
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告 

（建築のためのサービスその他技術的サービス（建設工事を含む）） 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

なお、本案件は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける工事である。 

令和４年６月15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 中山 靖史 

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号13 

○第２号 

１ 工事概要 

(1) 品目分類番号 41、42 

(2) 工事名 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事 

(3) 工事場所 東京都中野区中野四丁目８番地他 

(4) 工事内容  

１）技術協力業務等（以下「技術協力業務」という。） 

①当初業務    中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和４年度技術

協力業務 

 （業務内容）  下水道工事等にかかる技術協力業務 １式 

 （履行期間）  契約締結の翌日から令和５年３月31日まで 

②契約予定業務１ 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和５年度技術

協力業務 

 （業務内容）  暫定バス停等にかかる技術協力業務 １式 

 （予定履行期間）令和５年４月から令和６年３月31日まで 

③契約予定業務２ 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和６年度技術

協力業務 

 （業務内容）  歩行者デッキ等にかかる技術協力業務 １式 

 （予定履行期間）令和６年４月から令和６年９月30日まで 

２）工事施工（以下「建設工事という。」） 

(a)その１工事   予定時期：令和５年５月 

①当初工事    中野四丁目新北口駅前地区令和５年度排水工事 

 （工事内容）  下水道工事：推進工(φ700)L=140m 

 （予定工期）  令和５年10月から令和６年３月まで 

②契約予定工事１ 中野四丁目新北口駅前地区令和６年度排水その他工事 

 （工事内容）  下水道工事：推進工(φ700)L=140m、管更正(φ700)L=70m、除却工

事（RC3,4階 延床面積3,200㎡、RC地下2階地上3階 延床面積6,600
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㎡）N=2棟 

 （予定工期）  令和６年４月から令和７年３月まで 

③契約予定工事２ 中野四丁目新北口駅前地区令和８年度排水工事 

 （工事内容）  下水道工事：開削(φ250～300)L=140m 

 （予定工期）  令和８年４月から令和９年３月まで 

(b)その２工事   予定時期：令和５年10月 

①当初工事    中野四丁目新北口駅前地区令和６年度暫定バス停整備工事 

 （工事内容）  暫定バス停設置工事（A=約1,090㎡） 

 （予定工期）  令和６年４月から令和７年３月まで 

②契約予定工事１ 中野四丁目新北口駅前地区令和８年度暫定バス停整備工事 

 （工事内容）  暫定バス停設置工事（A=約210㎡） 

 （予定工期）  令和８年４月から令和９年３月まで 

(c)その３工事   予定時期：令和６年11月 

①当初工事    中野四丁目新北口駅前地区令和７年度歩行者デッキ整備工事 

 （工事内容）  上部工（6径間連続鋼床版箱桁） L=153m、下部工（橋脚、基礎） 

N=7基、昇降施設（EV、ESC）N=4基、ｼｪﾙﾀｰ N=1式 

 （予定工期）  令和７年４月から令和８年３月まで 

②契約予定工事１ 中野四丁目新北口駅前地区令和８年度歩行者デッキ整備工事 

 （工事内容）  上部工（6径間連続鋼床版箱桁） L=153m、下部工（橋脚、基礎） 

N=7基、昇降施設（EV、ESC）N=4基、ｼｪﾙﾀｰ N=1式 

 （予定工期）  令和８年４月から令和９年３月まで 

③契約予定工事２ 中野四丁目新北口駅前地区令和９年度交通広場外整備その他工事 

 （工事内容）  上部工（6径間連続鋼床版箱桁） L=153m、下部工（橋脚、基礎） 

N=7基、昇降施設（EV、ESC）N=4基、ｼｪﾙﾀｰ N=1式 

交通広場工事 A=約17,000㎡、道路工事（W=11～20m）L=635m 

 （予定工期）  令和９年４月から令和10年３月まで 

④契約予定工事３ 中野四丁目新北口駅前地区令和10年度交通広場外整備その他工事 

 （工事内容）  上部工（6径間連続鋼床版箱桁） L=153m、下部工（橋脚、基礎） 

N=7基、昇降施設（EV、ESC）N=4基、ｼｪﾙﾀｰ N=1式 

交通広場工事 A=約17,000㎡、道路工事（W=11～20m）L=635m 

 （予定工期）  令和10年４月から令和11年３月まで 

(5) 工事の実施形態 

①本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）第18条に

規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」における技術協力・施工タ

イプの試行工事である。 

②競争参加資格を有する者に対して技術提案書の提出を求め、技術提案書の中立かつ公
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平な審査の結果に基づき選定した者（以下「優先交渉権者」という。）と「中野四丁目

新北口駅前地区基盤整備工事に関する基本協定」（以下、「基本協定」という。）を締結

した後、技術協力業務の契約を締結し、基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交

渉が成立した場合には、本建設工事に係る工事請負契約を締結する。 

③優先交渉権者との価格等の交渉が不成立となった場合は、次順位者と同様の手続きを

行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 

④本工事（技術協力業務）は、上記（4）１）の当初業務及び契約予定業務の各業務の契

約に関する事項等を定めた「設計等業務における協定型一括入札方式に関する協定書」

を締結した後に、協定書に基づき業務請負契約を締結する協定型一括入札方式による

工事である。 

⑤本工事は、上記（4）２）(a)～(c)のその１、その２、その３工事毎に当初工事及び契

約予定工事を一括して見積合わせにより決定し、各工事の契約に関する事項等を定め

た「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」をそれぞれ締結した後に、協定書に

基づき工事請負契約を締結する枠組み協定型一括入札方式による工事である。 

⑥本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより週休２日を達成するよう工事を

実施する「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

法等の詳細については、現場説明書の記載によるものとする。 

⑦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。 

⑧本工事は補助事業対象工事であるため、各工事に係る補助金交付決定がなされること

を条件として各工事の契約締結を行うものとし、契約締結日は各補助金交付決定日以

降とする。補助金交付決定がなされない場合など、当機構の責めに帰することができ

ない事由により、落札者と当機構間で本工事の契約を締結できない場合 には、当機

構はこれによって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。 

 

２ 競争参加資格 

(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。 

(2) 当機構東日本地区における令和３・４年度の「土木工事」に係る一般競争参加資格の

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、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認定を受けていること。）。 

また、優先交渉権者の選定通知日までに当機構東日本地区における令和３・４年度測

量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」に係る競争参加資格の

認定を受けていること。 
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(3) 当機構東日本地区における令和３・４年度の土木工事に係る一般競争参加資格で、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点以上であること。

（上記(2)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1,200点以上で

あること。） 

(4) 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする場合は上記(3)に加え、

次に掲げる条件を満たすこと。 

①共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和３・４年度の土木工事

に係る一般競争参加資格の認定を受け、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 点以上であること。 

②共同企業体の構成員については、東日本地区における認定を受け、かつ客観的事項（共

通事項）について算定した点数（客観点数）が 1,150 点以上であること。 

申請等については下記(16)による。 

(5) 参加表明書及び競争参加資格確認資料（以下「参加表明書等」という。）の提出期限の

日から優先交渉権者の選定までの期間に、当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。 

(6) 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。 

(7) 平成19年４月１日から本工事公告日までの期間に、元請として施工を完了した土木工

事のうち、「橋長80ｍ以上の鋼橋上部工」の施工実績を有すること（共同企業体の構成員

としての実績は、出資比率が30％以上（２者）、20％以上（３者）の場合のものに限る。）。 

(8) 共同申込みの場合、以下の条件を満たしている者であること。 

共同企業体の代表者、代表者以外の構成員ともに、上記(7)の条件を満たす者。 

(9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務に配置できること。 

①技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート）もしくは総合技術監理部門（選択科

目を「建設」のいずれか））、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）、１級土木施

工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。 

②申請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参加表

明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係があることをいう。 

③(10)に配置する主任技術者又は監理技術者との兼務は不可とする。 

(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる

こと。 

①１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同

等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 

(ｲ)１級建設機械施工技士の資格を有する者 

(ﾛ)技術士（建設部門、総合技術監理部門（選択科目を「建設」とするものに限る。））
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の資格を有する者 

(ﾊ)これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者 

②平成19年４月１日から公告日の前日までの期間に元請として施工を完了した「橋長50

ｍ以上の鋼橋上部工」に、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した工

事の経験を有する者（共同企業体申込みの代表者以外にあっても同じ。）。 

③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。 

④申請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参加表

明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係があることをいう。 

⑤その１工事からその３工事の監理技術者は、同一とする。 

(11) 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（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

(12) 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）。 

(13) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注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。 

(14) 以下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 

（15） 共同企業体の構成基準 

共同企業体の構成は、(1)から(14)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②

により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、最大３者とする。 

①各構成員の出資比率は、２者の場合は 30％以上とし、３者の場合は 20％以上とする。 

②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。 

（16） 共同企業体としての資格の認定申請等 

①認定申請 

本工事の競争に参加を希望する共同企業体は、下記５の参加表明書等の提出に先立

ち、当機構指定様式による｢共同企業体競争参加資格審査申請書｣及び｢特定建設工事

共同企業体協定書｣等を提出し、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
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なため、資料提出期限日の一週間前までに下記５(1)②まで提出すること。） 

なお、下記５(3)の提出期間内に参加表明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。 

②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、本工事の契約者以外の者にあ

っては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 

 

３ 優先交渉権者を選定するための評価項目 

次の評価項目について、説明書に記載する評価基準により実施した評価結果に基づき、

優先交渉権者を選定する。 

(1) 工事実施方針・実施体制 

(2) 課題に対する提案 

 

４ 枠組み協定型一括入札方式に関する事項 

(1) 優先交渉権者は１(4)２）(a)～(c)に示すその１、その２、その３工事ごと、各工事（以

下「個別工事」という。）ごとに見積った金額の合計額 をもって見積合せを行うものと

する。 

(2) 優先交渉権者は、当機構と個別工事の契約に関する事項等を定めた協定書を締結しな

ければならない。 

(3) 個別工事の請負契約は、締結する協定に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒む

ことはできない。 

(4) １(4)２）に示す価格交渉の時期や契約予定工事の契約締結時期、予定工期の変更を行

う可能性がある。 

 

５ 手続等 

(1) 担当本部等 

①申請書および資料に関する事項 

〒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03-5323-2432 

②令和３・４年度の一般競争参加資格、契約に関する事項 

〒163-1315 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15階） 

独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 

電話03-5323-0718 

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

①交付期間 
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令和４年６月15日（水）から令和４年９月９日（金）まで 

②交付方法等 

当本部ホームページよりダウンロードとする。 

(3) 参加表明書の提出期間、場所及び方法 

①提出期間 

令和４年６月15日（水）から令和４年７月４日（月）午後４時まで 

②提出方法 

原則として郵送による提出とし、①の期間中に③の場所に必着となるよう発送するこ

と。持参による提出を希望する場合は、あらかじめ③に連絡の上、調整を行うこと。 

③提出場所 

(1)①に同じ。 

(4) 技術提案書の提出期間、場所及び方法 

①提出期間 

令和４年７月20日（水）から令和４年９月９日（金）午後４時まで 

②提出方法 

(3)に同じ。 

③提出場所 

(3)に同じ。 

６ 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) 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) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書

を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

(4) 手続における交渉の有無 有 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該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 

(7) 技術提案書について技術ヒアリング及び技術対話を行う。詳細は説明書による。 

(8) 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(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５(3)により申請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、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。 

(9) 詳細は説明書による。 
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７ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity ： Yasufumi 

Nakayama,Director General of East Japan Urban Renaissance Office, Urban 

Renaissance Agency 13 

(2) Classification of the services to be procured：41・42 

(3) Subject matter of the contract：Construction work of pedestrian bridge, traffic 

square and road of in front of Nakano Station New North Exit  

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

the qualification ： 4：00 P.M.4 July 2022  

(5) Time-limit for the submission of technical proposal : From 10:00 A.M. 20 July 
2022 to 4:00 P.M. 9 september 2022   

(6) Contact point for documentation relateing to the proposal：Construction 

Division in Technical Supervision Department, East Japan Rental Housing Office, 

Urban Renaissance Agency,6-5-1,Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 

03-5323-2432 
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