
公募型競争入札方式に係る手続開始の公示【電子入札対象案件】 

（総合評価方式による契約方式） 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建築工事を除く）） 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 

 

令和３年１月７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 

 東京都新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー 

 

◎調達機関番号599 ◎所在地番号13 

 

１ 業務概要 

(1) 品目分類番号 42 

(2) 業 務 名     令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉

エリア） 

(3) 業務内容  

   千葉・茨城・神奈川・埼玉エリアにおいて、建築基準法（以下、法という）第86条第1項及

び第2項または、法第86条の２各項の規定に基づく認定により整備された団地の全域を対象と

し、現況調査・認定基準への適合性の確認を行い、一団地認定基準適合性調査報告書等の作

成を行うものである。 

   主な業務は以下の通りである。 

   ・一団地認定基準適合性調査 

   ・建築物現況調査 

 (4) 履行期限 契約締結の翌日から令和６年３月31日 

 (5) 本件は、参加表明書及び参加表明資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 

 (6) 本件においては、参加表明書の提出（ただし、資料は持参するものとする。）及び入札等

を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾

を得て紙入札方式に代えることができる。 

 

２ 指名されるために必要な要件 

（1）次の（ア）に掲げる資格を満たしている単体企業又は（イ）に掲げる資格を持つ設計共同体 

 （ア）単体企業 

   入札参加者に要求される資格は、次の①から⑤に掲げる資格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機構の東日本地区における平成31・32年度（令和元・２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）参加資格について、「建築設計」の業種区分の認

定を受けていること。 

③参加表明書（以下「表明書」という。）及び参加表明資料（以下「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ないこと。 

④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） 

 ⑤ 平成 22 年度以降に受注し完了した、以下に記載する業務（※１）の実績（元請に限る）



を１件以上有する者。 

※１：「業務」とは、以下のイ）またはロ）のいずれかに該当する実績をいう。 

イ）団地再生事業化検討等（団地（建築基準法第86条第１項から第４項又は建築基準法第

86条の2第1項から第3項（以下「一団地認定」）による共同住宅団地）において新築、増

築を行う事業で、基本計画検討業務又は基本設計業務若しくは一団地認定を取得するた

めの申請業務及び建物設計業務をいう。） 

ロ）事業化検討業務等（敷地に複数の建築物を新築、増築を行う事業で、基本計画検討業

務又は基本設計業務若しくは申請業務及び建物設計業務をいう。）  

（イ）設計共同体 

 （ア）に掲げる条件を満たしている者（（ア）の①から④についてはすべての構成員に必要 

な条件、（ア）⑤については代表者に必要な要件）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公示」（令和３年１月７日付東日本賃貸住宅本部長公示）により、東

日本賃貸住宅本部長から当業務に係る設計共同体としての競争参加の資格の認定を受けてい

る者であること。 

（2）以下の①～⑦に掲げる基準を満たす予定管理技術者、予定主任技術者及び予定担当技術者

を当該業務に配置できること（設計共同体の場合は代表者に必要な要件）。 

①  予定管理技術者の要件 

 一級建築士の取得後 5 年以上の実務経験のある者で、平成 22 年以降に完了した上記

(1)(ア)⑤に示す業務に従事したことが 1件以上ある者。 

②  予定主任技術者の要件 

  一級建築士の取得者で、平成 22 年以降に完了した上記(1)(ア)⑤に示す業務に従事した

ことが 1件以上ある者。 

③ 予定担当技術者は、一級建築士または建築基準適合判定資格者とする。 

④ 予定管理技術者、予定主任技術者の再委託は認めない。 

⑤ 予定管理技術者は予定主任技術者を兼任できない。 

⑥ 参加表明書に記載された予定管理技術者、予定主任技術者については変更を認めない。 

 ただし、変更の理由及び変更について、当機構が認めた場合はこの限りでない。 

⑦ 予定管理技術者及び予定主任技術者の雇用関係 

 配置予定管理技術者及び予定主任技術者は、参加表明書及び資料の提出期限日時点にお

いて当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合

は、虚偽の記載として取り扱う。 

 

３ 総合評価に関する事項 

（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 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 

価格評価点＝価格点×（１－入札価格／予定価格） 

 ③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 

技術評価点＝60×技術点／技術点の満点 

また、技術点の算出は、参加表明書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行

い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 

・企業の業務実績 

・予定管理技術者の経験及び能力 

・実施方針 

・評価テーマに関する技術提案 

   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」、「企業の業務実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、

及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ



作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記（1）によって得られる数値（以下

「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条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）担当本部等 

〒163－1382  

東京都新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

総務部首都圏入札課  

電話03－5323－4307  

（2）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

交付期間：令和３年１月７日(木)から令和３年１月25日(月) 

交付場所：当機構ホームページからのダウンロードにより交付する 

（3）仕様書の交付期間、場所及び方法 

交付期間：令和３年１月７日(木)から令和３年１月25日(月) 午後４時まで 

交付場所：〒163－1382  

     東京都新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー16階 

     独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

     住宅経営部保全企画課  

     本公告の日から上記の場所にて交付する。 

（4）参加表明書及び資料の受領期限並びに提出場所及び方法 

  ① 参加表明書の提出方法、期間及び場所 

提出期間：令和３年１月８日(金)から令和３年１月25日(月) 午後４時まで  

提出方法：電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の

承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が上記（3）に持参、又は

提出期間内必着とする書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送するものと

し、電送によるものは受け付けない。 

提出場所：電子入札システムで提出する場合は４(1)と同じ。 

紙入札による場合は４(3)と同じ。 

② 資料の提出方法、期間及び場所 

 提出期間：上記４（4）①と同じ。 

 提出場所：上記４（3）と同じ。 

 提出方法：電子入札システムにおいて参加表明書を提出後、内容を説明できる者が持参、又

は提出期間内必着とする書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送するもの

とし、電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の２営業日前までに、

提出場所にその日時について連絡するものとする。（電子入札システムによる場

合も持参又は郵送するものとする） 

（5）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

 ①  入札の日時及び入札書の提出方法 

入札日時：令和３年３月10日(水）午前10時から正午まで（予定） 

提出方法：電子入札システムにより提出すること。 

ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記４(1)に持参、又は提出期間内必着

とする書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送とすること。（電送による



ものは受け付けない。） 

③  開札の日時及び場所 

開札日時：令和３年３月11日(木）午前11時（予定） 

開札場所：東京都新宿区西新宿６‐５‐１ 

 新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室 

（6） 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

（7） 本業務において、手続きに参加する者が関係法人（関係法人が代表となる設計共同体を含

む）１者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。 

 

５ 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）入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 

② 契約保証金 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。 

（3）入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加

表明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。 

（4）落札者の決定方法 

上記３（2）による。 

（5）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）②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４（4）により参

加表明書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、本件の競争参加資

格の確認を受け、かつ、開札の時までに当該資格の認定を受けなればならない。 

この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 

（一般競争参加資格の申請） 

① 提出期間：令和３年１月７日（月）から令和３年１月14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（ただし、正午から午後１時の間は除

く。）まで 

② 申請方法：当機構HPを参照  https://www.ur-net.go.jp/order/info.html 

③ 問い合わせ先：上記４（1）と同じ。 

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた

者は、本競争に参加することができない。 

（6）次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該

法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を

参照すること。 

   ① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

   ② 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職  

    以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職しているこ 

    と 

（7）手続における交渉の有無 無 

（8）契約書作成の要否 要 

（9）関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ 

（10）詳細は入札説明書による。 

 

６ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity：Mitsunobu Tashima ,Director 

General of  East Japan Rental Housing Office / Urban Renaissance Agency 

(2) Classification of the services to be procured：42 



(3) Subject matter of the contract：Conformity survey of standards for certification of 

housing complexes,etc.（in Tokyo area.Focus complexes.）.   

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the 

qualification：4：00P.M. 25 January 2021 

(5) Time limit for tenders submitted by E-bidding: 10：00AM to noon,10 March 2021  

(6) Contact point for tender documentation：General Affairs Department, East Japan Rental 

Housing Office, Urban Renaissance Agency,19th floor,Shinjyuku Island Tower 

Building,6-5-1, Nishishinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 03-5323-4307 

以 上 

 

 

 

 



 

競争参加者の資格に関する公示 

 

令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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、次のとおり公示します。 

令和３年１月７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 

 

１ 業務概要 

（1）業 務 名     令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉

エリア） 

（2）業務内容  

   千葉・茨城・神奈川・埼玉エリアにおいて、建築基準法（以下、法という）第86条第1項及

び第2項または、法第86条の２各項の規定に基づく認定により整備された団地の全域を対

象とし、現況調査・認定基準への適合性の確認を行い、一団地認定基準適合性調査報告

書等の作成を行うものである。 

（3）履行期間   契約締結の翌日から令和６年３月31日 

 

２ 申請の時期 

令和３年１月７日(月)から令和３年１月25日(月) 午後４時まで（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、令和３年１月７日から令和3・4・

5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）において設計共

同体としての資格を得ようとする者に、当機構ホームページからのダウンロードにより交付す

る。 

（2）申請書の提出方法 

申請者は、申請書に令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈

川・埼玉エリア）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６－５－１ 新宿アイランドタワー16階 

     独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

     住宅経営部保全企画課 

（3）申請書等の作成に用いる言語 

  申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

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 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 機構の東日本地区における平成31・32年度（令和元・２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）参加資格について、「建築設計」の業種



区分の認定を受けていること。 

③ 参加表明書（以下「表明書」という。）及び参加表明資料（以下「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ないこと。 

④ 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） 

  

（2）業務形態 

  ① 構成員の業務分担が、業務の内容により、令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査

業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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、令和3・4・5年

度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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 

構成員において決定された代表者が、令和3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千

葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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「令和3・4・5年度一団地認定基準

等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）設計共同体協定書」及び「令和3・4・

5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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 

上記４(1)②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)②の

認定を受けていない構成員が４(1)②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)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに４(1)②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「令和 3・4・5 年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神

奈川・埼玉エリア）業務○○・××設計共同体」（注：○○・××は構成員の名称）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、「公募型競争入札に係る手続き開始の公示」

（令和３年１月７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 

 

貴機構東日本賃貸住宅本部で行われる令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・

茨城・神奈川・埼玉エリア）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 

 

 

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長 殿 

 

設計共同体名 令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エ

リア）△△・××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 



令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア） 

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 東日本賃貸住宅本部発注に係る令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・

茨城・神奈川・埼玉エリア）（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「適合性調

査等業務」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、令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈

川・埼玉エリア）○○【代表者・構成員名】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○○県○○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、適合性調査等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 適合性調査等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○

○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、適合性調査等業務の履行に関し、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 各構成員の適合性調査等業務の分担は、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、適合性調査等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。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。 

（業務途中における構成員の脱退） 

第 16条 構成員は、当共同体が適合性調査等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。 

（解散後の契約不適合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、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質

に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、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、上記のとおり令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・

茨城・神奈川・埼玉エリア）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 



令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア） 

△△・××設計共同体協定書第８条に基づく協定書 

 

令和 3・4・5年度一団地認定基準等適合性調査業務（千葉・茨城・神奈川・埼玉エリア）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。 

 

令和○年○月○日 

○○業務△△・××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 

 

 


