
仕様書

１ 業務の名称

  四谷駅前地区再開発事業における内装管理準備及び内装設計指針書等作成業務

２ 業務の履行場所

  東京都新宿区四谷一丁目及び本塩町の一部

３ 業務の目的

四谷駅前地区第一種市街地再開発事業は、平成 27 年９月に権利変換計画認可を

受け、平成 28 年度中の着工に向けて事業を推進しているところである。

本市街地再開発事業により整備される施設建築物は、店舗・事務所・教育施設・

公益施設・住宅等の多くの用途を含み、かつ多くの所有者がおり、また店舗や事

務所においては所有者が自ら使用するだけでなくテナントに賃貸する区画が多く

予定されている。このため施設建築物の建設に際しては、これらの区画の床取得

者やテナント予定者、内装の設計や施工を行う者への説明や調整について円滑に

進める必要がある。

本業務は、当地区施設建築物の店舗、事務所、教育施設及び公益施設の各区画

の施工及び内装管理の実施に先立ち、各区画の工事区分や内装管理の体制につい

ての整理、各区画の共用部分との境界部にあたり内装設計にも影響するファサー

ドデザインやサイン計画の基準策定を行うことにより、内装設計及び施工の基本

的な方針を整理し、その内容を踏まえて、店舗、事務所、教育施設及び公益施設

の各区画の区画概要書及び内装設計指針書を作成し、内装施工指針書の素案を作

成すること等により、事業の円滑な推進に寄与することを目的とする。

４ 業務実施地区の概要

所 在 地：東京都新宿区四谷一丁目及び本塩町の一部（別紙－１）

交 通：ＪＲ・東京メトロ「四ツ谷駅」徒歩3分

地区面積：約2.4ha

用途地域（現状）：商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域

        防火地域、再開発等促進区

事業計画：

延床面積 139,700㎡

用途 事務所、店舗、住宅、教育施設、公益施設、駐車場

想定スケジュール 平成２８年度  本体施設建築物工事着工

平成３１年度  工事竣工

  施設建築物の概要：

（別紙－２）及び（別紙－３）のとおり。なお、（別紙―３）は、説明書

の別添７「秘密に関する誓約書」の提出を条件に交付するものとする。



５ 業務の内容

（１）店舗・事務所・教育施設・公益施設における内装管理の体制の検討

（２）施設部分のデザインルールの検討

イ 店舗エリアのファサードデザインルール等の策定

ロ 各区画に関連するサイン計画の基準策定

ハ 上記を踏まえた施設建築物全体デザインの検証

ニ 上記を踏まえた店舗エリア・外構・1,2 階共用部のサイン計画見直し

（３）区画概要資料作成

イ 店舗

ロ 事務所

ハ 教育施設

ニ 公益施設

（４）内装設計指針書及び内装施工指針書案の作成

イ 店舗編

ロ 事務所編

ハ 教育施設編

ニ 公益施設編

（５）店舗床取得者に対する区画概要の説明

（６）その他必要となる権利者等との調整支援及び資料の作成

※本件における「内装管理」とは、大規模な再開発等のビルの店舗や事務所等の

区画において、所有者やテナントが複数入居する場合に、Ｂ工事、Ｃ工事の設

計・施工を円滑に進め、調和のとれた施設を完成させるために行う、Ａ工事と

の調整、デザイン、スケジュール、諸官庁との調整等の管理のこととする。

※なお、Ａ工事とはビルの発注者の費用で発注者の指定業者による工事、Ｂ工事

とは床取得者又はテナントの費用で発注者の指定業者による工事、Ｃ工事とは

床取得者又はテナントの費用で床取得者又はテナントが行う工事のこととす

る。

６ 業務の履行期間

契約締結の翌日から平成 30 年３月９日まで（予定）

７ 成果品

(1)  報告書 ２部

             同資料を保存した電子データ一式

※電子データについては、ファイル形式 word，excel，PDF，DXF，

powerpoint のいずれかで作成すること。

(2)  その他 当業務の実施過程において作成、収集した資料等 一式

８ 業務量

業務の内容や業務実施地区の概要を確認の上、業務量を検討すること。本業務

に必要となる業務量（人・日）については下表を参考とする。なお、業務量は全



ての職階を合計したものである。

業務項目 業務量 備考

① 店舗・事務所・教育施設・公益施設における

内装管理の体制の検討
６５人・日

② 施設部分のデザインルールの検討 ２２５人・日

③ 区画概要資料作成 １３０人・日

④ 内装設計指針書及び内装施工指針書案の作成 ２０５人・日

⑤ 店舗床取得者に対する区画概要の説明 ６０人・日

⑥ その他必要となる権利者等との調整支援及び

資料の作成
４０人・日

９ 留意事項

(1)本業務の履行に当たっては、機構担当者と十分な協議を行い、その指示に従う

ものとする。受注者の業務の実施状況に問題が生じていると当機構が判断した

場合には、当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でな

いと判断するときは、当機構から改善を求めることができるものとする。

(2)  成果品については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成 12 年法律第 100 号）」（以下「グリーン購入法」という。）第６条第２項第２

号に規定する「特定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法

に基づく基本方針（平成 21 年２月版）の「判断の基準」を満たすものとする。

(3)  本仕様書に記載なき事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、

機構担当者と協議し、その指示に従うものとする。

(4)  本業務において知り得た情報を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

特に個人情報については、別途「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結

することとし、その厳重な管理を行い、漏洩事故等のないようにしなければな

らない。

  (5) 機構が貸与した資料等は、機構担当者に無断で持ち出してはならない。

  (6) 関係権利者等第三者との打合せについては、相手方、内容等について機構担

当者の確認を得ずに行ってはならない。

  (7) 本業務に伴い受注者が作成した資料について、著作権は受注者に帰属するも

のとするが、機構は使用権を有するものとする。

(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

ⅰ) 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こととあわ

せて、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。

ⅱ）ⅰ）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。

ⅲ）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。

以 上



【仕様書（別紙－１）】

区 域 図

外濠公園

東京メトロ

四ツ谷駅

再開発事業

施行地区



独立行政法人都市再生機構

東日本都市再生本部 四谷駅前再開発事務所

〒160-0003

東京都新宿区本塩町９番地 光丘四谷ビル７階

℡03-5269-0341 Fax03-5269-0344

四谷駅前地区第一種市街地再開発事業

＜地区北西部からのイメージパース＞

◇「事業パートナー」との協働による事業の推進

当事業では、民間事業者の方々のもつ、魅力あるまちづくりに関する様々なノウハウを施

設建築物の整備に活かしていくため、事業パートナー（事業完了まで施行者であるＵＲ都市

機構に対し様々な提案・助言をしながら事業協力を行うと共に、都市再開発法に定める特定

事業参加者となり、保留床を取得する者）制度を導入しています。

ＵＲ都市機構は、一般競争入札方式での公募により三菱地所グループを事業パートナーに

選定し、現在、両者の協働により当事業の円滑な推進を行っています。

ＵＲ都市機構（施行者）と三菱地所グループ（事業パートナー）が連携することの意義

両者の特長

UR 都市機構 ⇒公的機関として、区等の地元行政機関を支援しながら、施工主体と
して、中立公正な立場で公民様々な立場の地権者や関係者の方々

と、再開発事業を組成することが可能。（＝計画的な開発創出力）
＋

三菱地所ｸﾞﾙｰﾌﾟ ⇒市場や経済情勢の変化に即応した需要の発掘、商品の企画・開発

に関するノウハウ（知識・手法）を豊富に有する。（＝市場即応性

に基づく投資力）

長期的な視野に立った四谷駅前に相応しい魅力あるまちづくりを実現

「事業パートナー」としての役割

・商品企画に対する助言及び提言

・施行者との協働体制による事業推進に関する助言及び提言並びに施行者への支援

・本事業の施設建築物の管理予定者として、円滑な管理運営計画に関する助言及び提言

・本事業の権利床等の円滑な運営等に関する助言及び提言

・特定事業参加者としての保留床取得

２０１５年 12 月発行

708097
テキストボックス
 【仕様書（別紙－２）】 



当事業施行地区を含む四ツ谷駅周辺は、新宿区の都市マスタープランにおい

て「賑わい交流の心」と位置付けられ、業務商業と都心居住が調和し、歴史的

な文化・景観を保全しつつ賑わい交流機能を備えた、新しい魅力を持つまちに

していくこととされています。 

当事業は、交通結節点である四ツ谷駅と緑豊かな史跡江戸城外堀に隣接した

恵まれた立地条件を活かしながら、地域の拠点の創造を目指して市街地再開発

事業を進めていきます。 
 

◇位置図                ◇事業沿革 

 

 

 

 

公共施設の 

配置及び 

規模 

環状第 2 号線（40m×約 150m） 都市計画道路（整備済み） 

特別区道 42-520（12～13m×約 165m） 拡幅 <三栄通り> 

特別区道 42-540（12m×約 125m） 拡幅 

特別区道 42-530（12m×約 135m） 拡幅 

建築物等の 

整備 

建築面積 延べ面積 主要用途 建物の高さ 

約 10,200 ㎡ 約 139,400 ㎡ 

事務所、店舗、

住宅、教育、

公益 

約 145m 

（地上 31 階、 

地下 3 階） 

建築敷地面積 地区面積 整 備 計 画 

約 17,900 ㎡ 約 2.4ha 壁面の位置制限を行う。広場を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賑わい交流の心
 しん

 」形成のリーディング・プロジェクトとして

当事業地区 

◇建物計画イメージ図 
当再開発事業で整備される施設建築物は、業務、商業、教育、住宅、公益

等の複合用途で構成される一棟の区分所有建物として計画しています。 

＜出迎えの広場＞ 
四ツ谷駅からの来街者を
迎える「地区の玄関」とな
る広場です。 
商業施設内のパサージュ
を経由して「地域の広場」
へ通り抜けができます。 
また、災害時には帰宅困難
者への対応も可能となる
よう計画しています。 

＜三栄通り商業施設＞ 
地区内にかつてあった
玉川上水の記憶を継承
しつつ、賑わいと快適
な空間を創出するよう
計画しています。 

四ツ谷駅 

外堀通り 

上智大学 

＜地域の広場＞ 
通常時は、地域の憩いの場
として、災害時にはマンホ
ールトイレや防災活動拠点
としての機能を備えた地域
の一時避難場所となるよう
計画しています。 

※本紙の計画概要及びイメージ図等は現時点での内容であり、 
今後変更される可能性があることをご承知おきください。 

＜事務所＞ 
S クラスビルに相応しく、
非常用電源設備等の災害
時にも十分対応した計画
（BCP）としています。 

平成 18 年 4 月 四谷駅前地区再開発協議
会発足 

平成 22 年 6 月 同協議会より機構に対し、
機構施行による市街地再
開発の施行を要請 

平成 25 年 1 月  新宿区より機構に対し施
行予定者として市街地再
開発事業の推進を要請 

平成 25 年 12 月 都市計画決定（再開発等促
進区を定める地区計画） 

平成 26 年 3 月 都市計画決定（市街地再開
発事業） 

平成 26 年 11 月 事業計画認可 
平成 27 年 9 月 権利変換計画認可 
（以下予定） 
平成 28 年度  施設建築物着工 
平成 31 年度  施設建築物竣工 

◇都市計画（市街地再開発事業）・事業計画概要 

新宿通り 

外
堀
通
り 

ＪＲ四ツ谷駅 

東京メトロ 

四ツ谷駅 

史跡江戸城外堀 

四ツ谷駅側 

四谷駅前地区第一種市街地再開発事業 


