
業務仕様書 

１ 業務の名称 

文書保管（デリバリーサービス付）等業務（第４期）(本社) 

２ 履行期間 

  令和２年７月１日～令和７年６月 30日（５年間） 

３ 業務の内容 

（１）文書の保管 

＜単価：文書保管＞ 

請負者は、文書保管箱等を以下の①～③の条件を満たした場所で保管すること。棚置き

又は棚と同程度の保管環境とし、荷重による損傷がないよう留意すること。 

① 立地      ＪＲ「新宿」駅から公共交通機関（有料特急を除く）を利用し２時間以 

内で到着できるところに位置していること。 

② 保管環境  常温、常湿とし、倉庫業法施行規則第３条に規定する「１類倉庫」の

設備基準を満たし、文書及び図面を長期間安定的に保管することが可能 

な倉庫。 

出入口の施錠管理及び ID カード等による入退室のアクセス管理システ

ムを備え、不正侵入を防止する体制となっていること。 

③ その他  倉庫敷地内での文書閲覧が可能であること。 

（２）文書の新規預入に伴う業務 

① 文書の搬出及び搬入

＜単価：文書の搬出・搬入＞ 

  請負者は、機構から文書の新規預入の指示があった場合、機構の指定する場所（搬

出元）から文書保管箱等を搬出し、請負者の保管場所へ搬入する。機構からの指示は、

電子メール等にて行うものとし、原則、午後３時までに依頼したものについては、翌

日中に搬出、搬入を行うもの（ただし、土日・祝日・年末年始（12/29から 1/3まで）

は除く。）とする。 

なお、機構が保有する書庫の閉鎖時などは、次の②又は③の業務を依頼する場合が

ある。その際は、②又は③の業務を実施後、①の業務を行う。 

② 文書ファイルの箱詰め及び記録

＜単価：文書ファイルの箱詰め及び記録＞ 

棚に配架された箱詰めされていない文書ファイル等について、文書保管箱への箱詰

め及び箱詰めされた文書ファイルの記録（件名及び機構が付番したファイル管理番号

（11桁の数字でバーコードシールによりファイルに貼付済み））を行い、一覧表の様式

（microsoft excel形式）により機構に提出する。文書保管箱（W350×D450×H300程

度）は請負者で用意する。箱代金は契約単価に含まれる。 
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③ 文書ファイルの記録

＜単価：文書ファイルの記録＞ 

箱詰めされているが、その箱に機構の箱管理番号ラベルが貼付されていないものは、 

文書ファイルの記録を行い、一覧表の様式（microsoft excel 形式）により機構に提

出する。 

④ 文書保管箱の納入

＜単価：文書保管箱の納入＞ 

文書保管箱（W350×D450×H300程度でワンタッチ組立タイプのもの）の納入依頼が 

あった場合は、必要な数量を納品すること。配送料金は単価に含むものとする。 

＜業務の流れ＞ 

◎ 搬出及び搬入作業のみ 

① 機構から業務依頼書を電子メール等により請負者へ送付。（搬出・搬入日前日 15：

00まで）

② 請負者は、専用車により、機構から指定された事務所から搬出、その場で機構職員

の確認を受けた後に、請負者の倉庫へ搬入を行う。

◎ 箱詰め・記録作業を含む 

① 機構から請負者へ事前依頼を行う。

② 現場（搬出元）にて機構から請負者へ業務説明を行う。

③ 請負者にて箱詰め及び記録作業を開始。

④ 請負者は、記録したデータを機構へ提出する。

⑤ 機構は、請負者により報告されたデータの確認を実施する。その後、業務依頼書を

電子メール等により請負者へ送付。（搬出・搬入日前日 15：00まで）

⑥ 請負者は、専用車により、機構から指定された事務所から搬出、その場で機構職員

の確認を受けた後に、請負者の倉庫へ搬入を行う。

（３）保管した文書保管箱等の配送・回収 

＜単価：文書配送・文書回収＞ 

請負者は、機構から文書保管箱等について配送の指示を受けた場合は、請負者の保管

場所から出庫し、機構事務所内の指定する部署へ配送する。 

また、回収の指示を受けた場合は、保管場所へ回収、入庫する。 

なお、機構からの指示は、電子メール等にて行うものとし、原則、午後３時までに依

頼したものについては、翌日中に配送、回収を行うもの（ただし、土日・祝日・年末年

始（12/29 から 1/3 まで）は除く。）とする。配送及び回収に当たり、宅配便等の利用は

不可とし、請負者又は請負者の委託を受けた者が行うものとする。（業務委託は、当機構

へ申請を行い、承諾を得た場合に限り可とする。）原則として請負者等の専用車両を利用

し、配送及び回収の際はビルの車両制限に従うこと。 
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＜業務の流れ＞ 

① 機構から業務依頼書を電子メール等により請負者へ送付。（配送・回収日前日 15：00

まで）

② 請負者は、専用車により機構から指定された事務所へ配送・回収し、その場で機構職

員の確認を受ける。

（４） 保管した文書保管箱等の廃棄 

＜単価：文書廃棄・廃棄文書照合作業補助＞ 

  請負者は、機構から文書保管箱等の廃棄の指示を受けた場合は、機構職員が廃棄対象

文書の確認（３週間程度）を行い、６月末までに廃棄（溶解）処分を実施し、処分完了

後、機構へ速やかに溶解証明書を提出すること。（産業廃棄物が含まれる場合は別途協議

する。） 

   機構職員が廃棄対象文書の確認を行う際の作業補助員を２名手配する。 

機構職員が確認を行う際の場所（以下「確認場所」という。）は、以下の①及び②の条

件を満たすこと。 

なお、保管場所と確認場所が異なる場合、確認場所までの文書保管箱等の運搬費用は、

請負者が負担するものとする。 

① 立地 ＪＲ「新宿」駅から公共交通機関（有料特急を除く）を利用し１時間以

内で到着できるところに位置していること。 

② 保管環境 出入口の施錠管理及び IDカード等による入退室のアクセス管理システム

を備え、不正侵入を防止する体制となっていること。 

＜業務の流れ＞ 

① 機構から廃棄対象文書一覧を４月中に請負者へ送付。

② 機構と請負者で日程等を調整の上、請負者は確認場所へ廃棄対象文書が格納された文

書保管箱等（各年度末時点の保管総量の約５％程度を想定）を搬入する。（確認場所

には、廃棄対象の文書保管箱等が順次搬入されればよく、対象の文書保管箱等の全て

を一時保管するスペースを必須とするものではない。）

③ 機構職員及び作業補助員(機構職員と作業補助員が二人一組となり、機構職員は廃

棄対象文書一覧との照合、作業補助員は箱の開封、ファイル管理番号の読み上げ、箱

の運搬等を担当する。)は３週間程度確認作業を行い、作業後、請負者は原則として

６月末までに照合済文書を廃棄（溶解処分）する。

④ 処分完了後、請負者は機構へ速やかに溶解証明書を提出する。

（５）保管した文書の閲覧 

  ＜単価：出庫＋文書閲覧＋入庫＞ 

 請負者は、機構から文書の閲覧の依頼を受けた場合は、当該文書が格納された文書保

管箱等の出庫を行い、倉庫敷地内の閲覧場所へ搬入する。機構職員による閲覧終了後は

入庫を行う。 

４ 搬出元の状況 
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（１） 搬出元は、原則、別紙に記載する首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及

び茨城県）の機構事務所及び機構保有書庫とする。ただし、移転等があった際に

は変更となる場合がある。 

（２） 輸送に係る車種については、別途協議の上決定する。 

（３） 文書保管箱の搬出は、保管されているラック等から取り出し、積み込むこととな

る。（建物によっては養生等が必要な場合あり） 

（４） パレット、フォークリフト等の構内運搬用具なし。持込みも不可とする。 

（５） 搬出の際には、機構職員が立ち会い、搬出物の指示を行う。 

５ 文書保管箱等のサイズ 

文書保管箱 W350×D450×H300 他 

図面類 

図面筒 W100×D100×H1,000 他 

図面ファイル W440×D45×H620 他 

製本図面 W420×D10×H590 他 

６ 契約単価について 

 契約単価については、次のとおりとする。 

【新規預入時】  （税抜） 

項目 単位 単価（円） 備考 

文書の搬出・搬入 

1箱 
文書保管箱 

(輸送＋入庫料金) 

1冊 
図面類 

(輸送＋入庫料金) 

文書ファイルの箱詰め

及び記録 

１箱 
文書保管箱料金を

含む 
１冊 

文書ファイルの記録 
1箱 

１冊 

文書保管箱の納入 1箱 配送料金を含む 
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【預入後】  (税抜) 

項目 単位 単価（円） 備考 

文書保管 

1箱 文書保管箱(月額) 

1冊 図面類(月額) 

文書配送 

1箱 (出庫料金＋配送

料金) 

１冊 

文書回収 

1箱 (回収料金＋入庫

料金) 

１冊 

文書廃棄 

1箱 (出庫料金＋閲覧

料金＋廃棄料金) 

１冊 

廃棄文書照合作業補助 １人/日 

（１日当たり作業

補助員２人、約３

週間の作業を想

定） 

文書閲覧 

1箱 

１冊 

出庫 

1箱 

１冊 

入庫 

１箱 

１冊 

※文書保管料金については、ひと月を 1 期制とし、毎月１日を迎えた時点で保管してい

る文書保管箱等について保管料を当月分として計上する。 

※廃棄文書等に産業廃棄物が含まれる場合は別途協議する。 

 ※新規預入時又は預入後の文書の配送、回収の際に有料駐車場を使用せざるを得なかっ

た場合に限り、駐車場使用料金を当月分の請負代金と併せて実費請求することができ

るものとする。 

７ 寄託金額について 

１箱（冊）当たり 5,000円とし、請負者の負担にて火災保険を付保する。 
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８ 予定数量（※参考値であり、確約した数量ではない。） 

（１）既存保管数量（令和元年８月末時点） 

文書保管箱 約 55,000箱 

図面類 
約 28,000冊（図面筒２割、図面ファイル５割、製本図

面３割程度） 

（２）保管文書の配送及び回収頻度 

1か月 

当たり 
150件 

文書保存箱 500箱 

図面類    100冊 

   ※配送及び回収件数の割合はおおむね同数 

※配送及び回収先は東京都９割、その他４県で 1割程度 

（３）新規預入予定数量（今後５か年）  

文書保管箱 図面類 

令和２年度 

（R2.7～R3.3） 
10,000箱 3,000冊 

令和３年度 

（R3.4～R4.3） 
10,000箱 4,000冊 

令和４年度 

（R4.4～R5.3） 
10,000箱 4,000冊 

令和５年度 

（R5.4～R6.3） 
10,000箱 4,000冊 

令和６年度 

（R6.4～R7.3） 
10,000箱 4,000冊 

令和７年度 

（R7.4～R7.6） 
2,500箱 1,000冊 

計 52,500箱 20,000冊 

（４）文書保管箱等の廃棄予定数量 

   各年度末時点の保管総量の約５％程度。 

９  その他留意事項 
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（１）請負者は、別記に掲げる本社及び各本部の文書管理担当課と十分に連携を図り、業

務を実施すること。 

（２）機構の業務依頼にあっては、本社及び各本部の文書管理担当課から電子メール等に 

より行うものとし、請負者は、翌月１日以降に完了報告書とともに請求事項の内訳

を添えて、機構へ請負代金の請求を行うものとする。 

（３）請負者は、知り得た重要な情報及び個人情報の漏洩及び紛失については十分に注意 

すること。 

（４）第３期と第４期で請負者の変更があったときは、第３期の履行期間満了日までに、機構、 

第３期請負者及び第４期請負者で保管文書の移管に係る日程等の調整を行い、第４期の 

履行開始日から随時、保管文書の移管を開始するものとする。第３期請負者倉庫か 

らの出庫（輸送車への積込みを含む）を除く、第４期請負者倉庫への移管作業（輸 

送及び入庫）は、原則として全て第４期請負者が行い、移管作業は原則業務履行開 

始後２か月以内に全て完了すること。 

また、現物の移管に係る費用及び当機構文書管理データベースの更新作業に係る費用 

は全て第４期請負者が負担することとする。第３期請負者倉庫からの出庫単価は、１ 

箱（冊）当たり 100円となる。（第３期請負者倉庫所在地：茨城県守谷市） 

第３期請負者倉庫

からの出庫 

第４期請負者倉庫

への輸送 

第４期請負者倉

庫への入庫 

当機構文書管理

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ更新 

(約 30万円程度) 

作業 第３期請負者 第４期請負者 第４期請負者 当機構委託者 

費用負担 第４期請負者 第４期請負者 第４期請負者 第４期請負者 

   ※第３期請負者倉庫からの移管数量等 

 ・文書保管箱 60,000箱、図面 30,000冊の移管を想定 

・出庫はパレット単位 

 ・1日当たり 10t車２台での輸送を想定 

※通常の搬出元は４（１）に定める機構事務所及び機構保有書庫であるが、本業務 

当初の第４期請負者倉庫への移管のみ、第３期請負者倉庫が搬出元となる。 

（５）機構が第５期の発注を行う場合において、第４期と第５期で請負者が変更となった

場合の既存保管文書の移管等作業は、（４）に即した形で行い、費用は全て第５期

請負者が負担するものとする。 

   （出庫単価は第４期の契約単価（出庫）とする。） 

（６）文書保管箱及び図面は、当機構又は請負者が付番する番号で管理するものとする。

（詳細は請負者と別途協議を行い決定する。） 
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10 再委託等の制限等 

請負者は、単価契約書第３条に定める再委託等を行う場合は、様式３により機構に申

請し、機構の承諾を得るものとする。この場合、再委託等の申請に当たっては再委託等

に係る見積書を添付するものとし、機構から再委託等に係る契約書、請求書、領収書等

の書類を求められた場合は、これを機構に提出するものとする。 

11 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機構に報告すること。 

（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、機構と協議を行うこと。 

以 上 

別 記 

本社及び本部の文書管理担当課【令和元年現在】 

文書管理担当課 所在地 

本社 総務部総務課 神奈川県横浜市中区本町 6-50-1 

横浜アイランドタワー11F 

東日本都市再生本部 総務部総務課 東京都新宿区西新宿 6-5-1 

新宿アイランドタワー13F 

東日本賃貸住宅本部 総務部総務課 東京都新宿区西新宿 6-5-1 

新宿アイランドタワー19F 
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◎文書保管（デリバリーサービス付）等業務（第４期）　搬出元一覧

本部等 事務所名 住所

本社 神奈川県横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー11階

集合住宅歴史館 東京都八王子市石川町2683-3

東日本都市再生本部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー13階

都心業務部（八重洲オフィス） 東京都中央区八重洲1-3-7　八重洲ファーストフィナンシャルビル18階

新虎通りまちづくり事務所 東京都港区西新橋2-18-7

三鷹都市再生事務所 東京都三鷹市下連雀3-28-20　三鷹中央ビル2階

四谷駅前再開発事務所 東京都新宿区本塩町9番地　光丘四谷ビル7階

城東都市再生事務所 東京都墨田区東向島2-16-14　ナンカイ3ビル3階

宅地業務部　流山業務課 千葉県流山市駒木709番地の3

宅地業務部　つくば業務課 茨城県つくば市島名2335番地（諏訪C13街区7）

東日本賃貸住宅本部 東京都新宿区西新宿6-5-1 　新宿アイランドタワー4階・16～19階

東京東エリア経営部／東京東・千葉エリア再生部 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル９階

多摩エリア経営部／多摩・神奈川エリア再生部 東京都立川市曙町1-14-13　立川MKビル4階

東京北エリア経営部／東京北・埼玉エリア再生部 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル　４階

千葉エリア経営部 千葉県千葉市美浜区中瀬１-3　幕張テクノガーデンＤ棟20Ｆ

神奈川エリア経営部 神奈川県横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー16階

埼玉エリア経営部 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワー６階

東日本第１工事事務所 東京都江東区亀戸2-35-13　新永ビル６階

東日本第２工事事務所 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー６階

東日本第３工事事務所 東京都町田市中町1-1-16　東京建物町田ビル９階

再開発工事事務所　四谷駅前技術監理課 東京都新宿区四谷一丁目５０番地

東京東住まいセンター 東京都墨田区江東橋4-26-5 　東京トラフィック錦糸町ビル7階

北多摩住まいセンター 東京都立川市曙町2-34-7 　ファーレイーストビル10階

東京北住まいセンター 東京都豊島区東池袋1-10-1　住友池袋駅前ビル ７階

南多摩住まいセンター 東京都多摩市永山1-5ベルブ永山6階

東京南住まいセンター 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階

城北住まいセンター 東京都台東区東上野5-2-5 下谷ビル4階

千葉住まいセンター 千葉県美浜区中瀬2-6-1　ワールドビジネスガーデン　マリブイースト１０階

千葉西住まいセンター 千葉県船橋市前原西2‐12‐7津田沼第一生命ビル3階

千葉北住まいセンター 千葉県柏市柏四丁目８番１号　柏東口金子ビル5階

千葉北住まいセンター茨城分室 茨城県つくば市竹園1-12-2　第3・ISSEIビル2階

横浜住まいセンター 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8　エキニア横浜7階

神奈川西住まいセンター 神奈川県藤沢市藤沢462　日本生命藤沢駅前ビル9階

横浜南住まいセンター 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ビル3階

東埼玉住まいセンター 埼玉県草加市松原1-1-6　ハーモネスタワー松原3階

浦和住まいセンター 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー5階

西埼玉住宅管理センター 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘一丁目2-27-301　ココネ上福岡二番館3階

本
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西台書庫 東京都板橋区高島平１－８１－３　高島平第三職員宿舎内

大島四丁目団地書庫 東京都江東区大島４－１－４　１階

品川八潮パークタウン団地書庫 東京都品川区八潮５－５－７　１階

谷津パークタウン団地書庫 千葉県習志野市谷津３－１－１５　１階

高洲第二団地書庫 千葉県千葉市美浜区高洲４－３－２　１階

ペアハイツ越谷団地書庫 埼玉県越谷市赤山町５－７－４７　ペアハイツ越谷１号棟２０１号室

北砂五丁目団地（7号棟）倉庫 東京都江東区北砂５丁目２０番

ｳﾞｪｯｾﾙ木場南団地倉庫 東京都江東区塩浜２丁目１８番

ｼﾃｨｺｰﾄ大島団地倉庫 東京都江東区大島６丁目１４番

アーバンライフ亀戸団地倉庫 東京都江東区亀戸２丁目１番

東雲キャナルコート倉庫 東京都江東区東雲１丁目９番

ひばりが丘団地倉庫（分室） 東京都東久留米市ひばりが丘団地

西国分寺ゆかり四番街団地倉庫 東京都国分寺市泉町2丁目8番1号

板橋ビュータワー団地倉庫 東京都板橋区板橋1丁目53番12号

グリーンヒル寺田団地倉庫 東京都八王子市寺田町432

旧住宅管理センター事務所 東京都多摩市永山2丁目3番

諏訪団地倉庫 東京都多摩市諏訪２丁目

リバーハープタワー南千住団地倉庫 東京都荒川区南千住4丁目9番2号

真砂第一団地倉庫 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目16街区5号棟1階

ウィンズタウン稲毛海岸団地倉庫 千葉県千葉市美浜区高浜1丁目14番8号棟1階

芝山団地倉庫 千葉県船橋市芝山1-40街区8号棟1階中央ピロティ横(西側）倉庫

大久保団地倉庫 千葉県習志野市本大久保二丁目4番9号棟1階東妻側倉庫

牧の原団地倉庫 千葉県松戸市牧の原2-5 牧の原団地1－21号棟

常盤平団地倉庫 千葉県松戸市常盤平4丁目17番地E街区

井土ヶ谷東団地倉庫 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町215-1

辻堂駅前ハイツ団地倉庫 神奈川県藤沢市辻堂新町1-2-9（９号棟１F）

コンフォール藤沢団地倉庫 神奈川県藤沢市藤が岡（D-4棟1F）

磯子杉田台団地倉庫 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑２（2-3号棟１F）

コンフォール松原団地倉庫 埼玉県草加市松原一丁目２番６号棟１階

コンフォール南浦和団地倉庫 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目37番

浦和白幡団地倉庫 埼玉県さいたま市南区白幡四丁目13番24号

アルビス鶴瀬団地倉庫 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目７
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