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コロナ等の社会情勢の変化を踏まえた新たな都市基盤施設の検討調査業務 

仕 様 書 

 
１．業務目的  

都市再生機構（以下、「機構」という。）の関連公共公益施設※１（以下、「関公施設」

という。）の整備は、機構が進める都市再生の有効な１つのツールであるが、近年の大

規模宅地開発の減少や公共公益施設の整備が一定程度進んだこと等により整備機会が

減少しており、現行制度と社会的ニーズの差異を確認する必要がある。 

また昨今、コロナや気候変動、デジタル技術の進展等に起因する新たな社会情勢の変

化があり、現行制度での適用範囲を超えた都市基盤施設※２を検討する時期に来ている。 

当該調査は、社会情勢の変化に合致した機構による新たな都市基盤施設整備のあり方

や、そのために必要な制度等をとりまとめることを目的としており、そのうち今年度は、

社会情勢の概況と今後求められる都市基盤施設に関する基礎調査、関係者等へのヒアリ

ング、社会情勢の変化に合致した都市基盤施設の候補抽出、都市基盤施設の整備効果の

基礎検討等を行うものである。 

※１関連公共公益施設・・・市街地の整備改善等の面的整備事業等と併せて整備することが望ましい公共

公益施設。機構内規で施設が規定され、「事業費の一旦立替え」と「長期割賦制度」を活用すること

がで き る 。機 構 の 関 公施 設 制 度に つ い て は、 機 構 のホ ー ム ペ ージ （ https://www.ur-

net.go.jp/produce/business/kokyokoeki.html）を参照。 

※２都市基盤施設・・・機構制度上の関公施設（道路・公園・河川・下水道・自由通路・駐輪場駐車場・

学校・保育園・幼稚園・生活利便施設 等）に加え、例えば、駅舎・地下鉄地下通路・電線共同溝・

遊歩道・地域マーケット、といったまちづくりに関する施設全般。 

 

２．履行期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月 10 日までとする。 

 

３．業務内容 

１）計画準備 

業務の目的や主旨を把握した上で業務内容を確認し、業務計画書を作成し提出する。 

 

２）社会情勢の概況と今後求められる都市基盤施設に関する基礎調査 

 ①書籍・インターネット情報などによりまちづくりに関する社会情勢（グリーンイン

フラ・防災減災・DX・官民連携・観光・地域活性化・コロナ・少子高齢化・健康寿

命 他）について調査しまとめる。 

 ②国土交通省ホームページ等により、まちづくりに関する現在の国の施策をまとめ

る。 

 ③①②の情報をもとに、今後求められる都市基盤施設を抽出し、とりまとめる。とり

まとめにあたっては、社会情勢の変化と都市基盤施設との対応関係を整理する。 
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３）関係者等へのヒアリング 

①社会情勢の変化とまちづくりの課題、およびその解決につながる都市基盤施設との

関係について先導的知見を得るために、ヒアリング対象者(学識経験者・コンサルテ

ィング会社・地方公共団体関係者等)の候補を抽出し、機構当該調査担当職員と協議

の上ヒアリング対象者を選定する。ヒアリング対象者は 10 名程度を想定している。 

②ヒアリング実施に先立ち、ヒアリング対象者への趣旨説明の資料および質問内容の

案を作成する。 

③①で選定したヒアリング対象者へのヒアリング実施にあたっての日程調整やヒアリ

ング場所の確保を行うとともに、機構当該調査担当職員の実施するヒアリングに同

席し、ヒアリングの内容を議事録にまとめる。 

 

４）社会情勢の変化に合致した都市基盤施設の候補抽出 

  ３）のヒアリング内容を加味し、２）で確認した都市基盤施設を再整理し、社会的要

請の変化に合致した都市基盤施設の候補を抽出する。 

 

  ５）都市基盤施設の整備効果の基礎検討 

    機構の本体事業（都市再生・団地再生）の中から 3 事業程度を対象に、４）で抽出

した都市基盤施設を整備したと仮定した場合の整備効果を、定量的もしくは定性的に

表現できる評価項目について検討する。 

 

６）打合せと議事録の作成 

   打合せの実施と議事録の作成をする。 

 

 ７）成果とりまとめ 

   検討結果のとりまとめを行う。 

 

４．成果物 

本業務における成果物は以下のとおりとする。 

尚、成果物は発注者の許可なく発表、公表、引用等してはならない。 

１）報告書（Ａ４版製本）  １部（黒表紙金文字製本） 

２）報告書（Ａ４版製本）  ３部（レザック６６、四六判、Y 目、１７５kg） 

３）電子成果品       ２部(ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ) 

尚、成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。 

成果物については、「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）に適用すること。 
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５．用語の定義 

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、業務実施に関し、発注者と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、業務等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、本仕様書（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）「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、発注者 

が回答する書面をいう。 

 12）「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務遂行上必要な事項について実施させるこ 

とをいう。 

 13）「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。 

 14）「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。 

 15）「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。 

 16）「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。 

 17）「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。 

 18）「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

 19）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発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。 
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 20）「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。 

 21）「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。 

 22）「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、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。尚、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。 

 23）「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。 

 

６．業務着手 

受注者は、本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。 

 

７．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。但し、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。尚、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。 

 

８．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。又、監督 

員からの要求に応じて、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。 
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９．配置技術者 

受注者は、本業務の実施にあたり競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 

尚、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。 

 

10．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、関係書類を監督員を経て、 

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。但し、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。 

 

11．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常に密接な連絡をとり、 

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）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）必要に応じて管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、打合せ結果については書 

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 

員と協議を行うものとする。 

 

12．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実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。） 

③実施工程（業務の順序及び手順） 
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④業務組織計画 

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、理由を明確にした上で、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。 

 

13．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、貸与された資料が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。 

 

14．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。 

 

15．関係法令及び条例の遵守 

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

ならない。 

 

16．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。尚、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全て完了し、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 
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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。 

 

17．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 

 

18．契約変更 

発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託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監督員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められる場合 

 

19．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ものとする。また、下表に記載

する補助的な業務に関しては、承諾は不要とする。 

補助的な業務 

・ 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、描画、写真撮影 

・ 単純計算（ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを含む） 

・ データ入力（ＣＡＤ、電算） 

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。 

 

20．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。 

 

21．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 
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１）受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するこ 

と。又、不当介入を受け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）により警察に通報又は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 

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。 

 

22. 機密保持 

本業務の履行に際し、重要な情報については、特に取扱いに留意することとし、監督員

の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 

 

23. 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。 

 

24. 貸与品等 

本業務の履行に際し、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。 

 

25．技術提案の履行 

本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一

部または全部について履行が困難な場合には、監督員と協議すること。なお、監督員が技

術提案の不履行を認める場合は、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。 

 

26．疑義 

本業務の実施に当たり、本仕様書に疑義が生じた場合には、書面をもって通知し、監督 

員と協議の上実施するものとする。 
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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 

総務部長  長濱 寿夫  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： 

 

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別記様式－５に変更がある場合は、新たに別記様式－５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 

総務部長 長濱 寿夫  殿 

 

受託者 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、業務請負契約書第 4条 2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、令和○○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。 
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コロナ等の社会情勢の変化を踏まえた新たな都市基盤施設の検討調査業務 

積算基準 

 

１．適用範囲 

  この積算基準は、「コロナ等の社会情勢の変化を踏まえた新たな都市基盤施設の検討調

査業務」に適用する。 

 

２．委託料の算定 

委託料    ＝ 委託価格 ＋ 消費税相当額 

委託価格   ＝ 直接人件費 ＋ 直接経費 ＋ 諸経費 

消費税相当額 ＝ 委託価格 × 消費税の税率 

 

３．業務内容ごとの業務量の目安（単位：人・日） 

  業務量の目安は、下表のとおり（単位・数量は技師 A にて換算）。 

名  称 単 位 数 量 備 考 

① 計画準備 人・日 2.1  

② 社会情勢の概況と今後求められ

る都市基盤施設に関する基礎調

査 

人・日 10.4  

③ 関係者等へのヒアリング 人・日 25.3 

直接経費としてヒ

アリングに関する

費用を計上 

④ 社会情勢の変化に合致した都市

基盤施設の候補抽出 
人・日 6.2  

⑤ 都市基盤施設の整備効果の基礎

検討 
人・日 5.8  

⑥ 打合せと議事録の作成 人・日 8.7  

⑦ 成果とりまとめ 人・日 0.9 
直接経費として印

刷費用を計上 

合計 人・日 59.4  

 

４．諸経費の積算 

  諸経費 ＝ 直接人件費 × 諸経費率（１１０／１００） 

別添 


