
仕様書 

 

１ 業務内容 

（１）印刷製本 

当機構で作成した「基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和 2 年度版）」を

印刷製本すること。仕様については下表のとおりとする。 

印刷物 件名 基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和 2 年度版）1/2 

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和 2 年度版）2/2 

ページ数/冊

（表紙、奥付、

裏表紙除く） 

 

 

1/2 

分冊 

表      題         （1～2頁） 

総 目 次 （1～2 頁） 

１ 基盤整備工事共通仕様書 （1～444 頁） 

２ 引 用 基 準 （1～88 頁） 

３ 土木・造園材料仕様書（1～330 頁） 

頁 数 計 866 頁 （内中扉 8頁）  

 

 

2/2 

分冊          

表      題         （1～2頁） 

総 目 次 （1～2 頁） 

４ 土木・造園工事施工管理基準 （1～576 頁） 

５ 監督技術基準類 （1～286 頁） 

６ 検査技術基準 （1～156 頁） 

頁 数 計 1022 頁 （内中扉 8頁）  

部数 80 部 

原稿 入稿日 令和３年５月中旬 

入稿形態 PDF データ支給 

備考 内容は画像（図面・写真）および文章 

ただし、表紙、奥付については新規作成のこと。 

用紙 規格 A5 版 

品種・連量 表紙/ ビニール 色/エミール・ブルー 表題は箔推し（シルバー） 

中扉/中厚口 色上質 色/びわ色 

本文/上質紙 35 ㎏（グリーン法適用とする） 

備考 ※国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平成 12 年法律

第 100 号。以下｢ｸﾞﾘｰﾝ購入法」という。）適合商品、グリーン購入法

第 6条に基づく「環境物品等の推進に関する基本方針」（平成 31 年 2

月）において定められている「判断の基準」を満たすこと。インク等

は環境に配慮したものを使用すること。 

製本 規格 A5 版 

製本 丸山 上製本 糸綴じ リボン  

インデックス （１ 基盤整備工事共通仕様書部分 奇数頁） 

       【総則、土木、造園、設備、除却、保全】 

（４ 土木・造園工事施工管理基準 奇数頁） 

       【土木、造園、保全】 

（５ 監督技術基準類 奇数頁） 



 

 

 

 

 

（２）「基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和 2 年度版）」梱包・発送 

（１）で印刷製本したものを下表に示す納品先に納品すること。送料については受

注者の負担とする。 

  

 

３．特記事項 

本仕様書に記載のない事項については担当者の指示による。 

 

４．担当者連絡先 

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー９階 

独立行政法人都市再生機構 技術・コスト管理部都市再生設計課 

電話 045-650-0816 

以 上  

送付部数 本部等 部 チーム 〒 住所
市街地整備部 基盤工事課 983‐0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1

陸前高田復興支援事務所 基盤工事課
復興支援部 基盤工事課 970-8026 福島県いわき市平字小太郎町1-6　いわきセンタービル３階

双葉復興支援事務所 工事課
大熊復興支援事務所 工事課
浪江復興支援事務所 工事課
基盤整備整備計画部 基盤統括課 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ13F

基盤整備課
事業推進基盤調整課

1 宅地業務部 業務管理課 163-1313　東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ13F
2 アセット活用部 品質管理課 163-1313　東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ13F
1 ストック事業推進部 基盤計画課 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ19F
2 住宅経営部 環境整備課 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ16F

リノベーション環境設計課 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ18F
土木課
造園課
団地設計第２課 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ18F
都市再生設計第１課
工務課 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ17F
品質管理課
再開発事務所　基盤施設課 105-0001　東京都港区虎ノ門二丁目２番１号　住友不動産虎ノ門タワー６階

東日本第１工事事務所
東日本第２工事事務所
東日本第３工事事務所

4 住宅経営部 環境整備課 460-8484 愛知県名古屋市中区綿3-5-27　錦中央ビル7F
緑環境課 460-8484 愛知県名古屋市中区綿3-5-27　錦中央ビル3F
新清州都市再生事務所　工事課

アセット活用部 品質管理課 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22ハービスエントオフィスタワー13階

住宅経営部 環境整備課 536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85
基盤整備課 536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85
ストック保全課
工務・品質管理課
西日本第１工事事務所
西日本第２工事事務所
基盤整備課（都市施設） 536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85
うめきた都市再生事務所　工事課
堺都市再生事務所　工事課
環境整備課 810-8610 福岡市中央区長浜2-2-4
福岡工事事務所
九大箱崎南地区工事事務所

1 都市再生業務部 事業企画課 810-8610 福岡市中央区長浜2-2-4
12 本社 技術・コスト管理部 都市再生設計課 231-8315 横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー9階

技術監理部

2 岩手・宮城震災復興支援本部

4 福島復興支援本部

東日本都市再生本部
11

東日本賃貸住宅本部

2

9

6

都市再生業務部
中部支社

西日本支社

リノベーション設計部

2 設計部

13

九州支社

2

技術監理部

3 住宅経営部

技術監理部3

【土木、造園、除却、保全】 

（６ 検査技術基準類 奇数頁） 

【土木、造園、保全】 

校正 回/部/種類 1 回  


