入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年９月６日
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
本部長
村上 卓也
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
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
１ 概要
(1) 品目分類番号 41、不動産取得
(2) 件名
愛宕地区第一種市街地再開発事業特定業務代行
(3) 対象地
東京都港区愛宕一丁目地内
(4) 特定業務代行の内容
① 特定事業参加者床の取得
特定事業参加者として、以下の特定事業参加者床を取得するものとす
る。
イ 位置・階層
Ｆ地区施設建築物（以下「Ｆ棟」という。）７階から 43 階
ロ 用途
住宅
ハ 引渡時期（予定）
令和 10 年６月
②

保留床等の処分協力
以下の保留床の譲受人が他に存在しない場合、最終的に当該保留床を
取得するものとする。なお、施行者が取得する床に借家権者が賃借す
る床（以下「特定賃貸床」という。）が発生した場合は、特定賃貸床を
取得するものとする。
イ 位置・階層
F 棟１階、２階、４階から６階
ロ 用途
事務所、生活・産業支援施設、店舗
ハ 引渡時期（予定）
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令和 10 年６月
③ 工事関連業務
イ 対象工事名
愛宕地区（再）特定業務代行建設等工事（以下「本工事」という。）
(ｲ) 愛宕地区（再）特定業務代行基盤整備その他工事（Ⅰ工区）（以下
「基盤整備工事Ⅰ」という。）
(ﾛ) 愛宕地区（再）特定業務代行施設建築物建設工事（以下「建設工事」
という。）
（ﾊ）愛宕地区（再）特定業務代行基盤整備その他工事（Ⅱ工区）（以下
「基盤整備工事Ⅱ」という。）
ロ 工事場所
東京都港区愛宕一丁目地内
ハ 工事内容
(ｲ) 基盤整備工事Ⅰ
Ｆ地区ＲＣ造・Ｓ造地上４階塔屋１階、ＲＣ造地上２階（延べ面積約620
㎡）既存建物の除却工事及び整地工事、E1法面工事
(ﾛ) 建設工事（実施設計を含む。）
Ｆ地区施設建築物（地上43階塔屋２階地下２階建、延べ面積約55,000
㎡）の建設工事（地下除却及び区道118号線参道工事を含む。）
（主要用
途：住宅、事務所、生活・産業支援施設、店舗、駐車場等）
(ﾊ) 基盤整備工事Ⅱ
Ｇ地区ＳＲＣ造地上９階塔屋２階地下２階、ＳＲＣ造地上８階塔屋１階
（延べ面積約5,380㎡）既存建物の除却工事及び整地工事、都道301号線
拡幅工事、区道812号線整備工事、E2法面工事
ニ 工期
(ｲ) 基盤整備工事Ⅰ
令和４年４月から令和５年 11 月（予定）
(ﾛ) 建設工事
令和５年 12 月から令和 10 年６月（予定）
(ﾊ) 基盤整備工事Ⅱ
令和 10 年１月から令和 13 年１月（予定）
ホ 工事の実施形態
(ｲ) イ(ｲ)、(ﾛ)、
（ﾊ）の工事の公募を一括して行うものであり、本工事
におけるイ(ｲ)、(ﾛ)、
（ﾊ）の工事を同一業者が受注するものとする。
(ﾛ) 落札者は、機構と落札者との間で特定業務代行契約を締結する。
(ﾊ) 基盤整備工事Ⅰ及び基盤整備工事Ⅱは、契約に関する事項等を定め
た協定(「愛宕地区（再）特定業務代行基盤整備その他工事（Ⅰ工
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(ﾆ)

(ﾎ)

(ﾍ)
(ﾄ)

(ﾁ)

(ﾘ)

区）他１件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書（以下「枠
組み協定」という。）」)を締結した後に、協定に基づき工事請負契
約を締結する枠組み協定一括入札方式である。
基盤整備工事Ⅰ及び基盤整備工事Ⅱに係る枠組み協定を締結する
と同時に、機構と建設工事に係る「愛宕地区（再）特定業務代行施
設建築物建設工事の設計・施工に関する覚書（以下「設計・施工に
関する覚書」という。）」を交換し、建設工事に係る実施設計図書を
作成する。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、建設工事に係る工事請負契約を締結する。
本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められ
たすべての者から入札前に技術提案及び価格提案の提出を求め、機
構が求める工事目的物の性能・機能等を満たした上で、工事価格の
最適化が実現できるよう、技術交渉を行ったのち、入札により契約
の相手方を決定する入札前価格交渉方式（ＶＥ提案型）の試行工事
である。
本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入
札への参加を制限する等の試行工事である。
本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、全ての工
事に監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を
求める試行工事である。
本工事は、４週８閉所促進工事（発注者指定方式）の試行工事であ
る。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものと
する。
本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象で
ある。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるもの
とする。

２

競争参加資格
競争参加希望者は、次の(1)から(4)に掲げる条件をすべて満たす者であるこ
と（上記１(4)①特定事業参加者床取得の予定者（以下「特定事業参加予定者」
という。）と上記１(4)③工事関連業務の実施予定者（以下「工事受注予定業者」
という。）が異なる場合は、共同での参加（以下「共同申込」という。）も可と
する。上記１(4)②処分協力保留床等の処分協力は特定事業参加予定者又は工
事受注予定業者が行う（以下「処分協力予定者」という。）。この場合、特定事
業参加予定者については(1)及び(2)の条件を、処分協力予定者については(1)
及び(3)の条件を、工事受注予定業者については(1)及び(4)に掲げる条件をそ
れぞれ満たす者であること。）。
また、実施設計を工事受注予定業者以外の者に行わせる場合は、実施設計を
行う者（以下「設計業者」という。）が、(4)⑧イ(ﾛ)に掲げる条件を満たす者
であること。
(1) 次の①から⑤に掲げる条件をすべて満たしている法人であること（複数
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の者で構成する場合は、すべての者が①から⑤に掲げる条件をすべて満た
している者であること。）。
① 上記１(4)①～③に関する契約を締結する能力を有する者であること。
② 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。
③ 国税、地方税、その他の公租公課について滞納がある者でないこと。
④ 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（(4)①により再認定
を受けた者を除く。）でないこと。
⑤ 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、機構ホームページの「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) 特定事業参加予定者に関して、次の①から⑧に掲げる条件をすべて満た
している者であること。（複数の者（以下「特定事業参加予定者グループ」
という。）で構成する場合は、特定事業参加予定者グループ構成員のすべて
の者が次の①から⑤、⑧及び⑨に掲げる条件をすべて満たした上で、特定事
業参加予定者グループ構成員の代表者が次の⑥及び⑦に掲げる条件を満た
していること。)
また、ＳＰＣ（資産の原保有者から原資産を譲り受けて証券の発行又は借
入れを行い、当該資産の管理及び処分によって得られる金銭をもって、その
調達資金の弁済を行う等の特別な目的のために設立された法人をいい、投資
信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき設立され
た投資法人及び資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）に基づ
き設立された特定目的会社（ＴＭＫ）を含む。以下同じ。）を活用する場合
は、⑩に掲げる条件を満たす者であること。
（事前に下記４(2)に相談するこ
と。）
① 特定事業参加者床を再開発事業の目的に適合して適正に使用、譲渡又は賃
貸することができる者であること。
② 特定事業参加者負担金の支払が確実である者であること。
③ 特定事業参加者の負担金等に関する契約の締結に際し、機構が犯罪による
収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）に準じて行う本人確
認※に応じることができる者であること。
※これにより取得した個人情報については、法令の規定に準じ、本人の同意
なく行政庁に提供することがある。
④ 特定事業参加者床の取得について監督官庁の許認可が必要な場合は、その
許認可を確実に得られる者であること。
⑤ 特定事業参加者床の取得目的が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関
する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条各項に規定する風俗営業、性風
俗関連特殊営業又はこれらに関連する業務の用に供するものではないこと
4

（自ら使用のほか、賃借及び転借する場合を含む。）。
⑥ 東京都千代田区・中央区・港区・品川区内の住宅用途を主とする竣工済み
の建築物において、平成 23 年度以降に１事業にて 250 戸以上の住宅床の分
譲又は賃貸実績を有する者であること。
⑦ 現在事業中又は平成 23 年度以降に工事完了公告を行った市街地再開発事
業において、個人施行者、特定建築者、特定業務代行者、参加組合員又は特
定事業参加者のいずれかを務めた者であること。
⑧ 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第３条に規定する免許を有す
る者であること。
⑨ 特定事業参加予定者グループで構成する場合にあっては、次のイ及びロの
条件を満たしている者であること。
イ 適切な代表者を選定できる者であること。また、その代表者は、機構と
の窓口として、構成員間の調整を確実に実施できる者であること。
ロ 構成員全員で特定事業参加者床共同取得者協定を締結していること。
⑩ ＳＰＣを活用する場合、次のイからハのいずれかの条件を満たす者である
こと。
イ ＳＰＣを含む特定事業参加予定者グループが申し込む場合で、次の条件
を満たす者
(ｲ) 代表者がＳＰＣ以外であること。
(ﾛ) 特定事業参加予定者グループ構成員の全員が①から⑤、⑧及び⑨に掲
げる条件をすべて満たした上で、特定事業参加予定者グループ構成員の
代表者が⑥及び⑦に掲げる条件を満たしていること。
(ﾊ) ＳＰＣが特定事業参加予定者グループ構成員の一員として特定事業
参加者床取得者となることができない事態が生じた場合は、他の特定事
業参加予定者グループ構成員がＳＰＣの権利義務を引き継ぐこと。
ロ 地位承継予定者（落札後ＳＰＣへ特定事業参加者床取得者の地位の承継
を予定する者をいう。以下同じ。）が代表者として申し込む場合で、次の
条件をすべて満たす者
(ｲ) 地位承継予定者は、①から⑧の条件をすべて満たし、特定事業参加予
定者グループで申し込む場合は、地位承継予定者を含む特定事業参加予
定者グループ構成員の全員が①から⑤、⑧及び⑨に掲げる条件をすべて
満たしていること。
(ﾛ) 申込時に特定事業参加者床取得者の地位の一部をＳＰＣに承継する
ことを明らかにすること（ただし、すべての権利義務を承継することは
認められないものとする。）。
(ﾊ) 地位承継予定者は、ＳＰＣへの出資者又は特定資産管理処分業務等の
受託者となること。
(ﾆ) 地位承継予定者は、特定事業参加者の負担金等に関する契約を締結す
る日までにＳＰＣを組成の上、特定事業参加者床取得者の地位の一部を
ＳＰＣへ承継すること。
(ﾎ) ＳＰＣが特定事業参加者床取得者の地位の一部を承継することができ
ない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画し、ＳＰＣ
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に承継する予定であった権利義務を履行すること。
ハ 地位承継予定者が特定事業参加予定者グループ構成員の一員として申
し込む場合で、次の条件をすべて満たす者
(ｲ) 地位承継予定者を含む特定事業参加予定者グループ構成員の全員が、
①から⑤及び⑧から⑨に掲げる条件をすべて満たし、代表者が⑥及び⑦
の条件を満たすこと。
(ﾛ) 申込時に特定事業参加者床取得者の地位の全部又は一部をＳＰＣに
承継することを明らかにすること。
(ﾊ) 地位承継予定者は、ＳＰＣへの出資者又は特定資産管理処分業務等の
受託者となること。
(ﾆ) 地位承継予定者は、特定事業参加者の負担金等に関する契約を締結す
る日までにＳＰＣを組成の上、特定事業参加者床取得者の地位の全部又
は一部をＳＰＣへ承継すること。
(ﾎ) ＳＰＣが特定事業参加者床取得者の地位の全部又は一部を承継する
ことができない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画
し、ＳＰＣに承継する予定であった権利義務を履行すること。
(3) 処分協力予定者に関して、次の①から⑥に掲げる条件をすべて満たして
いる者であること（複数の者（以下「処分協力予定者グループ」という。）
で構成する場合は、処分協力予定者グループ構成員のすべての者が次の①
から⑦に掲げる条件をすべて満たしていること。)。
また、ＳＰＣを活用する場合は、⑧に掲げる条件を満たす者であること。
（事前に下記４(2)に相談すること。）
① 処分協力保留床等を適正に使用、譲渡又は賃貸することができる者である
こと。
② 処分協力保留床等譲渡代金の支払が確実である者であること。
③ 処分協力保留床譲渡契約の締結に際し、機構が犯罪による収益の移転防止
に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）に準じて行う本人確認※に応じるこ
とができる者であること。
※これにより取得した個人情報については、法令の規定に準じ、本人の同
意なく行政庁に提供することがある。
④ 処分協力保留床等の取得について監督官庁の許認可が必要な場合は、その
許認可を確実に得られる者であること。
⑤ 処分協力保留床等の取得目的が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関
する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条各項に規定する風俗営業、性風
俗関連特殊営業又はこれらに関連する業務の用に供するものではないこと
（自ら使用のほか、賃借及び転借する場合を含む。）。
⑥ 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第３条に規定する免許を有す
る者であること。
⑦ 処分協力予定者グループで構成する場合にあっては、次のイ及びロの条件
を満たしている者であること。
イ 適切な代表者を選定できる者であること。また、その代表者は、機構と
の窓口として、構成員間の調整を確実に実施できる者であること。
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ロ 構成員全員で処分協力保留床等共同取得者協定を締結していること。
⑧ ＳＰＣを活用する場合、次のイからハのいずれかの条件を満たす者である
こと。
イ ＳＰＣを含む処分協力予定者グループが申し込む場合で、次の条件を満
たす者
(ｲ) 代表者がＳＰＣ以外であること。
(ﾛ) 処分協力予定者グループ構成員の全員が①から⑦に掲げる条件をす
べて満たしていること。
(ﾊ) ＳＰＣが処分協力予定者グループ構成員の一員として処分協力保留
床等取得者となることができない事態が生じた場合は、他の処分協力予
定者グループ構成員がＳＰＣの権利義務を引き継ぐこと。
ロ 地位承継予定者（落札後ＳＰＣへ処分協力保留床等取得者の地位の承継
を予定する者をいう。以下同じ。）が代表者として申し込む場合で、次の
条件をすべて満たす者
(ｲ) 地位承継予定者を含む処分協力予定者グループ構成員の全員が①か
ら⑦に掲げる条件をすべて満たしていること。
(ﾛ) 申込時に処分協力保留床等取得者の地位の一部をＳＰＣに承継する
ことを明らかにすること（ただし、すべての権利義務を承継することは
認められないものとする。）。
(ﾊ) 地位承継予定者は、ＳＰＣへの出資者又は特定資産管理処分業務等の
受託者となること。
(ﾆ) 地位承継予定者は、処分協力保留床譲渡契約を締結する日までにＳＰ
Ｃを組成の上、処分協力保留床等取得者の地位の一部をＳＰＣへ承継す
ること。
(ﾎ) ＳＰＣが処分協力保留床等取得者の地位の一部を承継することができ
ない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画し、ＳＰＣ
に承継する予定であった権利義務を履行すること。
ハ 地位承継予定者が処分協力予定者グループ構成員の一員として申し込
む場合で、次の条件をすべて満たす者
(ｲ) 地位承継予定者を含む処分協力予定者グループ構成員の全員が、①か
ら⑦に掲げる条件をすべて満たすこと。
(ﾛ) 申込時に処分協力保留床等取得者の地位の全部又は一部をＳＰＣに
承継することを明らかにすること。
(ﾊ) 地位承継予定者は、ＳＰＣへの出資者又は特定資産管理処分業務等の
受託者となること。
(ﾆ) 地位承継予定者は、処分協力保留床譲渡契約を締結する日までにＳＰ
Ｃを組成の上、処分協力保留床等取得者の地位の全部又は一部をＳＰＣ
へ承継すること。
(ﾎ) ＳＰＣが処分協力保留床等取得者の地位の全部又は一部を承継がで
きない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画し、ＳＰ
Ｃに承継する予定であった権利義務を履行すること。
(4) 工事受注予定業者に関して次の①から⑬及び⑯に掲げる条件をすべて
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満たしている者又は⑭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「工事共同企業体」という。）であり、かつ、⑮に掲げる競争参加
資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加
資格の認定を受けている者及び⑯に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
① 当機構東日本地区における令和３・４年度の一般競争参加資格について建
築及び土木の認定を受けている者であること。（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については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本
部長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。）
② 当機構東日本地区における令和３・４年度の一般競争参加資格の建築及び
土木における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（工事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）以上であること。（①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、双方、1,200 点（工事共同企業体の構成
員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150 点）以上であること。）
③ 下記５(1)に定める申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、
機構から本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。
④ 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、重大な契約不適合が認められるにも関わらず、契約不適
合の存在自体を否定する等の行為をいう。
⑤ 当機構東日本賃貸住宅本部（所管事務所を含む。）が発注した工事で、
資料提出期限日から遡って１年以内の期間において完了した工事のう
ち、60 点未満の成績のものがないこと。（通知されていないものを除
く。）
⑥ 下記３(1)に定める本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資
本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑦ 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５年以上あること。
⑧ 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。（設計業者が申込者の一
員となる場合を含む。）
(ｲ) 施工実績
平成23年度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
を済ませた同種工事１、同種工事３及び同種工事４の施工実績を有する
こと。
（工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の
場合のものに限る。以下同じ。）
・同種工事１
主要用途共同住宅（※１）
、主たる構造がRC造又はSRC造、高さ120m以
8

上、延べ面積40,000㎡以上の店舗等の用途を含む建築物の建設工事
・同種工事３
市街地（※２）におけるRC造又はSRC造、５階建以上の建築物除却工
事
・同種工事４
法面工事（※３）または落石防止工事（※４）
※１ 延べ面積のうち、共同住宅に係る延べ面積が50％以上のも
のを指す。以下同じ。
※２ 総務省統計局が実施した平成27年度国勢調査の結果に基づく
人口集中地区（DID地区）相当を対象とする。
※３ アンカー工事、杭工事に限る。人口集中地区は指定しない。
※４ ロックボルト工事、アンカー工事に限る。人口集中地区は指
定しない。
(ﾛ) 設計実績
次のａの条件を満たすこと又は a からｂの条件を満たす者（この場合、
当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。）に実
施設計を行わせることが出来ること。（設計共同体としての実績は、代
表者のものに限る。）
ａ 平成23年度から公告日の前日までに完了した同種設計２の設計実
績を有し、一級建築士事務所登録のある者。
ｂ 当機構東日本地区における令和３・４年度の一般競争参加資格に
ついて「建築設計」の認定を受けている者。
・同種設計２
主要用途共同住宅、主たる構造がRC造又はSRC造、高さ80m以上、延床
面積20,000㎡以上の店舗等の用途を含む建築物の設計
ロ 工事受注予定業者が工事共同企業体で申し込む場合は、次の(ｲ)及び(ﾛ)
に掲げる条件を満たすこと。
(ｲ) 施工実績
次のａからcの条件をすべて満たすこと。
ａ 工事共同企業体の代表者はイ(ｲ)同種工事１の施工実績を有する
こと。
ｂ 工事共同企業体の構成員のうち１者がイ(ｲ)の同種工事３及び同
種工事４の施工実績を有すること。
ｃ 工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成23年度か
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
種工事２の施工実績を有すること。
・ 同種工事２
主要用途共同住宅、主たる構造がRC造又はSRC造、高さ80m以上、延
べ面積20,000㎡以上の店舗等の用途を含む建築物の建設工事
(ﾛ) 設計実績
上記(4)⑧イ(ﾛ)の条件を工事共同企業体として満たすこと。
⑨ 基盤整備工事Ⅰ、基盤整備工事Ⅱ及び建設工事に次の基準を満たす監理技
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術者を各工事に専任で配置できること。
（工事共同企業体の場合は、建設工事
の監理技術者については工事共同企業体のすべての構成員が配置できること。
基盤整備工事Ⅰ及び基盤整備工事Ⅱの監理技術者については構成員のうちの
１者でよい。
）
なお、基盤整備工事Ⅰ及び建設工事の監理技術者は、次の各基準を満たせ
ば、同一人とすることができる。
イ 基盤整備工事Ⅰ及び基盤整備工事Ⅱの監理技術者は、次の(ｲ)から(ﾆ)に
掲げる条件をすべて満たすこと。
(ｲ) 一級建築士、１級建築施工管理技士又は１級土木施工管理技士の資格
を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通
大臣が認定した者であること。
(ﾛ) 平成 18 年度から公告日の前日までの期間に、同種工事３又は同種工
事４について、元請として従事した経験を有する者であること。
(ﾊ) 監理技術者は、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。
(ﾆ) 工事受注予定業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下記５(1)に定める申請書等の提出日以前に３か月
以上の雇用関係があることをいう。
※基盤整備工事Ⅱの監理技術者は、基盤整備工事Ⅱの契約時点で上記基
準を満たすことを確認するものとし、下記５(1)に定める申請書等に
おいて配置予定技術者の資料提出は求めない。また、基盤整備工事Ⅰ
及びⅡの監理技術者は上記(ｲ)～(ﾆ)を満たせば、同一人とすることが
できる。
ロ 建設工事の監理技術者は、次の(ｲ)から(ﾆ)に掲げる条件をすべて満たす
こと。
(ｲ) 一級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこ
れらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者で
あること。
(ﾛ) 平成 18 年度から公告日の前日までの期間に、単独申込及び工事
共同企業体申込の代表者にあっては⑧イ(ｲ)同種工事１についての経
験を有する者（共同申込みの代表者以外にあってはロ(ｲ)ｃ同種工事
２についての経験を有する者）であること。
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
工事の経験とはみなさない。
a 同種工事 1 及び２の契約時点で上記ロ(ｲ)の資格を有しているこ
と。
b 同種工事１及び同種工事２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）までのすべての期間に従
事していること。
(ﾊ) 監理技術者は、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。
(ﾆ) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、
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恒常的な雇用関係とは下記５(1)に定める申請書等の提出日以前に３か
月以上の雇用関係があることをいう。
⑩ 次のイからハに掲げる条件をすべて満たす管理技術者を実施設計に配置
できること。（実施設計を(4)⑧イ(ﾛ)に定める申込者の一員に行わせる場合
は、(4)⑧イ(ﾛ)に定める設計業者に配置できること。）
イ 一級建築士の資格を有する者。
ロ 日本国内において、平成 18 年度から公告日の前日までに完了した同種
設計２について元請として従事した経験を有する者であること。
ハ 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒
常的雇用関係とは下記５(1)に定める申請書等の提出日以前に３か月以上
の雇用関係があることをいう。
⑪ 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
イ 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
ロ 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門（監理技術者の資格を
有する者が担当すること。）がそれぞれ独立した体制を取ることができる
こと。
⑫ 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下
回った価格をもって平成 31 年４月１日以降に契約し、工事成績評定が 68 点
未満である者（共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。）
については、次の条件を満たしていること。
・当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った
価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
・当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った
価格で契約し施工中の者は、申請書等の提出期限において当該工事が終了
し、品質・出来形等の確認が完了していること。
⑬ 低入札価格調査対象となった場合には、⑨に掲げる基準を満たす専任の技
術者をすべての工事に１名以上追加配置できること。なお、追加配置する専
任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書
類を添付して報告すること。
（工事共同企業体申込の場合は、工事共同企業体
として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。）
⑭ 工事共同企業体の構成基準
工事共同企業体の構成は、①から⑬をすべて満たす者で構成され、かつ、
次のイ及びロにより構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成
員数は、３者以内とする。
イ 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。
ロ 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。
⑮ 工事共同企業体の認定申請等
イ 認定申請
本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、下記５(1)に定
める申請書等の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成
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の手引き」による｢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｣、
「委任状」及び「工事履歴書」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４(1)に提出すること。）
ロ 提出方法
持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。な
お、下記５(1)の提出期間内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、本工事の競争入札に参加することができ
ない。
ハ 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、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。
⑯ 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建
設業者でないこと。
イ 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
ロ 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
ハ 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
３ 設計業務等の受託者等
(1) 上記２(4)⑥の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者
である。
・株式会社入江三宅設計事務所、株式会社建築設備設計研究所、株式
会社タウンスケープ研究所、宏栄コンサルタント株式会社、茜建築コン
サルタント株式会社、株式会社アーバンテクノス
(2) 上記２(4)⑥の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある
建設業者又は設計業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者で
ある。
① 当該受託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建設業者又
は設計業者。
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員
を兼ねている当該建設業者。
③ 設計業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員
を兼ねている当該設計業者。
４

担当本部等
(1) 「公募全般」に関すること
〒163-1382

東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号（新宿アイランドタ
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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 03-5323-4927
「保留床等取得」に関すること
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号（八重洲ファースト
フィナンシャルビル 18 階）
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
都心業務部事業推進第３課 電話 03-5200-8646
「基盤整備工事Ⅰ」及び「基盤整備工事Ⅱ」に関すること（設計内容、
積算等）
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号（新宿アイランドタ
ワー18 階）
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
設計部都市再生設計第１課 電話 03-5323-3165
「建設工事」に関すること（設計内容、積算等）
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号（新宿アイランドタ
ワー18 階）
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
設計部都市再生設計第１課 電話 03-5323-2237
入札・開札に関すること
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 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 03-5323-2576
令和３・４年度の一般競争参加資格の認定に関すること
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 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 03-5323-2576

５ 競争参加資格の確認
(1) 競争の参加希望者は、上記２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、申請書及び申請に関連する資料（以下「申請書等」
という。）を提出し、東日本都市再生本部長及び東日本賃貸住宅本部長
（以下「両本部長」という。）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。
上記２(4)①の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出するこ
とができる。この場合において、上記２(4)②から⑬及び⑯までに掲げる
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事項をすべて満たしているときは、開札のときにおいて上記２(4)①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、
開札の時において上記２(4)①に掲げる事項を満たしていなければなら
ない。
なお、期限までに申請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、競争に参加することができない。
① 申請書等の提出方法、期間及び場所
イ 提出方法：申請書等の提出は、あらかじめ提出日時を提出日の５日前
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）までに上記４(1)まで連絡の上、提
出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送（Ｅメール、
ファクシミリ等を含む。以下同じ。）によるものは受け付けない。
ロ 提出期間：令和３年９月７日（火）から令和３年 11 月 29 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。
ハ 提出場所：上記４(1)
６

技術審査（１次審査）の実施
上記５の競争参加資格の確認に併せて、次の(1)から(3)のとおり１次審査
として技術審査を実施する。
(1) 技術審査の項目及び評価基準等は、
「評価項目・基準（１次審査）」のと
おりとする。
(2) 価格提案書についてのヒアリング
① 日時：令和３年 12 月７日（火）（予定）～令和３年 12 月９日（木）
（予定）
（実施日程については、工事受注予定業者と日程調整を別途行うこととする。
）
② 場所：上記４(4)
なお、ヒアリングにあたっては、価格提案書の内容及び根拠の説明を
することができる者が参加すること。
(3) 各審査項目の合計評価点の上位５者程度を１次審査適格者とする。

７

２次審査
１次審査適格者を対象に、次の(1)及び(2)のとおり２次審査を実施する。
(1) 技術提案（ＶＥ提案及び価格提案）・技術交渉
① ＶＥ提案書及び価格提案書の提出
あらかじめ提出日時を上記４(4)まで連絡の上、内容を説明できる者
が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
イ 提出日時：令和３年 12 月 24 日(金)から令和４年２月１日(火)までの
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土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始（令和３年 12 月 29 日（水）
から令和４年１月３日（月））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時までの間は除く。）まで。
ロ 提出場所：上記４(4)
② 技術交渉
イ 技術交渉は、機構が求める工事目的物の性能・機能等を満たした上で、
工事価格の最適化が実現できるよう①においてＶＥ提案書及び価格
提案書を提出したすべての工事受注予定業者と行う。なお、技術交渉
とは、ＶＥ提案に係るヒアリング等をいう。
ロ 技術交渉の日時及び回数
令和４年２月 17 日（木）から令和４年２月 25 日（金）
（予定）の間の
機構が通知した日時において１回以上行う。
ハ 技術交渉の場所
受付場所：上記４(4)
ニ 技術交渉の方法
(ｲ) １次審査適格者は、工事の施工内容に精通し、価格提案書の内容を
十分理解し説明でき、価格について協議できる者（複数可）を交渉
者とする。
(ﾛ) 交渉者は、技術交渉により双方が合意した事項を交渉の場で確認す
る。
(ﾊ) なお、交渉過程の透明性を確保するため、工事受注予定業者名、交
渉期間、交渉回数、主な交渉項目等（工業所有権等の保護に留意す
るため、ＶＥ提案内容を除く。）については機構において記録し、落
札者決定後にすべての１次審査適格者に通知の上、閲覧に付すこと
とする。
③ 交渉後価格提案
イ ②の技術交渉により合意した事項を反映させた交渉後価格提案書を
令和４年３月８日（火）
（予定）までに上記４(4)に持参するものとし、
郵送又は電送によるものは受け付けない。
ロ 交渉後価格提案は、当初２次審査の価格提案書に記載した額を上回ら
ない限り変更可能とする。
④ ＶＥ提案の採否の通知
ＶＥ提案の採否については、令和４年３月 18 日（金）（発送予定日）
に書面にて通知する。
⑤ 適正と認められなかったＶＥ提案に対する理由の説明について
ＶＥ提案が適正と認められなかった者は、機構に対して適正と認めら
れなかった理由について書面（様式自由）により、次に従い説明を求
めることができる。
イ 提出期限：ＶＥ提案の採否通知を受理してから７日以内
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ロ 提出場所：上記４(4)に持参するものとし、郵送又は電送によるものは
受け付けない。
ハ 回
答：機構は、説明を求められたときは、説明要求が提出された
ときから７日以内に、説明を求めた者に対し書面により回
答する。
⑥ ②から⑤の日時については、変更になる場合がある。
(2) 企画提案
① 企画提案書の提出
１次審査適格者は、あらかじめ提出日時を上記４(2)まで連絡の上、企
画提案書を持参するものとする。なお、郵送又は電送によるものは受
け付けない。
イ 提出日時：令和４年１月 31 日（月）及び令和４年２月１日（火）の午
前 10 時から午後４時（ただし、正午から午後１時までの間
は除く。）まで。
ロ 提出場所：上記４(2)
② 企画提案の審査
企画提案審査会において、企画提案の審査を行い、企画評価点を算出
するものとする。
③ 企画提案書の説明
企画提案の審査に先立ちプレゼンテーションを実施する。
プレゼンテーション日時：令和４年３月１日（火）及び令和４年３月３
日（木）
（予定）
（実施時間、実施場所については、１次審査結果通知時
に通知する。）
８

入札手続き等
入札書には特定事業参加者床（Ｆ棟７階から 43 階の住宅の用途に供する
建築施設の部分のすべてを対象とする。）譲受希望価額（消費税及び地方消
費税相当額を含まない。以下同じ。）から本工事の工事費価額（以下「工事
費価額」といい、上記１(4)③工事関連業務に要する費用の一切を含む。消
費税及び地方消費税相当額を含まない。）を差し引いた額（以下「入札差額」
という。）を記載すること。
また、特定事業参加者床譲受希望価額及び工事費価額を内訳として記載す
ること。
併せて処分協力保留床等を取得することとなった場合の処分協力保留床
等（Ｆ棟４階から６階の事務所、Ｆ棟１階から２階の生活・産業支援施設及
びＦ棟１階の店舗の用途に供する建築施設の部分のすべてを対象とする。）
譲受希望価額（消費税及び地方消費税相当額を含まない。以下同じ。）につ
いても記載すること。
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(1) 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
入札書提出期限：令和４年４月 15 日（金）午前 10 時から正午まで。
提出場所 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 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
提出方法 入札書は、持参又は郵送すること。電送による入札は認めな
い。なお、郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等にて令
和４年４月 14 日（木）までに到着するよう送付すること。
② 開札の日時及び場所
開札日時 令和４年４月 18 日（月）午前 10 時から（予定）
開札場所 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目 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入札室
(2) 入札の無効
入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札説明書において示した条件
等の入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った
者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、両本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、
開札の時において上記２に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない
者に該当する。
(3)

９

再度入札等
開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行うものとす
る。ただし、再度の入札は１回を限度とする。なお、２回目の入札で落
札者がないときは、別に日時を定めて、２回目の入札参加者の中から希
望者を募り、見積合せを行うことがある。なお、見積合せの執行回数は、
原則として２回を限度とする。

落札者の決定方法
入札差額が機構の予定する差額以上、かつ、工事費価額が機構の予定す
る工事費価額以下であり、企画評価点と価格評価点を合計した総得点が最も
高い者を落札者とする。ただし、処分協力保留床等譲受希望価額については
機構の予定する予定価額以上であること。

10 工事請負契約に係る入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
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(2)

契約保証金
請負代金額の 10 分の 3 以上を納付すること。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。

11

工事請負契約に係る支払条件
前金払 40％以内（ただし、建設工事については年度出来高予定の 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。

12

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

13

契約書作成の要否

要

14 その他
(1) 手続き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) 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、機構との関係に係る情報を機構のホーム
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
だくようご理解とご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
イ 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
ロ 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
18

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。
イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（機構ＯＢ）の人数、職
名及び機構における最終職名
ロ 機構との間の取引高
ハ 総売上高又は事業収入に占める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
ニ 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
イ 契約締結日時点で在職している機構ＯＢに係る情報（人数、現在の
職名及び機構における最終職名等）
ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取
引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
(3) 詳細は、入札説明書による。
15 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity :
Mitsunobu Tashima Director General of East Japan Rental Housing
Office and Takuya Murakami Director General of East Japan Urban
Renaissance Office, Urban Renaissance Agency.
(2) Classification of the services to be procured: 41 and purchase of
real estate.
(3)
Subject matter of the contract:Demolition work of existing
buildings in redevelopment area of Atago 1–Chome District.
Construction work of new building and purchase of the reserved
floors in redevelopment area of Atago 1–Chome District.
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant
documents for the qualification: 4:00 P.M. 29 November 2021.
(5) Time-limit for the submission of tenders: 12：00 A.M. 15 April
2022.(tenders submitted by mail 14 April 2022.)
(6) Contact point for tender documents : Bidding & Contract Team for
Tokyo Metropolitan Area,General Affairs Department, East Japan
Rental
Housing
Office
,Urban
Renaissance
Agency,6-51,Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 03-5323-2576.
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上

