
調達仕様書

1 件名

UR 賃貸住宅における現地実査試行実施業務

2 業務の目的

独立行政法人都市再生機構（以下、発注者という。）においては、UR 賃貸住宅の建物お

よび附属する設備等について、物財管理を基礎的なものとして、効用の観点から資産区分を

細分化し会計帳簿(帳簿台帳)として保持すること、細分化した資産区分ごとに効用持続年数

をもとに耐用年数を設定し償却を行うこと、賃貸住宅の建物に附属する設備等の取替えに関

わる資本的支出の会計処理を見直すことを検討している(以下、資産区分細分化という)。
資産区分細分化に向けて、平成 28 年 11 月に「UR 賃貸住宅の資産区分細分化に伴う会

計処理に係る実務対応検討業務」を委託し、UR 賃貸住宅の資産管理の高度化方策、資産

区分等の検討、システム構成案、償却資産税申告業務等の検討を行い、令和 2 年度より資

産区分細分化を実行するためのロードマップを策定し、最終報告をとりまとめたところであ

る。

この検討のなかで、資産区分細分化に伴う会計業務および資産管理業務を実現するため

には、資産の棚卸業務である実査業務を正確に行う必要がある。

本業務では、上記を踏まえた UR 賃貸住宅の固定資産に対する実査業務の実現に向けた

実現性の検証および今後想定される業務量を算出することを目的とする。

3 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 2 年 1 月 31 日とする。

3.1 スケジュール

受注者が本業務に最適と考える詳細スケジュールを設定すること。ただし、以下のマ

イルストーンは、確定とする。

・「6.3 現地実査試行実施に関する手順書の作成」 令和元年 10 月末

・「6.5 調査結果のとりまとめ」令和元年 12 月末

4 業務の範囲

試行実施の対象団地等の範囲は、次のとおりである。

1) 屋内専有部（住戸）

2) 屋内共用開放スペース（エントランス等）

3) 屋内共用室（集会所等）

4) 屋外（団地内広場等）

別紙１
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表１ 試行実施対象団地数等

数量等

対象団地 別紙 対象団地リスト参照

住戸数 各団地１～２住戸

屋内共用開放スペース 各団地１～２住棟

屋内共用室 各団地所有分全量

屋外 各団地全エリア

5 関連する業務

5.1 屋外資産データ及び屋内資産データ作成

UR 賃貸住宅の建物及び設備は屋内資産および屋外資産に分類され、発注者はそれ

ぞれの初期データの整備を行うため、専門事業者へ以下の整備業務の発注を行ってい

る。現地実査の試行実施にあたっては、試行用のデータとして、屋外事業者および屋内

事業者が作成したデータを発注者より提示する予定である。

・UR 賃貸住宅における屋外資産初期データ整備業務(東日本賃貸住宅本部管内)
・UR 賃貸住宅における屋内資産初期データ整備業務

5.2 その他関連業務

資産区分細分化に向けて、屋外事業者、屋内事業者の他に以下の発注を予定してい

る。（調達案件名、調達単位は調達時点の想定であり、今後変動することがある。）

・実査システム構築等業務

6 業務内容

下図に概略の現地実査試行実施等の作業手順を示す。

図 1 概略作業手順

6.1 現地実査完了要件の整理

現地実査では資産の現物確認と稼働確認（遊休状態の確認）を行う。各財産分類の資

6.1 現地実査完了要件の整理

6.2 業務量試算の計算方法、スキル判断の設計

6.3 現地実査試行実施に関する手順書の作成

6.4 試行実施

6.5 調査結果の取り纏め

6.6 現地実査の必要業務量の試算、スキルの判断
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産に対し、現地実査に影響を与える要素を整理し、現地実査を完了するための要件を作

成すること。作成した完了要件は、本試行実施の中で検証することを考慮した内容である

こと。

6.2 業務量試算の計算方法、スキル判断の設計

試行実施で計測した業務量を基に、発注者が所有または管理する全団地の固定資産

に対し、現地実査を実施した場合の業務量を測定するための試算方法を設計すること。

設計した計算方法に必要な粒度での業務量が計測できるよう、試行実施における業務

量測定の方法も併せて検討すること。

計算方法は、団地の屋内、屋外等の特性や資産の特徴を踏まえ設計すること。

項番 6.1 で検討した内容を踏まえ、現地実査の試行実施に関する手順書の目次構成と

記載すべき内容を検討すること。

試行実施の対象となる財産分類毎に、実査に必要と想定される条件、準備等を整理し、

試行実施での確認方法を設計すること。

6.3 現地実査試行実施に関する手順書の作成

発注者より提供する、固定資産情報および該当固定資産の位置情報等に基づき、現地

実査の試行実施を行うための手順書を作成すること。

手順書には、実査台帳の見方、実査の方法、留意点等を記載し、資産に対する専門的

なスキルや知識を有しない者でも実査作業の試行ができる内容とすること。また、試行実

施の結果集計で使用する様式等も作成すること。

項番 6.2 の結果を踏まえ、試行実施の業務量を測定するための手法についても手順書

に記載すること。

手順書の初版を作成したのち、試行実施の対象団地 1 団地を選定し、手順書の妥当性

を確認すること。確認後に修正が必要と判断された内容に対しては手順書を修正した上で、

試行実施用の手順書として確定すること。

6.4 試行実施

試行実施の対象団地にて、現地実査の試行実施およびその業務量測定を実施すること。

現地実査は資産の現物確認および稼働確認に加え、実査用の台帳や位置情報の台帳と

現状が不一致だった場合、その修正を行うこと。

項番 6.2 で検討した、現地実査で必要となる条件、準備等について、財産分類毎に検証

を行うこと。

項番 6.3 の内容に基づき、実査の作業時間を計測すること。資産の現物確認及び稼働

確認時間に加え、実査用の台帳や位置情報の台帳と現状が不一致だった場合の修正時

間を計測すること。

6.5 調査結果のとりまとめ

項番 6.4 の結果について、資産の財産分類別にとりまとめを行うこと。その際、実査の

実現性要否の観点及び業務量測定の観点でのとりまとめとすること。
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実査の作業時間においては、正常に実査を行った場合と、実査が想定通り行えなかっ

た場合を切り分けること。また、実査の時間が想定より大幅に生じた資産については、そ

の原因を明らかにし、発注者に対し説明を行うこと。

試行実施において、実査結果の記録不備等が発生した場合、実査を実施した担当者に

確認を行い、正しい結果に補正すること。

6.6 現地実査の必要業務量の試算

項番 6.2 の推計方法および項番 6.5 の計測結果を基に、発注者が所有または管理する

全団地の資産に対し現地実査を実施した場合の業務量を試算すること。

項番 6.4 の結果、現地実査可能な財産分類に限定した場合の業務量についても試算す

ること。また稼働確認のみ又は遊休確認のみでの業務量も試算すること

発注者が別途提示する法定点検等業務、および空家修繕業務の対象資産等のみに限

定した場合の必要業務量についても試算すること。その他業務量の整理は機構と協議の

上決定すること。

業務量の試算に対し大きな変動を与える要素が存在する場合、その内容を整理すると

ともに、要素による変動を考慮した複数の試算結果を示すこと。

項番 6.5 の結果を基に、項番 6.3 で作成した試行実施手順書に対し、各財産分類の実

査における必要な条件や作業、留意点等を詳細化し、現地実査用の手順書案を作成する

こと。

6.7 成果品の取りまとめ

本業務の成果品として、表 2 に記載されている成果品を納品用電子媒体に記録するも

のとする。

表 2 成果品一覧

成果品 データフォーマット 媒体 納品時期

作業計画書 Word 形式, Excel 形式 DVD 初版：令和元年 9 月末

最終版：令和 2 年 1 月末

試行実施手順書 Word 形式, Excel 形式 DVD 令和元年 11 月中旬

試行実施結果報告書 Word 形式, Excel 形式 DVD 令和元年 12 月末

試行実施結果根拠資料 Word 形式, Excel 形

式,Jpeg 形式

DVD 令和元年 12 月末

現地実査の必要条件整

理資料

Word 形式, Excel 形式 DVD 令和元年 12 月末

現地実査手順書案 Word 形式, Excel 形式 DVD 令和 2 年 1 月末

業務量調査結果報告書 Word 形式, Excel 形式 DVD 速報版：令和元年 12 月末

最終版：令和 2 年 1 月末

業務量調査根拠資料 Word 形式, Excel 形式 DVD 令和 2 年 1 月末

全体業務量推計資料 Word 形式, Excel 形式 DVD 令和 2 年 1 月末

会議資料等 Word 形式, Excel 形

式,PowerPoint 形式

DVD 令和 2 年 1 月末
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6.8 実査作業におけるその他要件

団地内の業務においては、機構職員等の指示に従うこと。

また、給水施設に立入る者に対しては、水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規

定する健康診断を受診し、適合の証明書を担当職員へ提出していることを確認すること。

6.9 プロジェクト管理

プロジェクト管理は、受注者が品質を管理し、業務を運営する上で必要な作業項目につ

いて、前項の結果を踏まえ以下の通り実施するものとする。

受注者は契約締結後速やかに、本業務における具体的な体制、スケジュール、プロジェ

クト管理方針及びプロジェクト管理方法を盛り込んだプロジェクト計画書を作成すること。ス

ケジュールについては、連携対象となる関係事業者と協議し、整合性をとること。プロジェ

クト管理については次の事項等を実施することとし、随時発注者への内容報告を実施し、

承諾を受けた上で業務を進めること。

6.9.1 定例会準備のサポート

二週間に一度の定例会について、以下のサポートを実施する。（約 7 回開催）。

(ア) 進捗確認以外の会議目的の設定

(イ) 会議資料の一部作成、資料の印刷

(ウ) TODO 確認

(エ) 議事録の作成

6.9.2 情報共有サイト設置運営

契約期間内において情報共有サイト(クラウド型)の設置と運営を実施する。発注者内

のセキュリティ確認を含む。

情報共有項目は、発注者より貸与される既存資料、受注者から発注者への問い合わ

せ、試行実施にて撮影した写真等とする。

情報共有サイトのストレージ量については、発注者と相談の上検討する。

6.9.3 進捗管理

プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受

注者は、実施スケジュールと実際の業務状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、

定例報告会において発注者に報告の上、承諾を得ること。進捗及び進捗管理に是正の

必要がある場合、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定し、

発注者の承諾を得ること。

6.9.4 品質管理

プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。

受注者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了時に

発注者に報告の上、承諾を得ること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合、そ

の原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定し、発注者の承諾を得るこ

と。
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6.9.5 作業環境

受注者は本業務の作業全体像を想定した上で、作業に必要な作業場所、全ての機材、

什器、消耗品等について、受注者の責任と負担の下で準備すること。

作業場所についてはその形態等(―箇所で作業するのか違隔地で分散作業するのか

等)を機構に提示し、機構の承諾を得ること。

本業務に係るセキュリティは、発注者のセキュリティ関連規定等に従い、受注者にて

セキュリティを担保するための管理を行う。

  

  

7 業務責任者

受注者は、本業務の実施に当たり業務責任者を定め、氏名、役職、連絡先等を書面にて

発注者に通知するものとする。

なお、業務責任者は次に掲げる基準を満たすこととする。

① 平成 15 年度以降に受注し完了した同種又は類似の業務の実績（再委託による業務の

実績を含む。）を有すること。

同種業務：「賃貸住宅資産を有する公的機関※から受注した実績」

類似業務：「賃貸住宅事業を行う法人から受注した実績」

② 本業務の履行に関し、平成 15 年度以降に完了し、年間売上 6,000 億円以上（連結）

の法人又は職員数 3,000 名以上の公的機関※から受注した経験を有する業務責任

者を選任すること。

③ 平成 15 年度以降に受注し完了した、業務設計、業務量測定、業務量推計に関する業

務に従事した実績を有すること。

④ 参加表明書及び技術提案書の提出期限日時点において、本件業務の参加希望者と

雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合には、「虚偽の記載」と

して取り扱う。

※公的機関：国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人、地方独立

行政法人、公立大学法人、住宅供給公社、道路公社若しくは土地開発公社

8 その他

① 本業務の契約締結と同時に、発注者と受注者は本業務に係る重要な情報及び個人情

報の保護に関する特約「個人情報等の保護に関する特約条項」及び本業務に係る事務

所等の使用料に関する協定を締結するものとする。

② 本業務を実施するために必要な資料、データ等のうち発注者が保有しかつ一般に公開

されていないもの（以下「機構保有資料等」という。）について、受注者の業務責任者が

業務完了のために必要と認めたときは、受注者は業務責任者名義の書面により貸し出

しを請求し、発注者の承諾を得たうえで機構保有資料等の貸し出しを受けることができ

る。貸し出された機構保有資料等については本業務に係る重要な情報及び個人情報に

関する特約に従うとともに、紛失、毀損、盗難等のないよう細心の注意を持って厳重に

管理し、使用目的を達成の後速やかに発注者に返却すること。
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③ 本業務に係る成果物等の作成に当たっては、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）に適合した物品を使用すること。

④ 本業務の実施に当たっては、法令、条例等の関係諸法規を厳守するとともに、社会倫

理及び信義則に則った良識ある行動を心掛け、発注者に損害を与えないよう配慮する

こと。

⑤ 業務の一部を受注者以外の者に請け負わせ、又は委任する場合については、以下のと

おりとする。

I. 本業務において、受注者が業務の一部を他の者に請け負わせ、又は委任する場合

は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

II. 受注者は業務の一部を他の者に請け負わせ、又は委任する場合、書面により相手方

との契約関係を明確にしておくとともに、その相手方に対し、業務の適正な履行を求

めること。また、発注者からの求めに応じ、他の者に請け負わせ、又は委任した業務

に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出すること。

⑥ 本業務に係る知的財産権等の取扱いは以下のとおりとする。

I. 本業務において作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権（「著

作権法」（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第 21 条から第 28 条に定めるすべ

ての権利を含む。）は受注者が本業務従事以前より権利を保有していた等の明確な

理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、発注者が所有

する現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべて発注者に帰属するものとす

る。

II. 本調達に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものと

する。

III. 本調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等で

あっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。

IV. 本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びデータ等に第三者が権利を有

する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用

許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に発注者へ報告し、承認

を得ること。なお、受注業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の

紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら発注者の責に帰す場合を除き、受注

者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、発注者は係る紛争の事実を

知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の

協力措置を講ずる。

⑦ 業務実施において、業務概要説明書に記載のない事項や疑義等が生じた場合は、そ

の都度発注者と協議すること。

以 上
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別紙 対象団地リスト

団地 所在地

立川若葉町 立川市若葉町四丁目 25-1
多摩ニュータウンビスタノーレ向陽台 稲城市向陽台六丁目 11
希望ヶ丘 世田谷区船橋六丁目他

光が丘パークタウンプロムナード十番街 練馬区光が丘二丁目 10-1 他

アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町 1-8


