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簡易公募型競争入札方式に準じた手続きによる手続開始の掲示

（電子入札対象案件）

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。

平成30年７月11日（水）

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

本部長  吉田 滋

１ 業務概要

(1)業 務 名    下記のとおり（植物管理図面作成設計に係る業務件数 ６件）

業務番号 業務件名

① 平成３０年度アートヒル高根台他５団地植物管理図面作成設計

② 平成３０年度高洲第一他２４団地植物管理図面作成設計

③ 平成３０年度西菅田他２６団地植物管理図面作成設計

④ 平成３０年度幸手他３２団地植物管理図面作成設計

⑤ 平成３０年度藤の台他１８団地植物管理図面作成設計

⑥ 平成３０年度竹の塚第一他２５団地植物管理図面作成設計

(2)業務内容 上記団地における植物管理工事に用いる下記資料の設計業務

（詳細については別紙仕様書による）

①植栽数量表（帳票）

②植栽平面図（植物管理図）

(3)履行期間 平成30年９月上旬(契約締結の翌日)～平成31年３月11日(月)

(4)履行場所 別紙参照

(5)業務実施形態

本業務においては、資料の提出、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、「紙入札方式参加承諾願」を

提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。

紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」

https: //www.ur-net.go.jp/order/ の電子入札ページに掲載の「電子入札運

用基準」を参照すること。

２ 指名されるために必要な要件

(1)入札参加者に要求される資格

次に掲げるすべての条件を満たしている者であること。

① 参加表明者

イ 当機構東日本地区における平成29・30年度建設コンサルタント業務

等に係る一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、業種区分「土

木設計」の認定を受けていること。

ロ 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。

（ https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaiso
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ku280401.pdf を参照）

ハ 参加表明書及び資料の提出期限から開札の時までの期間に、当機構か

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

けていないこと。

ニ 平成20年度以降（平成20年４月１日から参加表明書受領期限まで）に

おいて公的機関（国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人又は地方

公共団体が設立した公社）が発注し完了した、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居

住中の世帯向け共同住宅団地における植物の管理図面作成設計業務、又

は都市公園等における植物の管理図面作成設計業務を１件以上有する

こと。

ホ 当機構東日本賃貸住宅本部管内に営業拠点を有する者であること。

ヘ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ず

る者でないこと。

（定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・

契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「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」

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudan

touteigi240117.pdf を参照）

② 配置予定技術者

配置予定の管理技術者については、次の条件を満たす者であること。

イ 下記におけるいずれかの資格又は実務経験を有する者であること。

・技術士（建設部門（都市及び地方計画、建設環境））

・RCCM（造園部門、都市及び地方計画部門、建設環境部門）

・１級又は２級造園施工管理技士

・造園設計における実務経験を７年以上有する者

ロ 上記①ニに定める業務における担当技術者（管理技術者及び照査技

術者を含む）としての経験を１件以上有する者であること。

ハ 参加表明書の提出期限日時点において、参加表明者と直接的な雇用

関係があること。また、「雇用関係」が確認できる資料を添付すること。

(2)入札参加者を選定するための基準

選定に係る評価基準は入札説明書による。

３ 入札手続等

(1)担当支社等

東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 新宿アイランドタワー19階

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

総務部首都圏入札課 電話 03-5323-2208（業務番号①・②）

03-5323-4307（業務番号③）

03-5323-2576（業務番号④）

03-5323-4322（業務番号⑤）

03-5323-2425（業務番号⑥）
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(2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び場所

交付期間：平成30年７月11日（水）から平成30年７月27日（金）まで

交付場所：当機構ホームページからのダウンロードとする

(3)参加表明書の提出期間、提出場所及び方法

提出期間：平成30年７月11日（水）から平成30年７月27日（金）までの土

曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後４時まで

提出場所：東京都新宿区西新宿６丁目５番１号

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

住宅経営部環境整備課 電話03-5323-4437

提出方法：あらかじめ提出日時を前日までに連絡のうえ、内容を説明でき

る者が持参するものとし、あわせて電子入札システムにて

参加表明を行うこと。（やむを得ない事由により、発注者の

承諾を得て紙入札による場合は、すべての書類を持参する

こと。）郵送又は電送によるものは受け付けない。

(4)参加表明書を提出できる者の範囲

参加表明書を提出する時において、２(1)①イに掲げる競争参加資格の認定

を受けている者とする。

なお、参加表明書提出時に上記一般競争参加資格の認定を受けていない者

も参加表明書を提出できるが、競争に参加するためには、開札の時までに当

該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。

提出期間：平成30年７月11日（水）から平成30年７月20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（た

だし、正午から午後１時の間は除く）まで

問合せ先：上記３(1)に同じ

(5)入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法

① 入札の日時、場所及び方法

日  時：業務番号①・②・③・④ 平成30年９月３日（月）

                 午前10時から正午まで

業務番号⑤・⑥     平成30年９月５日（水）

            午前10時から正午まで

場  所：〒163-1382 東京都新宿区西新宿6 丁目5 番１号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ

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

入札方法：電子入札システムによること。ただし、支社長の承諾を得た場

合は、持参または郵送（書留郵便に限る）により提出すること

（電送によるものは受け付けない。）。

② 開札の日時、場所及び方法

日  時： 業務番号① 日時：平成30年９月４日（火）10時00分

業務番号② 日時：平成30年９月４日（火）11時00分

業務番号③ 日時：平成30年９月４日（火）13時30分
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業務番号④ 日時：平成30年９月４日（火）14時30分

業務番号⑤ 日時：平成30年９月６日（木）13時30分

業務番号⑥ 日時：平成30年９月６日（木）14時30分

場  所：〒163-1382 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号

新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ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

開札方法：開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に 関

係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札

を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会う

こと。（電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは

不要。）

４ その他

(1)手続において使用する言語及び通貨 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

本掲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

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成16年独立行政法人都市再生機構

規程第４号）第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(5)手続における交渉の有無 無

(6)契約書作成の要否    要

(7)問い合わせ先

① 参加表明書及び資料について

東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 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

住宅経営部環境整備課 電話03-5323-4437

② 平成29・30年度の競争参加資格について

３(1)に同じ。

(8)詳細は入札説明書による。

(9)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
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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

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

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。

① 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

② 当機構との間の取引高

③ 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

④ １者応札又は１者応募である場合はその旨

3)当方に提供していただく情報

① 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）

② 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

以 上
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（別紙）履行場所

業務番号①：平成３０年度アートヒル高根台他５団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 千葉西 アートヒル高根台 船橋市高根台 1-1 ほか 452,483

2 千葉西 習志野台 船橋市習志野台 3-5 ほか 148,645

3 千葉西 行田 船橋市行田 2-2 ほか 110,599

4 千葉西
浦安 NC 美浜西エステー

ト
浦安市美浜 2 62,368

5 千葉西 ゆりのき台ライフタワー
八千代市ゆりのき台 4-5

ほか
9,787

6 千葉西 行田第二 船橋市行田 3-2 1,037

計 784,920
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業務番号②：平成３０年度高洲第一他２４団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 千葉 高洲第一 千葉市美浜区高洲 2 ほか 299,480

2 千葉 成田 NT 加良部五丁目 成田市加良部 5-3 ほか 58,253

3 千葉 成田 NT 加良部四丁目 成田市加良部 4-25 25,357

4 千葉 サニータウンにれの木台
千葉市花見川区朝日ヶ丘

2-1
17,069

5 千葉 成田 NT 加良部一丁目 成田市加良部 1-7 15,055

6 千葉 グリーンプラザ園生
千葉市稲毛区園生町

1107-1 ほか
13,481

7 千葉 成田 NT 吾妻南 成田市吾妻 2-1 12,743

8 千葉 コンフォール稲毛小仲台 千葉市稲毛区小仲台 3-14 10,392

9 千葉 千葉出洲港 千葉市中央区出洲港 7 5,036

10 千葉北 牧の原 松戸市牧の原 435-1 ほか 128,758

11 千葉北 コンフォール柏豊四季台 柏市豊四季台 3-1 16,764

12 千葉北 梨香台
松戸市高塚新田 512-10 ほ

か
69,620

13 千葉北 野菊野 松戸市野菊野 1 ほか 27,885

14 千葉北 プロムナード北松戸 松戸市新作 117-7 ほか 27,797

15 千葉北 アクティ北松戸 松戸市上本郷 364-3 12,283

16 千葉北
北柏ライフタウン松葉町

一丁目
柏市松葉町 1-12 11,809

17 千葉北 豊四季台第二 柏市豊四季台 2-1 5,172

18 千葉北 常盤平セントラルハイツ 松戸市常盤平 3-27-2 4,423

19 千葉北 千葉 NT 堀込第二 白井市堀込 1-2 2,981

20
千葉北（茨

城）
つくば・二の宮 つくば市二の宮四丁目 8-3 19,367

21
千葉北（茨

城）
つくば・さくら つくば市竹園一丁目 6-2 11,685

22
千葉北（茨

城）
つくば・松代三丁目 つくば市松代三丁目 25 他 11,091

23
千葉北（茨

城）
アクティ佐貫 竜ケ崎市佐貫町 740 10,974

24
千葉北（茨

城）
つくば・春日

つくば市春日二丁目 37-1

他
10,088

千葉北（茨

城）
竹園 つくば市竹園三丁目 21-1 5,608

計 827,565
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業務番号③：平成３０年度西菅田他２６団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 横浜 西菅田 横浜市神奈川区菅田町 488 161,151

2 横浜 霧が丘グリーンタウン 横浜市緑区霧ヶ丘三丁目 73,319

3 横浜 コンフォール北原
横浜市神奈川区六角橋

6-24
21,544

4 横浜
港北ニュータウンコンフ

ォール東山田

横浜市都筑区東山田四丁

目 5
18,155

5 横浜 中山駅前ハイツ 横浜市緑区中山町 329-1 15,175

6 横浜 シティコート元住吉
川崎市中原区木月四丁目

49-1
7,845

7 横浜

十日市場ヒルタウンコン

フォール十日市場十一番

街

横浜市緑区十日市場町

1501
7,044

8 横浜 ベイサイト本牧－Ⅱ 横浜市中区本牧原 11 4,492

9 横浜 ベイサイト本牧－Ⅰ 横浜市中区本牧和田 34-1 4,282

10 横浜 アクティ横浜山下町 横浜市中区山下町 73 番地 1,869

11 横浜 新城 川崎市中原区新城 1-1-2 688

12 横浜 峰沢町
横浜市保土ヶ谷区峰沢町

35-1
675

13 横浜 堀之内 川崎市川崎区榎町 9-21 499

14 横浜 下末吉町
横浜市鶴見区下末吉町

3-8-1
400

15 横浜 小杉町 川崎市中原区小杉町 3-1 370

16 神奈川西 下大槻 秦野市下大槻 410 133,784

17 神奈川西 上和田 大和市上和田 2412 98,469

18 神奈川西 相模台 相模原市南区相模台団地 78,859

19 神奈川西 鳶尾 厚木市鳶尾三丁目 72,704

20 神奈川西 さがみ野さくら 座間市東原五丁目 1 14,898

21 神奈川西 辻堂駅前ハイツ 藤沢市辻堂新町一丁目 2 3,444

22 横浜南 公田町 横浜市栄区公田町 740 93,734

23 横浜南
金沢シーサイドタウン並

木一丁目第二
横浜市金沢区並木一丁目 35,026

24 横浜南 コンフォール上倉田 横浜市戸塚区上倉田町 259 23,339

25 横浜南 コンフォール小松ヶ丘
横 浜 市 戸 塚 区 下 倉 田 町

615-1 他
17,023

26 横浜南 東戸塚ビューハイツ 横浜市戸塚区名瀬町 799-2 3,548

27 横浜南 前田町 横浜市戸塚区前田町 67-3 2,484

計 894,824
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業務番号④：平成３０年度幸手他３２団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 浦和 久喜中央ハイツ 久喜市中央一丁目 9 11,917

2 浦和 パークタウン若宮 桶川市若宮一丁目 8 47,250

3 浦和 アーバンハイツ南前川 川口市南前川二丁目 21-10 1,947

4 浦和 エルハイツ末広 川口市末広三丁目 6-12 2,218

5 浦和 大宮大和田
さいたま市見沼区大和田

町二丁目 235
4,430

6 浦和 パークハイツ中青木 川口市中青木二丁目 9-5 2,183

7 浦和 浦和別所ハイツ
さいたま市南区別所二丁

目 38
10,399

8 浦和 南浦和第二
さいたま市南区南浦和三

丁目 49-53
1,952

9 浦和 南浦和第三
さいたま市南区南浦和三

丁目 42
3,783

10 浦和 武蔵浦和駅前ハイツ
さいたま市南区別所七丁

目 1-33
3,308

11 浦和 飯塚四丁目ハイツ 川口市飯塚四丁目 4-31 1,155

12 浦和
うらわイーストシティか

えで街

さいたま市緑区東浦和

2-73-1
11,744

13 浦和
うらわイーストシティひ

のき街

さいたま市南区大字大谷

口 5733
2,503

14 浦和 アーバンハイツ与野
さいたま市中央区大字下

落合 1006
6,955

15 浦和 ビュータワーおけがわ 桶川市若宮一丁目 4-30 6,107

16 浦和 アーベイン大宮
さいたま市北区宮原町一

丁目 855-2
27,771

17 浦和 リバピア川口青木 川口市青木四丁目 21 8,326

18 浦和 コンフォール本郷町 さいたま市北区本郷町 971 6,100

19 浦和 コンフォール東鳩ヶ谷 川口市桜町四丁目 4 24,254

20 浦和 コンフォール西鳩ヶ谷 川口市大字里 958 番地 1 号 5,414

21 浦和 コンフォール領家
さいたま市浦和区領家六

丁目 139-1
5,112

22 西埼玉 コンフォール和光西大和 和光市広沢 1-2 3,146

23 西埼玉
プラザシティ新所沢けや

き通り
所沢市緑町一丁目 5 49,783

24 西埼玉 新座 新座市新座三丁目 118,208

25 西埼玉 若葉駅前ハイツ 坂戸市千代田三丁目 21 8,499

26 西埼玉 新座ハイツ 新座市新座 3-6-13 3,833

27 西埼玉
所沢パークタウン公園通

り
所沢市並木二丁目 3 17,619

28 西埼玉 アルビス鶴瀬 富士見市鶴瀬西二丁目 7 23,902

29 東埼玉 幸手 幸手市栄 232,378

30 東埼玉 吉川 吉川市吉川団地 180,144

31 東埼玉 ペアハイツ越谷 越谷市赤山町五丁目 7-47 8,110

32 東埼玉 グリーンアベニュー谷塚 草加市谷塚町 731-1 12,031

33 東埼玉 コンフォール松原 草加市松原 1 丁目 53,957

計 840,451
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業務番号⑤：平成３０年度藤の台他１８団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 北多摩 南台
東村山市富士見町一丁目

14
12,244

2 北多摩 立川幸町 立川市幸町四丁目 52-1 78,987

3 北多摩 立川若葉町 立川市若葉町四丁目 25-1 137,001

4 北多摩 昭島つつじが丘ハイツ
昭島市つつじが丘三丁目 4

他
767

5 北多摩 プラザ新小金井 小金井市東町四丁目 23 他 14,645

6 北多摩 いちょう並木国立 国立市北三丁目 35-1 他 19,779

7 北多摩 シティコート立川曙町 立川市曙町三丁目 18-22 5,785

8 南多摩 藤の台 町田市本町田 3486 他 255,829

9 南多摩
多摩ニュータウン永山・

永山二丁目
多摩市永山三丁目他 9,300

10 南多摩 多摩ニュータウン貝取 多摩市貝取 2 他 42,893

11 南多摩 日野大久保 日野市大坂上四丁目 10-1 20,862

12 南多摩 南原台
八王子市大和田一丁目 2

他
37,422

13 南多摩 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町 432 56,690

14 南多摩 小山田桜台 町田市小山田桜台 1-10 他 86,900

15 南多摩
多摩ニュータウンメゾン

聖ヶ丘―１
多摩市聖ヶ丘一丁目 13 8,000

16 南多摩
八王子パークヒル宇津木

台

八王子市久保山町二丁目

46-2
30,405

17 南多摩
多摩ニュータウングリー

ンヒル豊ヶ丘―１・２
多摩市豊ヶ丘 1-40 他 20,100

18 南多摩
多摩ニュータウンプラザ

永山
多摩市永山一丁目 3-3 2,372

19 南多摩
多摩ニュータウン蓮生寺

公園通り二番街
八王子市別所 1-31 10,600

計 850,580
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業務番号⑥：平成３０年度竹の塚第一他２５団地植物管理図面作成設計

№
所轄住まい

センター
団地名 所在地

対象面積

（㎡）

1 東京東
東雲キャナルコートＣＯ

ＤＡＮ
江東区東雲一丁目 9 61,949

2 東京東 船堀一丁目 江戸川区船堀一丁目 1 25,281

3 東京東 アーバンライフ亀戸 江東区亀戸 2-1 16,618

4 東京東
リバーピア吾妻橋ライフ

タワー
墨田区吾妻橋 1-23-30 8,658

5 東京南 野方 中野区野方五丁目 7 6,999

6 東京南 経堂赤堤通り 世田谷区桜上水一丁目 1 22,017

7 東京南
世田谷通りシティハイツ

若林
世田谷区若林三丁目 10-1 2,888

8 東京南 シティコート世田谷給田 世田谷区給田五丁目 8-5 16,330

9 東京南
アーバンライフ月島駅前

イースト
中央区月島二丁目 1-1 2,014

10 東京南 芦花公園 世田谷区南烏山二丁目 30 16,305

11 東京北 坂下けやき台ハイツ 板橋区坂下二丁目 1 10,117

12 東京北
光が丘パークタウンプロ

ムナード十番街

練馬区光が丘二丁目 10-1

他
24,904

13 東京北
アーバンライフゆりの木

通り東
板橋区赤塚新町 3-34 8,721

14 東京北 ヌーヴェル赤羽台 北区赤羽台二丁目 3 5,842

15 城北 竹の塚第一 足立区竹の塚三丁目 11 他 93,021

16 城北 竹の塚第二 足立区竹の塚一丁目 5 他 59,675

17 城北 日の出町 足立区日の出町 27 23,761

18 城北 青戸第四 葛飾区青戸四丁目 25 他 3,306

19 城北
リバーハープタワー南千

住
荒川区南千住四丁目 9 12,494

20 城北
リバーハープコート南千

住
荒川区南千住三丁目 41 20,651

21 城北 青戸第二 葛飾区青戸四丁目 27 他 13,143

22 城北
ハートアイランド新田一

番街
足立区新田三丁目 36 12,159

23 城北
ハートアイランド新田二

番街
足立区新田三丁目 36 7,429

24 城北
ハートアイランド新田三

番街
足立区新田三丁目 35 9,504

25 城北 パークタウン東綾瀬 足立区東綾瀬二丁目 8 62,883

26 城北
ハートアイランド新田四

番街
足立区新田三丁目 35 11,612

計 558,281


