む)   （  枚） 

 

２ 主たる構造に関する特許工法使用の有無  有・無  

 

３ 連絡先 

  担当者名・役職  

  氏名 

  住所 

  電話番号 

  ＦＡＸ 

  メールアドレス 

 

 ※技術提案書の提出にあたり、優先交渉権者として選定された後、価格等の交渉結果が不成立

となった場合、設計業務費用は当社の負担となることを承諾のうえ申請します。 



別紙様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許工法提案書 

 

年  月  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  田島 満信  殿 

 

         住    所 

         商号又は名称 

        代表者指名 

 

特許工法提案書の提出について 

 

 

 主たる構造に関して、当社の持つ特許工法を使用したく、下記のとおり提出します。 

 

 

記 

 

1.特許工法名 ○○○○に関する○○○○工法 

2.特許番号 

（特許証の写しを添付） 
特許第○○○○○○○号 

3.特許権者名 ○○○○株式会社 

4.登録日 平成○年○月○日 

5.特許工法の適用範囲 

（必要に応じて概略図 

等の添付も可） 

 

6.対象工事費 

（別紙様式 3 に 

詳細内訳を記載） 

○○億円（消費税及び地方消費税を除く） 

7.同特許工法実績件名 

（契約書、工事費内訳の

写しを添付） 

○○○○建設工事 

  ※7の特許工法実績は過去 10年以内の実績１件でよい。 

 



■工事費提案書

項目

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

技術協力業務費

工事費＋技術協力費

別紙様式３

（　㎡単価　）　　

建設工事費　　　計

共通費　　　  計

直接工事費  計

Ⅰ．工事費

直
接
工
事
費

１．建築工事

１．１３　塗装 

技術協力費合計  （Ⅱ）　 （税抜）

２．設備工事

１．１５　ﾕﾆｯﾄ及びその他 ※ａ

種
目

種
目

２．１　電気設備

１．１０　屋根・とい・金属

１．１　仮設工事

２．４　ガス設備

１．３　鉄筋

技術協力費合計  （Ⅱ）　 （税込）

事業者としての工事費上限額（提案工事費）及びその実現のための取組に関する提案
提案工事費※１
（単位：千円　税

抜）

施設概要
（構造・規模・仕様等）

１．４　コンクリート

１．５　型枠

１．６　木造

１．１２　建具工事

１．９　石・タイル・木

１．１１　左官

１．７　既製コンクリート

２．２　機械設備

２．３　昇降機設備

工事費合計  （Ⅰ）　 （税込）

工事費合計  （Ⅰ）　 （税抜）

Ⅱ．技術協力業務費

１．１４　内外装

１．２　土工・地業

注意事項
※１：提案工事費について、工事費、技術協力業務費の各合計額は工事契約・技術協力業務契約の条件とし、発注者の提示する上限額を下回ること。
※ａ：その他には、上記の各項目に見込むことが困難な項目を計上すること。
※その他必要に応じて、欄を追加すること。（複数ページに渡ってもよい）

工事費＋技術協力費合計  （Ⅰ＋Ⅱ）　 （税込）

１．８　防水

工事費＋技術協力費合計  （Ⅰ＋Ⅱ）　 （税抜）



別紙様式４

■工程計画

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※バーチャート工程表で作成すること。
※各業務（建設（工事施工））の期間・完了日を記載すること。建設の完了日は、完成期限、引き渡し日とする。

○○年度

　　　　業務

　　　　年度　　　 ○○年度 ○○年度

工
事

建築工事等

（準備工事、山留工事、土工事、地
下躯体工事、地上躯体工事、外装
工事、内装工事、試運転調整、検
査等について記載）

機械設備工事

電気設備工事

※必要に応じて項目を追加すること。

そ
の
他



■評価項目

評価項目 具体的評価内容 配点

(1)業務（事業）理解度 ①本工事を確実に遂行するために必要となる工夫・提案を
行う上で、本工事の計画の特性（情報発信施設の目的や狙
い、混構造（RC造と木造）であること、近接工事があるこ
と、団地内工事であること、等）を十分に理解されている
か評価する。

５点

(2)実施体制等 ②実施設計における発注者及び設計者とのスムーズな連携
を図るための技術協力体制、本工事を確実に遂行するため
の施工体制、およびそれぞれの実施方針や留意事項の妥当
性を評価する。

５点

【実施設計に必須となる技術】
①RC造と木造の混構造とする上で必要な耐火木造技術の活
用や計画上の工夫

⇒耐火建築物として確認申請ルートＡによる申請手続きと
することを前提に、情報発信施設として魅力的な空間を創
造すること、かつ都市木造建築物の魅力を表現することが
できる耐火木造技術（ＲＣ造部との接合技術含む）につい
て、効果的、かつ合理的な提案を総合的に評価する。加え
て、将来のＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技術的特徴や
工夫があるものについては加点する。

２０点

【実施設計にて選択可能な技術】
②その他構造部（壁・床）及び内外装材における木造・木
質化技術の活用や計画上の工夫

⇒情報発信施設として魅力的な空間を創造するため、展示
空間等を木材現しにより構成する工法や技術が必要とな
る。また木材利用促進の観点から現しに限らず木材を利用
することが有益となる。①の主要構造部の提案と整合し、
かつ外装や各諸室の特性に応じて選択可能な木造・木質化
技術について、効果的、かつ合理的な提案を総合的に評価
する。加えて、将来のＵＲ賃貸住宅への活用を想定した技
術的特徴や工夫があるものについては加点する。

１０点

③品質確保に向けた取組み

⇒木造を含む混構造の特徴を踏まえ、木部材の品質管理や
混構造接合部等の施工品質確保の取組や留意点が的確であ
り、実現性が高く、効果的な提案を総合的に評価する。

１０点

④工期遵守（工期短縮）に向けた取組み

⇒木造を含む混構造の特徴、モデル住戸を含む展示工事と
の調整、敷地条件、近接工事等が的確に考慮され、実現性
が高く、効果的な提案を総合的に評価する。

１０点

⑤工事の影響抑制に関する取組み

⇒敷地条件等が的確に考慮され、生活環境への影響の抑制
について実現性が高く、効果的な提案を総合的に評価す
る。

１０点

⑥木造及び木質化部位の効率的な維持管理に向けた取組み

⇒木材の特徴、敷地条件等が的確に考慮され、実現性が高
く、効果的な提案を総合的に評価する。

１０点

⑦都市木造建築物の更なる普及に向けた取組み

⇒都市木造建築物の課題認識が的確であり、その検証の重
要度（社会貢献度）が高い提案を総合的に評価する。

１０点

【価値向上】10点
(4)計画の社会貢献度及び経済合理
性の向上に関する自由提案

…本施設の目的や特性を踏まえた
上で、社会性や経済性を向上させ
る積極的な創意工夫を求める。

⑧その他、多様な観点からの改善提案

⇒本施設の目的や特性が十分に理解され、実現性が高く、
効果的で実施設計への反映が可能な提案を総合的に評価す
る。

１０点

合　計　 １００点

Ⅲ
　
業
務
理
解
度
等

Ⅳ
　
提
案
項
目

【維持管理関連】20点
(3)維持管理に関する提案

…木造及び木質化した部位につい
ては、維持管理上の工夫も必要と
なる。効率的に維持管理を行うた
めの技術的事項、及び都市木造建
築物の更なる普及に向けて課題と
なる事項に対する取組みについて
提案を求める。

【施工関連】30点
(2)品質確保と工期遵守（工期短
縮）に関する提案

…木造を含む混構造という特殊性
から、品質確保と工程管理におい
て様々な創意工夫が必要となる。
また近接工事もあり、団地及び周
辺地域の生活環境への配慮も必要
となる。工事の影響を最小限とし
つつ、品質の確保を図り、工期を
遵守（工期短縮方策含む）するた
めの工夫について提案を求める。

【設計関連】30点
(1)木造の効果的な活用に関する技
術等提案

…木造建築物においては、耐火性
能を確保する一方で外装や内装等
の木質化も図りたいところ。建築
計画概要書における木造の効果的
な活用や、木質化の方策に関する
技術や計画上の工夫などの提案を
求める。



 

 

公     示  

 

 

特定建設工事共同企業体の競争参加資格審査申請書の受付について  

 

独立行政法人都市再生機構本部が発注する次の工事に係る特定建設工

事共同企業体の競争参加資格審査申請を次のとおり受け付けることとし

たので。公示する。  

令和２年７月１７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  田島  満信  

 

記 

 

１ 工  事 名  （仮称）赤羽台情報発信施設建設工事  

２ 工 事 場 所       東京都北区赤羽台１－４  

３ 工事の概要  建築規模：  鉄筋コンクリート造一部木造  

 地上４階地下１階建て  

 床 面 積： 約1,700㎡ 

 工事種別：  建築工事一式・電気設備工事一式・  

  ＥＶ設備工事一式  

４ 予 定 工 期 契約締結の翌日から令和５年２月 28日まで 

５ 申請書の受付等  

(1) 用紙の配布期   令和２年７月17日から令和２年８月５日まで  

間及び場所  

(2) 受付期間及び   令和２年７月17日から令和２年７月 29日まで  

場所  〒163-1382 東京都新宿区西新宿６－５－１  

 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03-5323-4906 

(3) 提 出 書 類         共同請負入札参加資格審査申請書、特定建設工事

共同企業体協定書及び委任状  

６ 特定建設工事共同企業体の構成基準  

(1) 構成員の数及    当機構東日本地区における令和元・２年度の競争  

び組合せ  参加資格について、建築工事Ａ等級の認定を受け

ている者どうし２社または３社の組合せとする。  

(2) 構成員の技術   イ 発注工事に対応する建設業法（昭和 24年法律第  

的要件       100号）の許可業種について、許可を有しての営

業年数が５年以上あること。ただし、相当の施工



実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支

障がないと認められる場合においては、許可を有

しての営業年数が５年未満であってもこれを同

等として取り扱う場合がある。  

ロ 共同企業体の代表者は、平成 22年４月１日から

公告日の前日までの期間に元請として完成後引

き渡しを済ませた同種建築物※１の施工実績を

有すること。（建設共同体の構成員としての実績

は、出資比率が 30％以上（２者）、 20％以上（３

社）の場合のものに限る。）共同企業体の代表者

以外の構成員については、下記に記載の条件※２

を満たすこと。  

※１ 同種建築物  

鉄筋コンクリート造又は鉄骨造と、木造の混構造で、延べ

床面積が1,200 ㎡以上の耐火建築物  

※２ 共同企業体の代表者以外の構成員の条件  

平成 22 年４月１日から公告日の前日までの期間に元請と

して完成後引渡しを済ませた「木造を含む建築物（面積等は

問わない）」の施工実績を有すること。  

ハ  発注工事に対応する建設業法の許可業種に係

る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者

を工事現場に専任で配置することができること。 

(3) 出 資 比 率          各構成員とも、30％以上（２者）、20％以上（３

社）の出資比率であること。  

(4) 代 表 者 要 件          代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能

力を有する者であって、かつ、出資比率が最大で

あること。  

７ 認定資格の有効期間  

認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者

にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。  

８ その他  

(1) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。  

(2) ６(2)に該当する工事経歴書を添付すること。  



別添１ 

特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き 

 

「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧

になって作成して下さい。 

なお、ご不明な点がございましたら首都圏入札課まで、お問い合わせ下さい。 

 

1. 共同請負入札参加資格審査申請書           ･･････････････････[様式 1] 

（1） 日付 

共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。 

（2） 建設工事共同企業体名 

構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。 

（例）㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合 

   「○○・△△建設工事共同企業体」となります。 

（3） 代表者住所、名称、氏名 

共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。 

（4） 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。 

（例）この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事（追加工事を含む）の共同施工

を行うため、･･････････ 

 

2. 特定建設工事共同企業体協定書            ･･････････････････[様式 2] 

（1） 第 1条第一号 ････工事名 

応募する工事件名を記載して下さい。 

※ 上記 1.（4）と同じ 

（2） 第 3条    ････事務所の所在地 

番地まで記載して下さい。 

（3） 第 5条    ････構成員の住所及び名称 

構成員全員（代表者を含む）の住所、名称（受任した支店等の場合はその支店等）を記載して

下さい。 

（4） 第 6条    ････代表者の名称 

企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。 

（5） 第 8条    ････構成員名称、出資の割合 

構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。 

各構成員の出資比率は 2者で構成される場合にあっては 30％以上、3者で構成される場合にあ

っては 20％以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。 

第 11条   ････取引金融機関 

企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。 
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3. 委任状                       ･･････････････････[様式 3] 

応募する工事件名を記載して下さい。 

 

4．工事経歴書 

 入札説明書の「4競争参加資格（6）(ﾛ)」による施工実績を記載して下さい。（任意様式） 

 

5．綴り方等 

作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を

添付する必要はありません。 

また、申請書は A４版で作成して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 出来上がりは A4版として下さい。 

② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さ

い。（裏側も同様） 

③ 各ページ間の割印の必要はありません。 

工事経歴書 

委任状（様式 3） 

 

協定書（様式 2） 

申請書（様式 1） 

委任状（様式 3） 委任状（様式 3） 委任状（様式 3） 申請書 

割印 

【注意】 

上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に

関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に

含めないで下さい。 
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（様式１） 

 

共同請負入札参加資格審査申請書 

 

令和  年  月  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  田島 満信 殿 

 

 

 

（共同企業体の名称）○○・△△建設工事共同企業体 

代表者 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                 印 

 

 

 

 

この度、連帯責任によって（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事（追加工事を含む。）の共同施工

を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争（指名

競争）入札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すべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

以 上 
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（様式２） 

 

特定建設工事共同企業体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

一 独立行政法人都市再生機構発注に係る（仮称）赤羽台情報発信施設建設工事（当該工事内容

の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。）の請負 

二 前号に付帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、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 当企業体は、  年  月  日に成立し、建設工事の請負契約の履行後３か月を経過す

るまでの間は、解散することができない。 

２ 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当

該建設工事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 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

○○県○○市○○町○○番地  ○○建設株式会社 

○○県○○市○○町○○番地  △△建設株式会社 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁

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

領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契

約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。 

○○建設株式会社  ○○％ 

△△建設株式会社  ○○％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとす

る。 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。 



別添１ 

（構成員の責任） 

第10条 各構成員は、建設工事の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 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、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。 

（決算） 

第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金

を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠損

金を負担するものとする。 

（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はできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日ま

では脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成

員が共同連帯して建設工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱

退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合によ

り分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生

じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控

除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

（構成員の除名） 

第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除

名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成

員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第２項から第５項までを準用

するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第２項

から第５項までを順用するものとする。 

（解散後のかし担保責任） 
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第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同

連帯してその責めに任ずるものとする。 

 

 

（協定書に定めのない事項） 

第20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。 

○○建設株式会社ほか１社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、

その証拠としてこの協定書○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。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 
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（様式３） 

 

委   任   状 

令和  年  月  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  田島 満信 殿 

 

 

（共同企業体の名称）○○・△△建設工事共同企業体 

共同企業体  住    所 

構 成 員  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

共同企業体  住    所 

構 成 員  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

 

私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との（仮称）赤羽台情報

発信施設建設工事（追加工事を含む。）契約について、下記の権限を委任します。 

 

受  任  者  住    所 

共同企業体代表  商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

記 

 

（委任事項） 

１ 見積及び入札について 

２ 契約に関すること 

３ 支払金の請求及び領収について 

以 上 

 

 

 

 

 


