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「御船町古閑迫地区災害公営住宅建設工事」の企画競争に関する掲示

次のとおり技術提案書の提出を招請します。

平成 30 年３月５日（月）

独立行政法人都市再生機構 九州支社

支社長 西周 健一郎

１ 工事概要

(1) 工事名、工事内容及び工期

工 事 名 御船町古閑迫地区災害公営住宅建設工事

工事内容

・建物附帯工事：宅地整備工事

（整地工事、道路工事、給排水工事（各宅地まで）他）

・建物工事：木造（在来軸組工法）、戸建て、平屋建て、10 戸

     （主体建築工事、機械設備工事（ガス給湯設備工事含む）、電気設備工事、屋外工

事（外構工事、機械設備工事、電気設備工事）

工  期

平成 30 年５月 15日から平成 31 年４月 30 日（予定）

  一次指定工期 建物附帯工事：平成 30 年５月 15 日から平成 30 年 10 月２日（予定）

                ※建物附帯工事の検査・是正期間を含む。

   ※平成 31 年３月 22 日から工期末までの 40日間は、建物工事の検査・是正期間とする。

※工期は、工期短縮提案により変更となります。詳細は「説明書」参照。

(2) 工事場所 熊本県上益城郡御船町大字上野字橋ノ本６１５付近

(3) 工事の実施形態（詳細は説明書及び設計条件書を参照）

① 本工事は、技術提案書の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「同種工事の実績」、「実施

方針」、「地域貢献」、「設計提案」及び「コスト」、「工期短縮」に関する資料（以下、「資料」と

いう。）を受け付け、資料を評価して技術提案書の特定を行う、企画競争方式の工事である。

② 技術提案書が特定された者は、特定日の翌日（平成30年４月27日（予定））に当機構と「設計・

施工に関する覚書」を交換し、別冊設計条件書に記載する建物工事に係る基本・実施設計図書を

作成する。

また、平成30年５月14日（予定）に別冊設計条件書に記載する「建物附帯工事」を契約し、建

物工着手前までに完了（建物附帯工事の検査を含む）させる。

基本・実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建物附帯工事

契約を変更した工事請負契約(平成30年10月１日)を締結する。

なお、建物附帯工事の請負代金額（税抜き）は、「概算額における個別工事の構成比（内訳額

／概算額）」を受注者の参考見積額に乗じた額（千円止め）をもって機構が定める金額以下とし、

また、建物工事の請負代金額（税抜き）は、技術提案書の参考見積額から建物附帯工事の請負代

金額を差し引いた額以下にすることとする。

③ 基本・実施設計は、御船町と当機構との間で締結する業務実施契約その２の業務実施期間が「平

成30年10月まで」に延長されることを停止条件とする（平成30年3月（予定））。

④ 建物附帯工事及び建物工事は、御船町にて平成30年４月(予定)に開催される議会において本工

事に係る譲渡契約承認等を得て、御船町と当機構との間で譲渡契約締結することを停止条件とす

る。

  また、本工事は前記の譲渡契約に基づき、この説明書に定めるとおり、工事請負契約を締結し

た上で実施する。

  議会において、予算承認がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により、

工事請負契約を締結できない場合、当機構はこれによって受注者に生じた損害を賠償する責任を

負わないものとする。

  設計完了後、譲渡契約が行われない場合、作成した基本・実施設計は当機構が買取ることとし、

それに係る費用は別途当機構が定める額を上限額とし、協議により決定するものとする。著作権

の取り扱いについては、「基本・実施設計業務に係る確認書」第5条によるものとする。

⑤ 特定された者は、「設計・施工に関する覚書」に基づき基本・実施設計図書を作成し、その完

成を以って発注者に成果品を納品し、設計費の請求を行うものとする。その費用は、別途当機構
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が提示する工事費に対する設計費の割合に準じた額を上限とし、支払いは工事前払い金の中に含

むものとする。

２ 競争参加資格（詳細は説明書及び設計条件書を参照）

(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（会計実施細則については、「機構 HP→入札・

契約情報→入札心得・契約関係規程→契約関係規程等」を参照）。

(2) 当機構九州地区（山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄

県）における平成 29・30 年度の一般競争参加資格について、建築Ａ又は建築Ｂ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、当機構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

当該等級の再認定を受けていること。）。

(3) 当機構九州地区（山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖

縄県）に建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく建設業の許可を受けて本店、支店又は営

業所を設置していること。

(4) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が３年以上あること。

なお、土木工事業の許可についても併せて有していること（経常建設工事共同企業体の場合は、

構成員の 1者が満たせばよい。）。

(5) 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（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(6) 技術提案書及び資料の提出期限の日から技術提案書の特定の時までの期間に、当機構から本件

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。

(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業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。

(8) 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・契約関係規程→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）。

(9) 以下①・②のいずれかを満たす者

① 単独申し込みの場合

次のイ及びロに掲げる条件をすべて満たすこと（設計業者が一員となる場合も含む。）。

イ 施工実績：過去 15 年間に、元請として完成させ引き渡しを行った同種工事(※１)について、

ある１年間(※２)に５戸以上の施工実績を有すること（施工実績が共同企業体の場合は、構成

員として出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。

※１ 同種工事：木造（在来軸組工法）における平屋建以上の住宅建設工事。建物形式は戸

建、長屋、共同住宅を問わない。

※２ ある日から翌年の前日までの１年間。（例：H22.6.15～H23.6.14）

ロ 設計実績：ａ及びｂの実績を有すること又はａからｃの実績を有する者に設計を行わせるこ

とができること（設計共同体としての設計実績は、代表者のものに限る。）。

なお、ａからｃの条件を満たす者に設計を行わせる場合、当該者は申込者の一員（以下、共

同申込者）とし、共同企業体の一員とはしない。また、共同申込者は、同一工事において他の

申請者の共同申込者となること、及び、単独又は経常建設共同企業体として、重複して申し込

むことはできない。

ａ 一級、二級又は木造建築士事務所登録

ｂ 同種工事※１の設計（基本又は実施設計）実績。

ｃ 当機構九州地区における平成 29・30 年度の一般競争参加資格「建築設計」の認定を受け

ている者

② 経常建設共同企業体での申し込みの場合

次のイからハに掲げる全ての条件をすべて満たすこと。

イ 経常建設工事共同企業体として２(2)の資格を満たすこと。本工事の企画競争に参加を希望

する経常建設工事共同企業体は、技術提案書の提出に先立ち、当機構指定様式による「経常建

設共同企業体協定書」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
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する者として認定を受けなければならない。

経常建設工事共同企業体は、事前にシステム上の登録が必要なため、平成30年４月12日（木）

午後５時（必着）で当機構指定様式を持参又は書留郵便による郵送にて８(1)まで事前に電話

連絡の上、提出すること（経常建設工事共同企業体については、「機構 HP→入札・契約情報→

競争参加資格→経常建設工事共同企業体で登録を希望される場合」を参照。）。

なお、下記５の提出日までに申請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。

ロ 経常建設共同企業体に参加する構成員の同種工事の施工実績を合計して①イを満たすこと。

ただし、構成員毎に最低２戸以上の同種工事の実績を有すること。「１年間」は構成員毎に異

なる１年間でよい。

  ①ロについては、構成員の１者もしくは設計を行う者が満たすこと（設計共同体としての設

計実績は、代表者のものに限る。）。

ハ 共同企業体の構成員数は、２者とする。各構成員の出資比率は 30％以上とし、代表者の出資

比率は構成員中最大でなければならない。

(10) 配置予定技術者は、次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者（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。）を当該工事

に配置できること。ただし、建設業法第 26 条第３項及び建設業法施行令第 27 条第１項に該当す

る場合は、当該技術者は専任※とすること。配置予定技術者の変更は、原則として認めない。

※ 対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要

する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10 キロ程度の近接した場所において同一の建設業者

が施工する場合には、同一の専任の主任技術者（監理技術者においては、緩和要件なし。）がこれ

らの建設工事を（原則として２件程度）を管理することができる事とする。

・「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」（平 26.2.3 付国土建第 272 号）

① 配置予定技術者は、過去 15 年間に(9)①イに掲げる同種工事について２戸以上を元請として完

成させ引き渡し行った実績を有する者であること（経常建設工事共同企業体の場合、代表者が実

績を有する者であること。代表者以外の構成員の配置予定技術者は、過去の実績は問わない。）。

なお、構造・工法は、本工事にて申請者が技術提案書に提案する構造・工法と同じとする。

② 配置予定技術者は、競争参加希望者と申請時点において直接的かつ恒常的な雇用関係があるこ

と。

なお、本公募での恒常的雇用関係とは技術提案書の提出日に雇用関係があることをいう。

③ 経常建設工事共同企業体の場合は、共同企業体のすべての構成員が配置予定技術者を配員しな

ければならない。ただし、代表者以外の構成員の配置予定技術者が建設業法第 26条第 3 項及び建

設業法施行令第 27 条第 1 項に該当しない場合は、非専任の配置予定技術者とすることができる。

(11) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。

会社としての「かし処理体制」が整備されていること。

(12) 本工事では、特定後、受注者が積算内訳書を作成し、発注者と見積もり合わせを行うこととし

ており、積算内訳書作成に当たっては、建築積算士又は過去 10 年以内に「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。

(13) 次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

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及びを、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次の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、次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、次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

(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
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上記(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下記５により資料を提出するこ

とができる。この場合において、(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、

下記６(1)特定の時において(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

３ 企画競争に関する事項（詳細は説明書及び設計条件書を参照）

(1) 評価に関する基準

本工事の評価項目、評価基準及び配点は「評価項目・評価基準」のとおりとする。

(2) 技術提案書の特定方法

評価項目・評価基準の評価項目「参考見積」※１が「概算額」※２の範囲内で、評価点の合計

点が最も高い技術提案書を特定する。

※１ 参考見積：申請者が技術提案書と共に提出するもの（説明書を参照）。

※２ 概算額：機構が提示するもの。平成 30 年３月 13 日（火）以降に交付資料の申請のあった

者に閲覧させる（当初の交付資料には含まれていない。）。閲覧場所は、下記の８(２)又は

８(３)とし、事前に８(３)に電話連絡の上、場所・日時を確認すること。

なお、熊本市内で閲覧を希望する場合は、平成 30年３月９日（金）午後３時までに、８(３)

に電話連絡の上、閲覧時間を調整すること。閲覧は、平成 30 年３月 13 日（火）限定で熊本

市内にて行う。

４ 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法

設計図書等の交付を希望する場合は、別添の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付

期間内にＦＡＸにより申し込むこと。

ＦＡＸ受領日から3営業日後（土曜日及び日曜日は営業日として数えない。）までに、設計図書

等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、

下記問合せ先に確認すること。

なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。

【受付期間、申込先、送信先、問合先】

受付期間：平成30年３月５日（月）から平成30年４月12日（木）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９時30分から午後５時まで。ただし、平成30年４月12日（木）は、

午後４時までとする。

送 信 先：独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課

ＴＥＬ 092-722-1017、ＦＡＸ 092-722-1019

問合せ先：独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者

㈱ヤマイチテクノ

〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-2-12 R&Fセンタービル3F

ＴＥＬ 092-474-7677

５ 技術提案書の提出

① 提出方法：提出する日時及び希望する受付場所を３営業日前までに８(２)まで電話連絡で

予約のうえ、内容を説明できる方が持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。

当日は、当説明書を持参すること。

② 提出日時・場所：

＜熊本受付＞

平成30年４月12日（木）限定で、午前10時から午後３時まで（ただし、正午から午後1時の間

は除く。）。

提出場所は、熊本市内を予定しており、８(２)に記載の電話連絡時に熊本受付を希望した者に、

Ｅメールにて提出場所を通知する。

＜福岡受付＞

平成30年３月６日（火）から平成30年４月12日（木）までの土曜、日曜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時の間は除く。）。

提出場所は、８(２)に同じ。

＜東京受付＞

平成30年３月６日（火）から平成30年４月12日（木）までの土曜、日曜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時の間は除く。）。

提出場所は、８(４)に同じ。
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６ 特定・非特定通知

(1) 技術提案書を提出した者のうち、３(２)により１者特定する。

技術提案書が特定（非特定）された者に対しては、特定された旨を電話連絡するとともに、書

面により（非特定者においては、その理由（非選定理由）と共に）通知（発送）する。

通知（発送）日は平成 30 年４月 26 日（木）とする。

(2) (1)の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（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を含まない。）以内に書

面（様式自由）を持参（郵送又は電送によるものは受け付けない。）することにより、発注者に

対して非特定理由について説明を求めることができる。

・受付場所：８(２)に同じ。

・受付日時：土曜日、日曜日を除く午前 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。）。

(3) (2)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（休日を含む）以

内に説明を求めたものに対し書面により行う。

７ その他

(1) 契約書

「機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契

約書等について→工事請負契約書」を参照。

(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 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。

(3) 支払条件 前金払 40％以内、中間前金払又は部分払（どちらか一方を選択）及び完成払。

(4) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本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

(5) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

22 年 12 月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合に

は、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などの取

組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するこ

ととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は

契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただき

ますので、ご了知願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただ

けない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願いま

す。

① 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

ア 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。

イ 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。

② 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、

契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

ア 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当機構にお

ける最終職名

イ 当機構との間の取引高

ウ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当

する旨。

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

エ １者応札又は１者応募である場合はその旨

③ 当機構に提供していただく情報
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ア 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構におけ

る最終職名等）

イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

④ 公表日

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内。

(6) 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。

(7) 技術提案書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止

を行うことがある。

(8) 当機構が取得した文書（例：競争参加資格確認申請書等）は、「独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、開示請求者（例：会社、個人等「法人・

個人」を問わない。）から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等

を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。

(9) 受注者は、工事請負契約締結時に、「個人情報等の保護に関する特約条項」を同日付で締結する

ものとする。

(10) 詳細は説明書による。

(11) 本工事に関連する見積合わせについては、下記８（1）にて実施することとし、日時等の詳細は、

特定された者に対して別途連絡する。

８ 問い合わせ先等

(1) 入札・契約、平成 29・30 年度の一般競争参加資格の認定に関すること

〒810-8610

福岡県福岡市中央区長浜２-２-４

独立行政法人都市再生機構 九州支社

総務部 経理課 電話092-722-1084

(2) 公募全般に関すること

〒810-8610

福岡県福岡市中央区長浜２-２-４

独立行政法人都市再生機構 九州支社

住宅経営部 工務・検査課 電話092-722-1129

(3) 設計内容に関すること

〒163-1382

東京都新宿区西新宿６-５-１新宿アイランドタワー17階

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

技術監理部 設計第２課 電話03-5323-3149

(4) 技術提案書＜東京受付＞の提出に関すること

〒163-1382

東京都新宿区西新宿６-５-１新宿アイランドタワー17階

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

技術監理部 工務課 電話03-5323-2437

以 上
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（別添）

【ＦＡＸ専用(092-722-1019)】

平成  年  月  日

独立行政法人都市再生機構宛

設計図書等交付申込書

下記工事の設計図書等を申し込みます。

工事件名 御船町古閑迫地区災害公営住宅建設工事

申
込
者

会 社 名※

住   所

（配送希望の場合）

〒   －

電話番号※

メールアドレス※

担当者名※

備考

1
設計図書は、配送を希望します。

（＊送料は着払い）

2 設計図書は、  月  日に来社し、受領します。

どちらかに○を付けてください。

そ
の
他

特定の配送日を指定する場合等は、こちらにご記入ください。

※欄は、漏れなく記入してください。

※配送希望の場合、送付費用は申込者の負担となります。（着払いにて発送）

（注意）図面等の発送及び引渡は、ファックス受領日の翌日以降となります。

申込先：独立行政法人 都市再生機構 九州支社 経理課

         TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019

問合先：独立行政法人 都市再生機構 九州支社

業務受託者 (株)ヤマイチテクノ

          TEL 092-474-7677

※ 図面等の交付は、建設会社に限らせていただきます。


