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令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務 

共通仕様書 

 

１ 適用範囲 

(１) 「令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務共通仕様書」（以下「共

通仕様書」という。）は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が発注する「令和

２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務」の内容について、統一的な解

釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図る

ためのものである。 

(２) 共通仕様書、「令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務特記仕様書」

（以下「特記仕様書」という。）及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行

に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければなら

ない。 

(３) 業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 

 

２ 履行期間 

 契約締結日の翌日から令和３年３月 26 日までとする。 

 

３ 用語の定義 

共通仕様書及び特記仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 

(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。 

(3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第 20 条

の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

(4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第 8 条の

規定に基づく現場代理人をいう。 

(5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者

が定めた者をいう。 

(6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

(7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。 

(8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 

(9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準を含

む。）を総称していう。 

(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明す

るための書類をいう。 

(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書

をいう。 

(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する

書面をいう。 

(14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 

(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって

行為あるいは同意を求めることをいう。 

別添２ 
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(16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、

書面をもって知らせることをいう。 

(17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 

(18) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が

書面により、業務上の行為に同意することをいう。 

(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、受注者若しくは監督員と受注者が対等の

立場で合議することをいう。 

(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他

の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有

効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、

後日有効な書面と差し換えるものとする。 

(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、

業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承

諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 

(25) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 

 

４ 業務着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければ

ならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うこ

とをいう。 

 

５ 監督員 

(1) 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7 条第 2 項に規定した事項である。 

(2) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、

監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものと

する。監督員はその指示等を行った後７日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとす

る。 

 

６ 配置技術者 

受注者は、本業務の実施にあたり管理技術者及び担当技術者（以下「配置技術者」という。）は

競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 

なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合

はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を

満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

７ 管理技術者 

（1）本業務において、従事する管理技術者については、様式－１「管理技術者通知書」に基づき、

氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。 

（2）管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術

者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。 

（3）管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員から
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の要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（4）担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業

務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 

 

８ 提出書類 

（1）受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発

注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領

承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定し

た書類を除く。 

（2） 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならな

い。 

 

９ 打合せ等 

(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正

すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿（A4 判））に記録し、相

互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで

確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（A4 判））を作成するものとする。 

(2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打合せ記

録簿（A4判））に記録し相互に確認しなければならない。 

(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せ

を行うものとする。 

 

10 業務計画書 

（1）受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、

承諾を得なければならない。 

① 業務概要 

② 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。） 

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④ 業務の実施体制 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 連絡体制（緊急時含む。） 

⑦ その他（業務の実施上、必要と思われる事項） 

（2）受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変

更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 

 

11 業務に必要な資料の取扱い 

（1）一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注

者の負担において適切に整備するものとする。 

（2）監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

（3）受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。 

（4）受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注

者の責任と費用負担において修復するものとする。 

（5）受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等して
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はならない。 

（6）受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 

 

12 関係法令及び条例等の遵守 

 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 

13 成果物の提出 

受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告

書とともに提出し検査を受けるものとする。 

 

14 検査 

(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」（各 3 部）とと

もに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義

務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 

(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合にお

いて受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費

用は受注者の負担とする。 

(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

 

15 業務完了手続き 

検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3部提出すること。 

① 引渡書 

② 完了払請求書 

 

16 契約の変更 

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 

① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合 

② 履行期間の変更を行う場合 

③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合 

 

17 再委託 

(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4 条第 2 項に基づき、様式

－２の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 

再委託不可の内容 ①業務の総合調整マネジメント 

②業務の中核となる成果資料の作成 

③打合せ及び内容説明 

あらかじめ承諾を得

て再委託できる業務 

上記及び以下に規定する以外の業務 

特に承諾を要しない

業務 

補助的な業務 

［例］・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 

・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 

・ 計算（日影、省エネルギー関係、防災関係） 

・ データ入力（ＣＡＤ、電算） 

 ※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。 
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(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくと

ともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、

それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しな

ければならない。 

 

18 情報セキュリティにかかる事項 

  受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

19 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。 

 

20 個人情報の取扱い 

  個人情報等の保護に関する特約条項第２条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。 

    一 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。 

    二 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。 

    三 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。 

    四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。 

 

以 上  
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様式－1 

 

 

 

管理技術者通知書 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

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 殿 

 

 

受注者 

住所 

氏名               印 

 

 

令和  年  月  日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8条

に基づく管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務請負契約書第 8 条に基づき通知しま

す。 

 

 

契約件名：「令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務」 

 

 

記 

 

 

管理技術者※1 

氏 名 保有資格 取得年月日（登録番号） 

 

 

 

 

 

（         ※2） 

  

 

※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式－４に変更がある場合は、新たに様式－４を作成して提出すること。 

※2 （  ）内は、担当技術者を記載すること。 
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様式－2 

令和  年  月  日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

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 殿 

 

受注者 住所 ○○○○○○ 

株式会社○○○○ 

氏名 ○○ ○○ 印 

 

契約名称：  

 

令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委

託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 

 

項 目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、名称） 

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○ 

株式会社○○○○ 

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の 

契約予定額 

○○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※ 見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の 

選定理由 

（再委託する必要性） 

○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努

めるため。 

（再委託の相手方の選定理由） 

株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○

○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、

納期も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間で

の業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるた

め。 

 

以 上  
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令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務 

特記仕様書 
 

１ 適用範囲 

本業務は、契約書及び「令和２年度災害公営住宅整備事業に係る設計データベース構築等業務

共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）」によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなけれ

ばならない。 

 

２ 業務目的 

当機構においては、東日本大震災及び熊本地震の復興支援として、災害公営住宅整備に取り組

んできたところ。本業務は、災害公営住宅の建設に関する資料や保存データについて、アーカイ

ブ化を行うことにより、将来予測される災害時においても、初めて復興部門を担当する職員であ

っても容易に検索・参照でき、迅速かつ的確に業務に業務を行えるシステムを構築することを目

的とするものである。 

 

３ 用語の定義 

この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「３．用語の定義」に定めるところによ

る。 

 

４ 業務の履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和３年３月 26 日までとする。 

 

５ 業務内容 

（１）災害公営住宅（地区別）に関連する保存データのアーカイブに関する業務 

別紙１に示す業務対象地区（以下「対象地区」という）において保存されている各種デジ

タルデータ（業務対象データ種別詳細は別紙２、業務対象データのデータ量・ファイル数等

の参考数量は別紙３を参照のこと。以下業務対象データを「保存データ」という。）につい

て、内容を確認のうえ、アーカイブ方法の提案、検討及び作成を行い、策定したルールに基

づき保存データのアーカイブ作業等を行う。 

   アーカイブ方法の提案については、別途監督員が指示する内容を踏まえた提案とするこ

と。 

   また、保存データの分類（アーカイブ対象・対象外、公開制限等の格付けや保存、削除の

選別等）については、監督員と協議の上実施すること。 

   なお、策定したアーカイブ方法に基づく保存作業は、発注者から貸与される機器を使用す

るものとする。 

   ①対象地区概要及び保存データ一覧の作成 

   ②保存データ一覧の分類分け（監督員との協議による） 

   ③アーカイブ方法の検討・提案・作成 

   ④③にて策定した方法に基づく保存データのアーカイブ作業 

 

 （２）データベース構成検討業務 

「５業務の内容_（１）」によりアーカイブを実施したデータについて、保存データ一覧表

を作成し、一覧表と保存データを紐づける作業を行う。保存データ一覧表及び保存データに

ついては、ＵＲイントラネット内で設定するユーザーがアクセスし、容易に参照できるもの

とする。 

①アーカイブデータと保存データ一覧表の紐づけ作業 

②監督員が別途指示するＵＲ職員のデータベースへのアクセス設定 

③アーカイブ化データ及び保存データ一覧等の編集権限制限設定 
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（３）データベース運用マニュアルの作成業務 

（２）において作成したデータベースについて、運用マニュアルを作成する。 

①データベース概要の作成 

②アクセス権限設定方法の作成 

③編集権限設定方法の作成 

④その他監督員が指示する内容 

 

 

６ 機密保持 

本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留

意すること。また、本業務５（１）においては、監督員が指定した場所にて実施することとする。

この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 

・ＵＲ都市機構が提供する災害公営住宅に関する資料 

 

７ 交通費の負担 

本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督

員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 

 

８ 貸与品等 

本業務の遂行に当たり、機構より、５（１）に関係する資料・パンフレットを貸与する。その

他、機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。 

 

９ 物品の購入 

本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を請負者が負担する場合は、書面

により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な

管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 

 

10 提出成果物 

本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用

してはならない。 

（１）本業務にかかる報告書一式（Ａ４判、製本） ３部 

（２）上記に関する原稿一式及び電子データ（CD 又は DVD） １式 

なお、電子データはオリジナルデータに加え、PDF データも作成すること。 

成果物の引渡し前にデータ保存方法等について、監督員と協議すること。 

 

11 疑義 

本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と

協議等の上実施するものとする。 

 

以 上



■災害公営住宅アーカイブ化対象地区一覧

ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

県 010000 岩手県 （28地区） （42件）

市町村 010000 岩手県 011000 盛岡市 （１地区） （１件）

地区 010000 岩手県 011000 盛岡市 011100 南青山地区 011101 （仮称）南青山アパート災害公営住宅建設工事

市町村 010000 岩手県 012000 山田町 （６地区） （６件）

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012100 大浦第一地区 012101 山田町大浦地区（大浦第1団地）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012200 大浦第二地区 012201 山田町大浦地区（大浦第2団地）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012300 織笠跡浜地区 012301 山田町織笠跡浜団地災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012400 山田中央団地地区 012401 山田町山田中央団地災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012500 大沢地区 012501 山田町大沢地区（大沢小学校脇団地）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 012000 山田町 012600 下条地区 012601 山田町大沢地区（下条団地）災害公営住宅建設工事

市町村 010000 岩手県 013000 大槌町 （８地区） （13件）

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013100 屋敷前地区 013101 大槌町屋敷前地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013200 大ヶ口地区 013201 大槌町大ヶ口地区災害公営住宅（第1住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013200 大ヶ口地区 013202 大槌町大ヶ口地区災害公営住宅（第2住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013200 大ヶ口地区 013203 大槌町大ヶ口地区災害公営住宅（第3住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013200 大ヶ口地区 013204 大槌町大ヶ口地区災害公営住宅（第4住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013300 大ヶ口二丁目地区 013301 大槌町大ヶ口二丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013400 柾内地区 013401 大槌町柾内地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013500 町方地区（末広町）地区 013501 大槌町町方地区（末広町）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013600 寺野地区 013601 大槌町寺野地区災害公営住宅（第1住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013600 寺野地区 013602 大槌町寺野地区災害公営住宅（第2住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013600 寺野地区 013603 大槌町寺野地区災害公営住宅（第3住宅）建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013700 町方地区（御社地）地区 013701 大槌町町方地区（御社地）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 013000 大槌町 013800 本町・上町 013801 大槌町町方地区（本町１・上町）災害公営住宅建設工事

市町村 010000 岩手県 014000 釜石市 （３地区） （７件）

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014100 花露辺地区 014101 釜石市花露辺地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014200 方岸地区 014201 釜石市片岸地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014300 鵜住居地区 014301 釜石市鵜住居地区（第1住宅）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014300 鵜住居地区 014302 釜石市鵜住居地区（第2住宅）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014300 鵜住居地区 014303 釜石市鵜住居地区（第3住宅）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014300 鵜住居地区 014304 釜石市鵜住居地区（第4住宅）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 014000 釜石市 014300 鵜住居地区 014305 釜石市鵜住居地区（第5住宅）災害公営住宅建設工事

市町村 010000 岩手県 015000 大船渡市 （６地区） （９件）

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015100 宇津野沢地区他3地区 015101 大船渡市宇津野沢地区他3地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015200 津波復興拠点 015201 大船渡地区津波復興拠点整備事業行政施設建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015300 川原地区他 015301 大船渡市川原地区・蛸ノ浦地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015400 所通東地区 015401 大船渡市所通東地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015500 川原その２・山口地区 015501 大船渡市川原その2地区・山口地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015600 木造5地区 015601 大船渡市杉下地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015600 木造5地区 015602 大船渡市崎浜地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015600 木造5地区 015603 大船渡市泊里地区災害公営住宅建設工事

地区名中分類大分類 工事名称
種別
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ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

地区名中分類大分類 工事名称
種別

地区 010000 岩手県 015000 大船渡市 015600 木造5地区 015604 大船渡市大洞地区・後ノ入地区災害公営住宅建設工事

市町村 010000 岩手県 016000 陸前高田市 （４地区） （６件）

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016100 下和野地区 016101 陸前高田市下和野地区（北工区）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016100 下和野地区 016102 陸前高田市下和野地区（南工区）災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016200 水上地区 016201 陸前高田市水上地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016300 大野・田端地区 016301 陸前高田市大野地区災害公営住宅基盤整備工事

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016300 大野・田端地区 016302 陸前高田市大野地区・田端地区災害公営住宅建設工事

地区 010000 岩手県 016000 陸前高田市 016400 今泉・長部地区 016401 陸前高田市今泉地区・長部地区災害公営住宅建設工事



ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

地区名中分類大分類 工事名称
種別

県 020000 宮城県 （39地区） （70件）

市町村 020000 宮城県 021000 気仙沼市 （６地区） （７件）

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021100 南郷地区 021101 気仙沼市南郷地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021200 四反田地区 021201 気仙沼市四反田地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021300 鹿折地区 021301 気仙沼市鹿折地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021400 幸町地区（南気仙沼A) 021401 気仙沼市南気仙沼幸町・内の脇地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021500 内の脇地区（南気仙沼B) 021501 ※02141-気仙沼市南気仙沼幸町・内の脇地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021600 駅前 021601 気仙沼市気仙沼駅前地区(第１工区)災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 021000 気仙沼市 021600 駅前 021602 気仙沼市気仙沼駅前地区(第２工区)災害公営住宅建設工事

市町村 020000 宮城県 022000 南三陸町 （５地区） （９件）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022100 入谷桜沢 022101 南三陸町入谷桜沢地区・歌津名足地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022200 歌津名足地区 022201 ※02211-南三陸町入谷桜沢地区・歌津名足地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022300 志津川東第１地区 022301 南三陸町志津川東（第１）地区災害公営住宅建設工事（第１工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022300 志津川東第１地区 022302 南三陸町志津川東（第１）地区災害公営住宅建設工事（第２工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022400 志津川東第２地区 022401 南三陸町志津川東（第２）地区災害公営住宅建設工事（第３工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022400 志津川東第２地区 022402 南三陸町志津川東（第２）地区災害公営住宅建設工事（第４工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022400 志津川東第２地区 022403 南三陸町志津川東（第２）地区災害公営住宅建設工事（第５工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022500 志津川中央地区 022501 南三陸町志津川中央地区災害公営住宅建設工事（第６工区）

地区 020000 宮城県 022000 南三陸町 022500 志津川中央地区 022502 南三陸町志津川中央地区災害公営住宅建設工事（第７工区）

市町村 020000 宮城県 023000 石巻市 （９地区） （９件）

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02310 大街道西地区 023101 石巻市大街道西二丁目・大街道北二丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02320 中央一丁目地区 023201 石巻市中央一丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02330 駅前北通り1地区 023301 石巻市駅前北通り一丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02340 大街道北２地区 023401 ※02311-石巻市大街道西二丁目・大街道北二丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02350 中里１丁目地区 023501 石巻市中里一丁目・泉町四丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02360 泉町４丁目地区 053601 ※02351-石巻市中里一丁目・泉町四丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02370 不動町二丁目地区 023701 石巻市不動町二丁目・中央一丁目南地区復興公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02380 中央一丁目南（永厳寺） 023801

地区 020000 宮城県 023000 石巻市 02390 新門脇地区 023901 石巻市門脇地区復興公営住宅建設工事

市町村 020000 宮城県 024000 女川町 （６地区） （６件）

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024100 民陸上競技場跡地地区 024101 女川町民陸上競技場跡地地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024200 女川駅北 024201 女川町女川駅北地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024300 ずい道 024301 女川町ずい道地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024400 荒立1 024401 女川町荒立・大道1地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024500 荒立③ 024501 女川町荒立・大道３地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 024000 女川町 024600 西区 024601 女川町西区地区災害公営住宅建設工事



ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

地区名中分類大分類 工事名称
種別

市町村 020000 宮城県 025000 東松島市 （２地区） （20件）

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025101 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第１住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025102 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第２住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025103 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第３住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025104 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第４住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025105 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第５住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025106 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第６住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025107 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第７住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025108 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第８住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025109 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第９住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025110 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第１０住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025100 東矢本地区 025111 東松島市東矢本駅北地区災害公営住宅（第１１住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025201 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第１住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025202 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第２住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025203 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第３住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025204 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第４住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025205 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第５住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025206 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第６住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025207 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第７住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025208 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第８住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 025000 東松島市 025200 野蒜地区 025209 東松島市野蒜北部丘陵地区災害公営住宅（第９住宅）建設工事

市町村 020000 宮城県 026000 塩竈市 （５地区） （12件）

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026101 塩竈市伊保石地区災害公営住宅基盤整備工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026102 塩竈市伊保石地区災害公営住宅基盤整備その２工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026103 塩竈市伊保石地区災害公営住宅（第１住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026104 塩竈市伊保石地区災害公営住宅（第２住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026105 塩竈市伊保石地区災害公営住宅（第３住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026100 伊保石地区 026106 塩竈市伊保石地区災害公営住宅（第４住宅）建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026200 錦町地区 026201 塩竈市錦町地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026300 浦戸諸島 026301 塩竈市桂島地区（第１期）・野々島地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026300 浦戸諸島 026302 塩竈市桂島地区（第２期）災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026300 浦戸諸島 026303 塩竈市寒風沢地区・朴島地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026400 清水沢地区 026401 塩竈市清水沢地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 026000 塩竈市 026500 錦町東地区 026501 塩竈市錦町東地区災害公営住宅建設工事

市町村 020000 宮城県 027000 多賀城市 （４地区） （５件）

地区 020000 宮城県 027000 多賀城市 027100 桜木地区 027101 多賀城市桜木地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 027000 多賀城市 027200 鶴ケ谷地区 027201 多賀城市鶴ケ谷地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 027000 多賀城市 027300 新田地区 027301 多賀城市新田地区（南工区）災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 027000 多賀城市 027300 新田地区 027301 多賀城市新田地区（北工区）災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 027000 多賀城市 027400 宮内地区 027401 多賀城市宮内地区災害公営住宅建設工事

市町村 020000 宮城県 028000 名取市 （２地区） （２件）

地区 020000 宮城県 028000 名取市 028100 下増田地区 028101 名取市下増田地区災害公営住宅建設工事

地区 020000 宮城県 028000 名取市 028200 高柳辻地区 028201 名取市高柳辻地区災害公営住宅建設工事



ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

地区名中分類大分類 工事名称
種別

県 030000 福島県 （９地区） （25件）

市町村 030000 福島県 031000 大熊町 （１地区） （１件）

地区 030000 福島県 031000 大熊町 031100 大川原地区

市町村 030000 福島県 032000 桑折町 （１地区） （５件）

地区 030000 福島県 032000 桑折町 032100 桑折駅前地区 032101 桑折町桑折駅前地区災害公営住宅基盤整備工事

地区 030000 福島県 032000 桑折町 032100 桑折駅前地区 032102 桑折町桑折駅前地区（第1工区）災害公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 032000 桑折町 032100 桑折駅前地区 032103 桑折町桑折駅前地区（第2工区）災害公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 032000 桑折町 032100 桑折駅前地区 032104 桑折町桑折駅前地区（第3工区）災害公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 032000 桑折町 032100 桑折駅前地区 032105 桑折町桑折駅前地区（第4工区）災害公営住宅建設工事

市町村 030000 福島県 033000 新地町 （１地区） （１件）

地区 030000 福島県 033000 新地町 033100 愛宕東地区 033101 新地町愛宕東地区災害公営住宅建設工事

市町村 030000 福島県 034000 いわき市 （６地区） （18件）

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034100 内郷宮町地区 034101 いわき市内郷宮町地区南工区復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034100 内郷宮町地区 034102 いわき市内郷宮町地区北工区復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034200 小名浜大原地区 034201 いわき市小名浜大原地区復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034301 いわき市北好間中川原地区第１住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034302 いわき市北好間中川原地区第２住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034303 いわき市北好間中川原地区第３住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034304 いわき市北好間中川原地区第４住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034305 いわき市北好間中川原地区第５住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034300 北好間中川原地区 034306 いわき市北好間中川原地区(南工区）復興公営住宅基盤整備工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034400 泉町本谷地区 034401 いわき市泉町本谷地区復興公営住宅基盤整備工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034400 泉町本谷地区 034402 いわき市泉町本谷地区第１住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034400 泉町本谷地区 034403 いわき市泉町本谷地区第２住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034400 泉町本谷地区 034404 いわき市泉町本谷地区第３住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034400 泉町本谷地区 034405 いわき市泉町本谷地区第４住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034500 勿来酒井地区 034501 いわき市勿来酒井地区復興公営住宅基盤整備工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034500 勿来酒井地区 034502 いわき市勿来酒井地区第１住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034500 勿来酒井地区 034503 いわき市勿来酒井地区第２住宅復興公営住宅建設工事

地区 030000 福島県 034000 いわき市 034600 下湯長谷地区 034601



ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称 ＣＤ 名称

地区名中分類大分類 工事名称
種別

県 060000 熊本県 （12地区） （18件）

市町村 060000 熊本県 061000 宇城市 （２地区） （４件）

地区 060000 熊本県 061000 宇城市 061100 響原 061101 宇城市豊野町響原地区第１住宅災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 061000 宇城市 061100 響原 061102 宇城市豊野町響原地区第２住宅災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 061000 宇城市 061100 響原 061103 宇城市豊野町響原地区災害公営住宅みんなの家建設工事 

地区 060000 熊本県 061000 宇城市 061200 松橋大野 061201 宇城市松橋町大野地区災害公営住宅建設工事

市町村 060000 熊本県 062000 嘉島市 （４地区） （６件）

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062100 鯰浮明地区 062101 嘉島町鯰浮明他１団地災害公営住宅宅地整備工事

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062200 上島蔵園地区 062201 嘉島町蔵園団地・浮明団地災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062300 上六嘉荒尾地区 062301 嘉島町荒尾団地災害公営住宅宅地整備工事

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062300 上六嘉荒尾地区 062302 嘉島町荒尾団地災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062400 門ノ久地区 062401 嘉島町門ノ久団地災害公営住宅宅地整備工事

地区 060000 熊本県 062000 嘉島市 062400 門ノ久地区 062402 嘉島町門ノ久団地災害公営住宅建設工事

市町村 060000 熊本県 063000 御船町 （２地区） （２件）

地区 060000 熊本県 063000 御船町 063100 御船一丁目地区 063101 御船町一丁目地区災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 063000 御船町 063200 古閑迫地区 063201 御船町古閑迫地区災害公営住宅建設工事

市町村 060000 熊本県 064000 益城町 （４地区） （６件）

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064100 広安西A地区 064101 益城町広安西Ａ工区災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064200 広安西B地区 064201 益城町広安西Ｂ工区災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064300 馬水地区 064301 益城町広安馬水地区災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064300 馬水地区 064302 益城町広安馬水地区災害公営住宅宅地整備工事

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064400 安永地区 064401 益城町広安安永地区災害公営住宅建設工事

地区 060000 熊本県 064000 益城町 064400 安永地区 064402 益城町広安安永地区災害公営住宅宅地整備工事

４県・88地区・155件合計



【機密性2】
■災害公営住宅アーカイブ化対象データ一覧

項番 名称 項番 名称 項番 名称
1 諸元情報 1 基本情報 1 公図・登記簿等

2 各種台帳
3 その他

2 行政等協議 1 議事録
3 基本計画 1 計画段階 1 事業スケジュール

2 業務委託契約
3 14条要請
4 業務実施契約
5 その他

2 基本計画検討業務 1 発注手続き
2 契約
3 成果品
4 その他

3 測量業務 1 発注手続き
2 契約
3 成果品
4 その他

4 地歴調査業務 1 発注手続き

5 土質調査業務 2 契約

6 家屋調査業務 3 成果品

7 工損調査業務 4 問い合わせ記録
5 その他

4 設計業務 1 基本設計等業務 1 発注手続き
（基本・実施・意図伝達・積算） 2 変更設計等業務 2 契約

3 意図伝達業務 3 基本設計図面

4 積算業務 4 積算内訳書

5 その他委託業務 5 意図伝達業務
6 交付金資料作成（当初）
7 変更設計図作成
8 変更協議図作成
9 数量計算書
10 変更積算内訳書
11 成果品
12 その他

5 申請関連 1 法申請関連 1 農振除外手続き
2 農転手続き
3 埋文調査関連
4 土対法手続き
5 土砂法手続き
6 林地開発手続き
7 開発協議関連
8 計画通知
9 その他

6 建設工事 1 在来発注工事 1 発注手続き

2 性能発注工事 2 契約

3 プロポ発注工事 4 設計趣旨説明

4 基盤整備工事 5 変更
6 一部完了
7 竣工図
8 現場写真
9 工事写真
10 竣工写真
11 工事完成書類
12 検査関係
13 その他

7 交付金・補助金 1 交付金・補助金 1 提出資料（最終）
2 資料作成

8 その他（瑕疵・不具合対応） 1 瑕疵・不具合関連 1 設計瑕疵
2 工事瑕疵
3 補備工事

大項目 中項目 小項目

（別添３）別紙２



 

 

 

 

 

アーカイブ化対象データのデータ容量等 

 

（上段；データ容量 中段；ファイル数 下段；フォルダ数） 

 
都道府県 地区数 ファイルサーバ 共用機 文書管理 

合計※ 

文書管理 

１ 岩手県 28 
64GB 

（28,638） 

6,370 

173GB 

（91,800） 

15,793 

65GB 

（1,200） 

 

237GB 

（120,438） 

22,163 

２ 宮城県 39 
63GB 

（30,951） 

5,264 

182GB 

（94,832） 

15,817 

245GB 

（125,783） 

21,081 

３ 福島県 ９ 
45GB 

（20,308） 

3,591 

40GB 

（13,229） 

2,052 

85GB 

（33,537） 

5,643 

４ 熊本県 12 
31GB 

（16,574） 

2,640 

327GB 

（141,405） 

27,393 

359GB 

（157,979） 

30,033 

合計 88 
204GB 

（96,471） 

17,865 

723GB 

（341,266） 

61,055 

65GB 

（1,200） 

927GB 

（437,737） 

78,920 

 

以 上 

（別添３）別紙３ 


