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仕様書 
 
１  件名 

役職員の転勤等に伴う引越業務及び単身用備品管理・運搬等業務（令和３・４年度） 
 
２ 業務実施期間 
  令和３年６月１日から令和５年５月 31日まで 
  ただし、本業務の履行に当たり、必要な作業・調整等を本期間外に行う必要がある場

合には、この契約に含めるものとする。 
 
３  業務の目的 
    受注者は、独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）の役職員（以下「赴

任者」という。）の転勤等に伴う家財道具一式の運送及びこれに付随する業務（以下「引

越業務」という。）並びに発注者が指定する単身赴任者用の備品（以下「備品」という。）

の管理、運送及びこれに付随する業務を行うものとする。 
（１）引越業務 
   受注者は、本契約及び本仕様書の諸規定に従うとともに、標準引越運送約款（平成

31 年国土交通省告示第 321 号。以下「標準約款」という。）の内容も遵守し、発注者か

ら依頼があったときには、善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ迅速に運送業務

を行うものとする。 
（２）備品管理・運搬等業務 
   受注者は、発注者が指定する備品を、受注者が用意する倉庫業法（昭和 31 年法律第

121 号）第 5条の規定により登録された倉庫（以下「倉庫」という。）において保管し、

善良なる管理者の注意をもって管理等（以下「備品管理等業務」という。）を行うとと

もに、発注者が指定する場所から指定する場所へ備品の運搬及びこれに付帯する作業

（据付、設置等（以下「備品運搬等業務」という。）を行うものとする。 
 
４ 連絡窓口の設置 
  受注者は、業務の実施に当たり、発注者の各事務所及び赴任者からの連絡を受け付け

る連絡窓口を設置するものとし、その連絡先を発注者に通知するものとする。 
 
５  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

て甲に通知するものとする。 
 
６ 再委託等の制限 
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  受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け

負わせてはならない。ただし、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、こ

の限りでない。 
 
７ 業務内容 
■ 引越業務 
（１）履行場所 

① 発地 
        赴任者の旧居住地 

② 着地 
        赴任者の新居住地 
 
（２）対象期間 

     受注者は、令和３年６月１日から令和５年５月 31 日までの間に搬出を行う引越

について、作業を実施するものとする。ただし、作業に伴う下見、搬入等を上記

期間外に実施する必要がある場合は、この契約の対象に含めるものとする。 
 
 （３）作業内容 
        受注者が行う作業は、下記のとおりである。 
        受付→下見→資材準備→養生→搬出→運送→養生→搬入（家具・電気製品等の

解梱を含む。）→資材回収→請求 
        ただし、上記の内容により難いときは、その都度発注者と協議するものとする。 

 
（４）作業実施上の条件等 

① 下見 
       受注者は、発注者から運送依頼通知書の提出があった場合、速やかに赴任者と

日程を調整した上で、下見を行うものとする。 
       下見の実施に当たっては、受注者は赴任者との間で、引越荷物の内容、量、輸

送方法等の確認を行うとともに、荷物の受取日時、引渡日等、標準約款に規定さ

れている見積書記載内容のうち、運賃等の額を除く事項について、赴任者と打合

せの上、決定する。 
     ただし、赴任者から別に定める物品等に係る運送業務の依頼があった場合は、

その運賃等の額についても、赴任者と打合せを行うものとする。 
② 立会い 

        引越荷物の積込等については、原則として、赴任者（扶養親族を含む。）立会い

のもと行うものとする。 
③ 養生 
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       受注者は、受注者の負担により、引越荷物の搬出入の対象となる搬出入口、玄

関、廊下通路、エレベーターホール、エレベーター機内、その他損傷、汚れ等の

おそれのある場所（以下「建物等」という。）について養生を行うものとする。 
なお、受注者の責により、建物等に損傷、汚れ等が生じた場合は、家主等の指

示に従い、受注者の責任において原状回復を図るものとする。 
④ 運送中の事故対策及び補償 

        運送中は、交通事故等のないよう細心の注意を払い運送すること。万一事故が

発生した場合は、速やかに発注者及び荷受人に連絡すること。 
また、受注者の過失等により延着が見込まれる場合は、速やかに荷受人に連絡

することとし、代替輸送（運送手段の変更を含む。）、回送等により延着を最小限

にとどめること。本業務実施中に、受注者の責により、人身事故、物損事故、運

送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償については、受注

者の責任とする。 
⑤ 着地での引渡確認 

        受注者は、全ての作業が終了した場合、原則として、赴任者（扶養親族を含む。）

に引越荷物等の確認を受け、引渡しを行うものとする。 
⑥ 運送保険 

        200 万円以上の運送保険を付保するものとする。なお、保険料は、受注者の負担

とする。 
⑦ 費用負担について 
  受注者は、次の物品及び作業については、その費用について、基本料金と別に

請求できるものとする。 
  費用負担は原則次のとおりとするが、これにより難い場合は別途協議により負

担者等を決定するものとする。 
発注者負担 赴任者負担 

【物品】 

・乗用車又はバイク(いずれか 1台まで) 
・ピアノ(グランドピアノ除く) 
 
【作業】 

・エアコン移設・取付け・取り外し(3 台

まで) 
・洗濯機取付け及び取り外し（ドラム式

含む） 
・衣類乾燥機取付 
・車両留置料（受注者の都合によるもの

を除く） 

【物品】 

・乗用車及びバイク（2台目以上） 
・グランドピアノ等 
・犬、猫、金魚、家きん等 
・庭石、植樹、その他特殊な芸術品 
・商品 
・その他引越荷物として一般に認められて

いない物品 
【作業】 

・エアコン移設・取付け・取り外し（4台

目以上） 
・温水洗浄便座、食器洗浄機、その他特別
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・横持ち料（受注者の都合によるものを

除く） 
・階層割増料（建物の構造等を勘案し、

発注者が必要と認める場合のみ。） 
・海上運賃及びフェリーボート利用料

（沖縄県内とその他の都道府県との

間の運送の場合又は海上運送の方が

効率的と発注者が認める場合のみ） 
・引越荷物の一時保管料及び一時保管に

かかる入出庫料 

な作業を必要とする引越荷物の脱着 
・粗大ごみ、不要物等の引取り、処分等 
・小物家具等の荷造り、荷解き 
 

⑧ 乗用車の輸送 
        乗用車及び自動二輪車の輸送についてはどちらか１台までを発注者の負担とし、

２台目からは赴任者の負担とする。 
        なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせる

こととし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。 
⑨ エアコンの取り外し及び取付け 

        エアコンの取り外し及び取付けについては３台までを発注者の負担とし、４台

目からは赴任者の負担とする。また、配管延長、コンセント及び配線工事、ガス

チャージ等の追加付帯工事の費用は、赴任者の負担とする。追加付帯工事の施工

に当たっては、必ず事前に赴任者から費用負担の了解を得た上で行うこと。 
        なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせる

こととし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。 
⑩ 洗濯機の取付け 

     洗濯機（ドラム式洗濯機・洗濯乾燥機を含む）取り外し及び取付けについては、

発注者の負担とする。取付けに当たっては、配管接続等の据付けも含むものとす

る。 
        なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせる

こととし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。 
⑪ ピアノ運送 

        本業務を実施するに当たって、ピアノ運送を下請負に出す場合は、資格を持っ

た専門業者に請け負わせることとし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって

補償することとする。 
⑫ 一時保管 

        発注者が７（３）の搬入に代えて新入社員の引越荷物の一時保管を指示した場

合は、保管可能な倉庫を受注者が手配するものとし、保管期間に応じた保管料及

び入出庫料（倉庫への入出庫の際に係る人件費、フォークリフト等機材費等）に

ついて、発注者が負担するものとする。 
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なお、一時保管の際には、７（４）⑤、⑨及び⑩について適用しない。 
 
（５）作業実施上の留意遵守事項 

      受注者は、本業務の実施に当たっては、次の事項に留意遵守しなければならない。 
① 運送物品は、それぞれの特性、規格、用途等に応じ最も適した方法で梱包、運

送等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分対策を講ずること。 
② 作業中に予想される降雨等の気象状況に対し、十分対策を講ずること。 
③ 作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるよう服装を統一す

ること。 
④ 正当な理由がない限り解梱及び抜身しないこと。 
⑤ 本業務の実施に当たっては、近隣住民等に対しての迷惑防止に努めるとともに

安全確保に万全を期すること。 
 
（６）運送依頼通知書受付から引越業務にいたるリードタイムについて 

受注者は、発注者から運送依頼通知書の提出があった場合、原則当日～２営業日

以内に赴任者と連絡を取り、下見日を決定すること。 
なお、受注者は下記に定めるリードタイムでの業務の実施が可能な体制を敷くこ

と。 
【発注日】      ： N 日 
【赴任者への連絡】  ： N+２日 
【搬出・搬入作業日】 ： N+１週間 

            （ただし、赴任者及び受注者間の協議により作業日を   

決定した場合には、この限りではない。） 
 
■ 備品管理業務 
（１）履行場所 

① 管理等業務 
イ 受注者が用意する倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第５条の規定により登

録された倉庫（以下「倉庫」という。）とする。なお、自己所有以外の倉庫の利

用も可とする。 

ロ 受注者は、倉庫の所在地、面積等詳細を記載した文書を令和２年４月末日ま

でに提出し、発注者の許可を得るものとする。 

② 運搬等業務 

イ 発地及び着地 
         発注者が指定する場所（赴任者の旧居住地又は倉庫等）（※）から 
         発注者が指定する場所（赴任者の新居住地又は倉庫等）（※）まで 
    （※）発注者が指定する場所については次の都道県内に限る。 
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北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、     

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、

石川県、山梨県、長野県 
 
（２）対象期間 

     令和３年６月１日から令和５年５月 31日までとする。ただし、本業務の履行に

当たり必要な作業・調整等を本期間外に行う必要がある場合には、この契約に含

めるものとする。 
     なお、倉庫については、本業務において使用する備品の搬入のため、受注者は

令和３年５月１日以降利用可能な倉庫を確保するものとする。 
 

 （３）作業内容 
   対象となる備品の種類・数量 
    冷蔵庫、テレビ（薄型 19 インチ）、テレビ台、洗濯機、掃除機、ガスコンロ（１

口又は２口）、ストーブ（石油、電気又はガス、ファンヒーターを含む）、扇風機、

照明器具（和式･四角、洋式・円形）、コタツ（布団なし）、洋服ダンス（クローゼッ

ト）、電子レンジ、布団乾燥機、アイロン、アイロン台、衣類乾燥機（スタンドを含

む）等発注者が指定する備品 
    数量・・・別紙のとおり 

  ① 管理等業務 

イ 発注者の備品を倉庫に保管し、適切に管理する。 

ロ 発注者が購入等の方法により調達した備品が倉庫に搬入される場合、これ

に立ち会い、備品を受領し、これを適切に保管する。 

ハ 倉庫へ搬入又は倉庫から搬出された備品について受払台帳を作成し、倉庫

に保管された備品の種類、数量等を把握の上、毎月 10日までに前月末の状況

を発注者に報告する。 

二 受注者の責により備品に汚損・故障又は破損等が発生した場合の清掃、修

理、買替等に係る費用は、受注者がこれを負担するものとする。 

② 運搬等業務 

イ 倉庫から、備品を搬出（梱包を含む。以下同じ。）し、発注者が指定する場

所（以下「指定場所」という。）へ搬入（解梱を含む。以下同じ。）すること。 

 なお、指定場所への引越荷物の搬入がある場合には、可能な限り搬入日程を

合わせること。 

ロ 指定場所から備品を搬出し、倉庫へ搬入すること。 

なお、指定場所からの引越荷物の搬出がある場合には、搬出日程を合わせ

ること。 

ハ 指定場所間での搬出、搬入を行うこと。 
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なお、指定場所において、引越荷物の搬出、搬入がある場合には、可能な

限り日程を合わせること。 

ニ 搬出入の日時等については、発注者又は赴任者と調整を行うものとする。

なお、指定場所については、同一期日及び時間帯に複数個所を指定する場合

があるものとする。 

ホ 倉庫以外の場所への搬入の際には、発注者又は赴任者の指定する場所へ据

置を行う。なお、洗濯機については、発注者が指示した場合には、取付の際

に配管接続等の据付けを行うものとし、この費用については、発注者の負担

とする。その他の備品については、組立、コード類や配管の接続等は不要と

し、据え付けのみを行う。      
 

（４）作業実施上の条件等 
① 倉庫の管理等 

イ 倉庫の所在地は発注者の本社（神奈川県横浜市中区本町６丁目 50 番地１）か

ら直線距離でおおむね 100km 以内とする。 

ロ 発注者は、イに定める倉庫の他に、短期的に別の場所（東北地区）において、

倉庫（以下「仮設倉庫」という。）の設置を依頼できるものとし、受注者はこれ

に協力するものとする。その際の仮設倉庫に係る使用料及びについては発注者

が負担するものとする。 

ロ 倉庫及び仮設倉庫（以下「倉庫等」という。）に係る維持経費（公租公課、光

熱水料等を含む。）は、全て受注者の負担とする。 

ハ 受注者は、受注者の責任の下で倉庫等を管理し、使用するものとする。また、

受注者が倉庫等を賃借する場合は、発注者に対し受注者が責任を負うものとす

る。 

ニ 倉庫等内で発生した受注者の責に帰する事故等については、受注者の責任の

下対応するものとする。 

ホ 倉庫等での搬出及び搬入においては、原則として発注者の職員による立会い

はないものとする。 

ヘ 発注者が倉庫等への立入りを求めた場合、受注者は原則としてこれを受け入

れるものとする。 

ト 発注者が備品の点検、清掃等（以下「備品の点検等」という。）を実施する場

合には、受注者は場所提供等について、可能な範囲で協力するものとする。な

お、備品の点検等に要する費用については、発注者がこれを負担する。 

② 指定場所における立会い 

倉庫等以外の発注者が指定する場所における備品の搬出及び搬入は、原則とし

て発注者の職員等の立会いの下行うものとする。 

③ 養生 
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受注者は、受注者の負担により、備品の搬出入の経路となる出入口、玄関、廊

下通路、エレベーターホール、エレベーター機内、その他損傷、汚れ等のおそれ

のある場所（以下「建物等」という。）について養生を行うものとする。なお、受

注者の責により、建物等に損傷、汚れ等が生じた場合は、所有者等の指示に従い、

受注者の責任において原状回復を図るものとする。 

④ 運送中の事故対策及び補償 
        運送中は、交通事故等のないよう細心の注意を払い運送すること。万一事故が

発生した場合は、速やかに発注者及び荷受人に連絡すること。また、受注者の過

失等により延着が見込まれる場合は、速やかに荷受人に連絡することとし、代替

輸送（運送手段の変更を含む。）又は回送等により延着を最小限にとどめること。

本業務中に、受注者の責により、人身事故、物損事故、運搬時における備品の破

損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償については、受注者の責任と

する。 
 

（５）作業実施上の留意遵守事項 

受注者は、本業務の実施に当たり、次の事項に留意遵守しなければならない。 

① 運搬する備品について、それぞれの特性、規格、用途等に応じて最も適した方法

で梱包運搬等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分対策を講ずるこ

と。 

② 作業中に予想される降雨等の気象状況に対し、十分対策を講ずること。 

③ 作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるよう、服装を統一する

こと。 

④ 本業務の実施に当たっては、近隣住民等に対しての迷惑防止に努めるとともに安

全確保に万全を期すること。 

⑤ 備品の誤搬出入、運搬時における破損など受注者の過失等により発注者から交換

等の指示を受けた場合は、速やかに受注者の責任で対処すること。ただし、受注者

の責任によりがたいときは、その都度、協議するものとする。 

 

８ その他 

この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。 

 



9 
 

 

 

 

以 上 

●　倉庫で保管する対象備品の品目・大きさ及び想定数量

体積（㎥） 数量 備考

冷蔵庫 0.36 60

薄型テレビ 0.06 60
附属品（リモコン・ケーブル等）と合わ
せて梱包の上、保管する。

テレビ台 0.15 60

洗濯機 0.28 60

電子レンジ 0.09 60

掃除機 0.20 60

ガスコンロ 0.10 60
都市ガス用・プロパンガス用の種別が
分かるように梱包し、保管する。

ストーブ 0.08 60
電気・都市ガス用・プロパンガス用の
種別が分かるように梱包し、保管す
る。

扇風機 0.20 60

照明 0.11 120
洋式・和式が分かるように梱包の上、
保管する。

コタツ 0.29 60
附属品（電源コード等）と合わせて梱包
の上、保管する。

布団乾燥機 0.03 60

アイロン 0.01 60

アイロン台 0.01 60

洋服タンス 0.6 5

0.10 5

衣類乾燥機 0.19 561*41*64

32*19*35

60*15*5

30*13*16

品目 大きさ（cm）

48*58*128

19インチ
55*25*40

60*42*50

58*55*88

54*44*35

カーテン１組
(ドレープ及びレース)

50*85*40

60*50*28

50*32*47

46*46*80

55*55*29

75*43*75

60*55*180

 

別紙 


