
仕 様 書

１ 件名  北海道におけるストックの再編等方針検討業務

２ 調査の目的

ＵＲ都市機構は、急激な人口減少・少子化、本格的な高齢化の進展、住宅セーフティー

ネットとしての役割に対する要請の高まり等を背景とする社会構造や事業環境の変化に適

切に対応し、経営の健全性を確保するため、「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」（平

成 19 年 12 月 26 日策定）を策定し、ストックの再編等を進めているところ。

本調査は、北海道地区のＵＲ賃貸住宅ストックについて、地域及び団地の特性、住宅等

の需要動向、居住者の居住の安定の確保等を総合的に勘案して、中長期的な再編等の方針を

検討するとともに、短期的に再編等を進める団地については、事業化に向けた具体的な条件

の整理等を行うことを目的とするものである。

３ 履行期間    契約締結日の翌日から平成 29 年８月 31 日まで

４ 検討対象団地 別紙のとおり

５ 業務の内容

（１）既存賃貸住宅ストックの需要調査等

・競合する民間賃貸住宅のスペック、家賃等の調査

  団地が存在するエリアを中心に、札幌近郊における民間賃貸住宅のスペック・供給量、

エリア別・築年別家賃水準等を調査する。

・既存賃貸住宅ストックの今後の需要及び空き家率の予測

  各団地の家賃・スペック・入居者属性、民間及びＵＲ以外の公的賃貸住宅の家賃・スペ

ック・供給量、将来人口推計、年齢別借家率、その他今後のＵＲ賃貸住宅の需要に影響

する情報を収集分析し、仮説を設定して、団地毎の今後の空き家率等を予測する。

（２）再編等の検討に必要な基礎データの収集・分析等

・団地周辺の公共施設等の調査及び機構が提供する団地情報の分析

  団地周辺の公共施設・利便施設の状況及び再配置計画等の調査、土地等の取引価格の調

査、機構が提供する団地情報（団地諸元、既往調査成果、直近の入居状況及び修繕履歴

等のデータ）の整理・分析を行う。

・都市行政・建築行政上の規制内容や基準の運用状況の調査

団地が存する地方公共団体における再編等の検討に必要な許認可基準（開発許可審査基

準、一団地の認定基準等）の運用状況等の調査及び行政協議等を行う。

・団地情報入りの団地周辺図・配置図の作成

  団地周辺図・配置図を作成し、団地情報をプロットする等して、各団地の特性や課題等

を視覚的に分かりやすく把握できるようにする。

（３）再編等方針の検討支援

・周辺の公共施設再配置等と一体的な再編の可能性の検討

  近接して複数の団地が集積している団地群について、周辺の公共施設の再配置やまちづ

くり指針等の検討状況を踏まえ、一体的な再編等の可能性等を検討する。

・再編等に伴う基盤整備の基本検討（機構が指定する団地：２団地程度）

  既存インフラの状況、公的規制等を踏まえ、実現可能かつ合理的な道路・通路等の新設・

切り替え、既存インフラの切り回し等の検討を行う。
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・団地に求められるサービス等の調査（機構が指定する団地：１～２団地程度）

  行政や研究機関（大学等）にヒアリング等を行い、高経年団地の居住者ニーズや、団地

への導入が望まれる施設・サービス等の検討を行う。

・中長期的な再編等の方針の検討支援

団地毎に、現時点で想定される出口戦略の需要動向、実施にあたっての課題、居住者の

居住の安定の確保を含む事業着手の条件等を分析・整理する。

（４）再編等事業の実施に係る基礎資料の収集・整理

・アスベスト含有建材調査（機構が指定する団地：４～５団地程度）

国及び日本石綿協会等が公開しているデータベースを参考に、設計図書を基に、対象団

地におけるアスベスト含有建材及びその可能性のある建材の使用状況を調査する。

・地歴調査（機構が指定する団地：４～５団地程度）

土壌汚染対策法施行規則第 3 条に準じた調査を行い、土壌の特定有害物質による汚染の

おそれを推定する。

  

６ 成果物

（１）報告書 ５部

（２）報告書原稿等のデジタルデータ 一式を１部
※業務の内容（２）の「団地情報入りの団地周辺図、配置図」のデジタルデータは、本業務完了後も、情報を

更新して活用する予定としているので、イラストレーターにて容易に作業できる形態にして提出すること。

７ 個人情報等の取扱い

個人情報等の保護に関する特約条項に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取

扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。

(1)保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。

(2)取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。

(3)取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨

を報告する。

(4)原則として携帯電話に業務に係る個人情報等を登録しない。

８  暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

その内容を記載した文書により発注者に報告すること。

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うこと。

９ その他

仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、その都度、機構担当者と協議すること。
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■検討対象団地（35 団地）

団地名
管理開

始年度
管理戸数 所在地

薄野 S33 55 札幌市中央区南 6 条西四丁目 11-1

南三条 S36 111 札幌市中央区南 3 条西二丁目 6

あけぼの S38 1,240 札幌市南区真駒内曙町 1-1

大麻宮町 S42 420 江別市大麻宮町 4

円山北町 S42 140 札幌市中央区北 6 条西 28 丁目 2 他

大麻園町 S43 446 江別市大麻園町 23 他

函館湯の川 S43 77 函館市湯川町一丁目 16-18

大麻中町 S44 110 江別市大麻中町 27 他

札幌豊平 S45 116 札幌市豊平区豊平 4 条一丁目 3

札幌菊水 S45 91 札幌市白石区菊水 5 条一丁目 8-14

札幌琴似 S46 112 札幌市西区琴似 2 条四丁目 1-8

五輪 S47 830 札幌市南区真駒内緑町四丁目 1

札幌南三条第二 S47 112 札幌市中央区南 3 条西八丁目 7

札幌北十二条 S46 72 札幌市中央区北 12 条西 23 丁目 1-2

札幌南三条第三 S47 170 札幌市中央区南 3 条西 11 丁目 330-2

札幌北二十四条 S48 170 札幌市北区北 24 条西六丁目 1-7

札幌本郷 S48 140 札幌市白石区本郷通り三丁目北 2

札幌琴似第二 S48 140 札幌市西区琴似 2 条七丁目 1-35

札幌月寒中央通 S49 70 札幌市豊平区月寒中央通 10 丁目 6-34

札幌平岸 S49 116 札幌市豊平区平岸 6 条 10 丁目 1-58 他

東札幌六条 S51 483 札幌市白石区東札幌 6 条三丁目 1-1 他

札幌西月寒 S51 208 札幌市豊平区月寒西 4 条九丁目 3 他

北広島駅前 S51 140 北広島市栄町 1-2

北一条 S52 45 札幌市中央区北 1 条西八丁目 2

函館赤川通 S53 220 函館市美原四丁目 15

澄川 S53 394 札幌市南区澄川 6 条三丁目 2-1 他

札幌北十一条 S53 140 札幌市東区北 11 条東七丁目 1

北広島北進町 S53 290 北広島市北進町 2-1

花川中央 S53 430 石狩市花川北 3 条三丁目 6 他

羊ヶ丘 S54 120 札幌市豊平区月寒東 2 条一七丁目 1 他

札幌北十条 S54 91 札幌市東区北 10 条東七丁目 1 他

札幌狸小路 S56 117 札幌市中央区南 2 条西 10 丁目 1001

菊水三条 S56 236 札幌市白石区菊水 3 条五丁目 2-1 他

北広島若葉町 S58 200 北広島市若葉町二丁目 1

新木の花 H12 421 札幌市豊平区平岸一条五丁目 2 他
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北海道におけるストックの再編等方針検討業務 積算基準

１ 適用範囲

この積算基準は、北海道におけるストックの再編等方針検討業務に適用する。

２ 請負料の算定

   請負料    ＝ 請負価格 ＋ 消費税相当額

   請負価格  ＝ 直接人件費 ＋ 直接経費 ＋ 諸経費

   消費税相当額 ＝ 請負価格  × 消費税の税率（８％）

３ 経費の積算について

（１）直接経費

  業務上必要な報告書作成費、その他直接経費の実費を計上すること。

（２）諸経費の積算

    諸経費 ＝ 直接人件費 × 諸経費率（１１０／１００）

４ 業務内容ごとの業務量の目安（単位：人・日）

業務内容
業務量

（技師Ｃ換算）

１）既存賃貸住宅ストックの需要調査等 ２３人・日

２）再編等の検討に必要な基礎データの収集・分析等 ２６人・日

３）再編等方針の検討支援 ４２人・日

４）再編等事業の実施に係る基礎資料の収集・整理 ２６人・日

以 上
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