
1

企画提案競技実施の公示

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

平成 30 年 6 月 15 日

独立行政法人都市再生機構

総務部長  佐藤 剛

１ 業務の概要

（1） 業務名称

ＢＰＲ推進プロジェクト支援業務（その３）

（2） 業務の目的

① 背景

一昨年度、機構では、顧客の立場に立ち情報技術（ＩＴ）を活用すること等に

よって業務プロセスを根本的に再構築し経営の効率化を追求するＢＰＲ

(Business Process Re-Engineering)を行うこととし、この取組みを進める「Ｂ

ＰＲ推進プロジェクト」を機構内に立ち上げ、賃貸住宅事業を対象に実施した。

プロジェクトの一環として、ＢＰＲ・業務プロセス改善に関する専門的知見を

有する事業者にＢＰＲ推進プロジェクト支援業務を請け負わせ、対象事業に関す

る各種調査を踏まえた改善対象テーマの抽出と各テーマに係る改善策が得られ

たところである。

また、昨年度、改善策の一部については実施し、成果を得たところであり、そ

の他更なる検討が必要なテーマについては、改善策の検討深化を継続的に行って

きたところである。

② 本業務の目的

（１）で検討を行ってきた改善策の中で、特にテーマ毎にプロジェクトチーム

を組成した上で、支援事業者の知見を活用し、強力に推進すべきとされた下記 4.

記載テーマについて、本業務により検討支援を行うことを目的とする。

（3） 業務内容

  ①電子決裁システム導入に向けての検討

機構において導入を検討している電子決裁システム導入に向けて以下の取組

を行う。

イ.既存の「法人文書管理システム」の活用の可否を含むＵＲにおける電子決

裁システムの全体像の検討

   （イ）「法人文書管理システム」の継続利用可否についての方針検討

（ロ）文書保存に関するルール整備等についての検討（※）

     （紙面文書、電子化された文書の扱いについて等）

（ハ）その他課題についての検討

ロ.電子決裁システム導入に係る機能一覧案の作成

ハ.電子決裁システム調達に係る仕様書作成

    ※なお、上記イ.（ロ）のルール整備に関する検討と相互に連携しつつ、機



2

構全体の文書管理ルール整備について機構自らが検討を行うが、この検討につ

いて受注者は機構の求めに応じ適宜助言を行う。

  ②新技術（ＲＰＡ等）活用の検討

機構における既存業務のうち、ＲＰＡ等の新技術の活用により効率化が見込ま

れる業務について、来年度以降の新技術の運用開始のため、以下の取組を行う。

イ.対象業務調査

ロ.対象とする業務の選定

（イ、ロについては、過年度に実施した業務調査の結果を確認するとともに、

機構により実施中の作業をサポート）

ハ.システム設計・構築及び試行

ニ.試行したシステムの評価及び改善策の検討

ホ.翌年度システム導入に係る調達準備

（4） 履行期間

契約締結日の翌日から平成 31 年３月 31 日まで（予定）

２ 競争参加資格

企画提案書の提出者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

(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。なお、第 331 条

第 1 項第 3 号「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ず

る者」についての詳細は、

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を
参照

(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

る者でないこと。

(3) 業務拠点が関東地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬

県）に存在すること。その旨を様式３「担当者を 1 人以上配置することが可能な本社、支

社、営業所等の有無」により証明すること。

(4) 企画提案書提出時点において平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構東日本地

区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定

された者であること。

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、企画提案書提出期限までに競争参加資

格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請書類の提出先は以下のとお

り。

＜競争参加資格の申請等の提出先＞

〒231-8315

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話：045-650-0189

参照ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/info.html

(5) 平成 20 年度以降に文書管理ルール策定、電子決裁システム導入等に関するコンサルタ
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ント業務又はＩＴを活用した業務効率向上プロジェクトの実施に関するコンサルタント

業務に関する業務１件以上有していること。

これについては様式２により、その旨を証明すること。その際は、業務に係る契約書等の

写しを添付することとするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、

表明した実績が事実と相違ないことを誓約する書面（任意書式に代表者印押印のこと）

を提出すること。

(6) 本業務の履行に関し、次の要件を全て満たす総括責任者（※１）及び実施責任者（※２）

をそれぞれ選任し、以下の①については参加表明書の提出者の団体と当該責任者との

雇用関係を証明する書面（任意様式に代表者印押印のこと）により、②については様式４

「選任予定の総括責任者の実績等」及び様式５「選任予定の実施責任者の実績等」によ

り、その旨を証明すること。

なお、③について、業務に係る契約書等の写しを添付することとするが、秘密保持契約

締結等により情報の開示が困難な場合は、表明した実績が事実と相違ないことを誓約す

る書面（任意様式に代表者印押印のこと）を提出すること。

① 参加表明書の提出者の団体に所属する者であること。

② 文書管理ルール策定、電子決裁システム導入等に関するコンサルタント業務又はＩＴ

を活用した業務効率向上プロジェクトの実施に関するコンサルタント業務に関する業

務の経験年数を総括責任者にあっては 5 年以上、実施責任者にあっては 3 年以上

有すること。

③ 平成 20 年度以降に文書管理ルール策定、電子決裁システム導入等に関するコン

サルタント業務又はＩＴを活用した業務効率向上プロジェクトの実施に関するコンサル

タント業務に関する業務を受注し完了した実績を１件以上有していること。

(7) 本業務の実施予定組織が ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性認証評価制度の認証を受けているこ

と、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けている

こと。その旨を様式６「認証に関する証明書」により証明すること。

（※1）総括責任者：業務に係る計画の作成、要因など業務遂行に必要な資源の調

達、業務体制の確立並びに予算、納期及び品質の管理を行い、業務が確

実に履行されるよう指揮監督を行う者

（※2）実施責任者：業務の進捗管理、機構との連絡調整等を行う者

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準

  企画提案競技説明書 別添４ 企画提案書提出者の選定基準のとおり

４ 企画提案書に求める内容

  企画提案競技説明書 別添５ 企画提案書作成要領のとおり

５ 企画提案を特定するための方法

提出された企画提案書について提出者による説明を実施し、企画提案書を評価

する。
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６ 評価内容等

（1） 企画提案書の提出者を選定するための評価

参加表明書の提出者の業務実績等を評価する。

（2） 企画提案書を特定するための評価

前提認識や方向性の理解、作業等方法や実施体制等についての効率性・実現可能

性及び説明技術並びにワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の認定等の状

況等を評価する。

７ 手続等

（1） 担当部署等

① 契約関係

〒231-8315

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話：045-650-0189

② 業務関係

〒231-8315

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー

独立行政法人都市再生機構 経営企画部 企画課

電話：045-650-0356（担当：福本・新保）

（2） 企画提案競技説明書等の交付期間及び交付方法

①交付期間：平成 30 年 6 月 15 日（金）から平成 30 年 6 月 26 日（火）までの土

曜日、日曜日及び祝日（以下「休日」という）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時の間は除く。）

②交付方法：交付場所にて交付する。

③交付場所：７(1)②の業務関係の担当部署

（3） 参加表明書の提出方法、提出期限及び場所

①提出方法：事前に７(1)②の業務関係の担当部署に連絡し、持参する。

②提出期限：平成 30 年 6 月 26 日（火）17 時 00 分まで

③提出場所：７(1)②の業務関係の担当部署

（4） 企画提案書の提出者の選定に係る通知日及び通知方法

①通 知 日：平成 30 年 6 月 29 日（金）(予定)

②通知方法：参加表明書に記載の業務拠点に書面を郵送

（5） 企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法

①提出期限：平成 30 年 7 月 12 日（木）17 時 00 分まで

②提出場所：上記(3)に同じ。

③提出方法：上記(3)に同じ。

（6） 企画提案書の説明日時、説明場所及び説明方法

①説明日時：平成 30 年 7 月 19 日（木）(予定)

②説明場所： 〒231-8315

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー
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独立行政法人都市再生機構 本社内

③説明方法：プレゼンテーション方式による。

（7） 企画提案書の特定に係る通知日及び通知方法

①通 知 日：平成 30 年 7 月 26 日（木）(予定)

②通知方法：企画提案書に記載の業務拠点に書面を郵送

（8） 再公募の実施

本件業務において、競争に参加する者が機構の関係法人１者であった場合は、

当該手続きを中止し、再公募を実施する。

８ その他

（1） 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） 契約書作成の要否：要

（3） 関連情報を入手するための照会窓口：7(1)に同じ

（4） ２(4)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も7(3)により参加表明書

を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合

であっても、企画提案書を提出するためには、企画提案書提出時点において、当

該資格の認定を受けていなければならない。

（5） 詳細は企画提案競技説明書による。

（6） 本企画提案競技参加に伴う費用負担は機構では一切行わない。また、提出物に

ついては返却しない。

以 上


