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企画提案競技実施の公示

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

令和元年７月 12 日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

うめきた都市再生事務所 所長 島本 健太

１ 業務の概要

(1)  業務名称

うめきた２期地区プロモーション業務

(2)  業務の目的

うめきた２期地区プロモーション業務企画提案募集要領（以下、「募集要領」と

いう。）を参照のこと。

(3) 履行期間

覚書締結日（令和元年８月末予定）から令和２年 12 月 31 日まで

２ 参加資格

  別紙１参照のこと。

３ 企画提案書を特定するための主な評価基準

(1) うめきた２期地区（将来像、事業内容、当機構のプレゼンス向上）のプロモー

ションについての提案

(2) 「みどり」のある、居心地の良い空間演出についての提案

(3) 効果検証手法

４ 手続き等

(1) 担当支社等

〒530-0011

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 うめきた都市再生事務所

大阪市北区大深町４－20 グランフロント大阪タワーＡ 17 階

   ℡ 06－6292－5267

(2)  募集要領の交付期間、場所及び方法

①  交付期間

令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 30 日（火）まで
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②  交付場所

当機構ホームページからのダウンロードによる。

(3)  応募申出書の提出期限、提出場所及び方法

①  提出期限   令和元年７月 30 日（火） 17 時 00 分  

②  提出場所   ４(1)に同じ。

③  提出方法   あらかじめ提出日時を連絡のうえ持参するものとし、郵送又はＦ

ＡＸによるものは受け付けない。

(4) 質問書の提出期限、提出場所及び方法

① 提出期限   令和元年７月 12 日（金）から令和元年７月 19 日（金）まで

②  提出場所   ４(1)に同じ。

③  提出方法   「質問書」に質問事項を記入し持参するものとし、口頭、電話、

郵送又はＦＡＸによるものは受け付けない。

(5)  企画提案書の提出期限、提出場所及び方法

①  提出期限   令和元年８月 19 日（月） 17 時 00 分  

②  提出場所   ４(1)に同じ。

③  提出方法   あらかじめ提出日時を連絡のうえ持参するものとし、郵送又はＦ

ＡＸによるものは受け付けない。

(6)  企画提案書特定までの流れ

① 当機構において応募申出書の提出者の参加資格について審査を行う。

② 上記により企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提出する

ことができる。

※プレゼンテーション実施予定

③ 当機構において、提出された企画提案書について評価を行い、もっとも優れ

た企画提案書を提出した１者を特定する。

(7)  本業務において、手続に参加する者が関係法人１者だった場合（関係法人を構

成員とする共同企業体１者だった場合を含む。）は、当該手続を中止し、再公募を

実施する。

５ その他

(1) 手続き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とする。

(2) 契約書作成の要否   要

(3) 関連情報を入手するための照会窓口   ４(1)に同じ

(4) 詳細は募集要領による。

以  上  
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別紙１

応募資格

本募集に応募を行うことができる者（以下「応募者」といいます。）の資格は、次に掲

げる（１）及び（２）を満たす単体企業若しくは共同企業体とします（共同企業体の場

合は、構成員すべてが資格を満たしていることとします。）。なお、同一の者及び連結子

会社が複数の者として応募を行うこと（単体及び共同企業体として若しくは複数の共同

企業体の代表者又は構成員として応募すること）は不可とします。また、（３）に掲げ

る条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定しま

す。

（１）次の条件を満たす者であること。

① うめきた２期地区のプロモーション活動及び居心地の良い空間演出に意欲のある

者で、うめきた２期地区プロモーション業務企画提案募集要領別紙２「計画条件書」

の内容を正しく理解し、かつ遵守するものであって、自ら実施し、継続して運営す

ることが可能な企画提案を行う者であること。

② 平成28年４月1日から平成31年３月31日までの間に関西地区（大阪府、京都府、

奈良県、滋賀県、兵庫県）において、公共団体等から公共用地の利活用等の事業又

は業務を受託※し、半年以上継続して行った実績を１件以上有すること。

※ 受託者から再委託を受けての事業又は業務実施実績も含む。

③ 令和元・２年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競

争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定されたものであるこ

と。

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、応募申出書提出期限までに競争参加

資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請書の提出先は次のとおり。

〒536－8550 大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6番85号

   独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課

電話 06－6969－9019

④ 当機構西日本支社長から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名

停止を受けている期間中でないこと。

（２）その他法令等により規定される次の条件を満たす者であること。

① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、破産法（平成 18 年法律第 75 号）、若しく

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を受けていない者又は会社法（平

成 17 年法律第 86 号）により特別清算若しくは会社整理を行っていない者であるこ

と。

※ ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者又は民事再生法に

基づく再生計画の認可を受けている者においては、応募を認める場合があります

ので、事前に御相談ください。
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② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又は

その構成員（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）及びそれらの者と関係

を有する者※でないこと。

※それらの者と関係を有する者とは、次のとおりです。

イ 次のいずれかに該当する者

（イ）法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いいます。）が反社会的勢力である者又は反社会的勢力がその経営に実質的に関

与している者

（ロ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって反社会的勢力を利用するなどしている者

（ハ）反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に反社会的勢力の維持運営に協力している者

（ニ）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者

（ホ）反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用している者

ロ 上記イに該当する者の依頼を受けて申込みをしようとしている者

③ ②のほか、不法な行為を行い、若しくは行うおそれのある団体、法人若しくは個

人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構

成員で、応募者として機構が適当でないと認める者でないこと。

（３） 企業共同体の場合は、次の条件を満たすものであること。

① 業務形態

(イ) 構成員の業務分担が、業務の内容により、別紙２「うめきた２期地区プロモ

ーション業務共同企業体協定書」（以下、「協定書」という。）において明らか

であること。

(ロ) 上記（イ）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、協定書において明らかであること。

② 代表者要件

構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。

③ 共同企業体の協定書

共同企業体の協定書が、別紙２によるものであること。

④ 共同企業体の名称

共同企業体の名称は「うめきた２期地区プロモーション業務〇〇・△△共同企業体」

とすること。
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別紙２

うめきた２期地区プロモーション業務共同企業体協定書

（目的）

第１条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。

一 独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）が調達するうめきた２期地

区プロモーション業務

二 前号に附帯する業務

（名称）

第２条 当共同企業体は、うめきた２期地区プロモーション業務○○・△△共同企業体（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、令和○年○月○日に成立し、履行期限終了までの間は、次条に掲げ

る構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった場合を除き、解散することは

できない。

２ 当業務を受注できなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にかかわらず、発注

者と他者によりうめきた２期地区プロモーション業務に関する覚書が締結された日に

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、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監

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、第１条の業務実施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、発注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。

（分担業務）

第８条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。
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○○の○○業務 ○○株式会社

○○の○○業務 ○○株式会社

（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、当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、

第１条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）

第11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12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。

（業務途中における構成員の脱退）

第13条 構成員は、当共同体が第１条に定める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14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、

発注者の承認を得て、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

員及び発注者の承認を得て、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。

（解散後のかしに対する構成員の責任）

第15条 当共同体が解散した後１年以内において、当業務につきかしがあったときは、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16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、上記のとおり当業務共同企業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
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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


