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説明書

説  明  書

平成30年 5月 17日

独立行政法人都市再生機構 九州支社

  支社長 西周 健一郎

｢益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一括入札）｣の技術提案書提出に係る詳細は、下

記のとおりです。

記

１ 業務概要

(1)業務名称  益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一括入札）

(2)履行場所  熊本県上益城郡益城町安永字八反畠903他

(3)業務内容

1) 当初業務 契約締結の翌日から平成30年12月20日まで

業務名称  益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務(基本・実施設計、積算)

業務内容 災害公営住宅建設に係る建築、電気設備、機械設備、土木、造園の基本設計・

実施設計（目標工事費算定設計）・積算、許認可等に関する行政協議資料等の

作成

内工期

一次指定部分：契約締結の翌日から平成30年10月20日まで

建築、電気設備、機械設備、土木、造園の基本設計、実施設計（目標工

事費算定設計）完了

2) 契約予定業務 契約締結の翌日(平成30年12月予定)から平成32年7月31日まで

業務名称 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（補助金関連資料）

業務内容 補助金関連資料の作成業務

(4)業務実施形態

本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項等を定めた協定を締結した後に、

協定に基づき設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。

(5)業務の詳細な説明

本業務の業務内容及び成果物は、｢益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一
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括入札）仕様書｣（以下、｢仕様書｣という。）のとおり。

２ 参加資格

(1)技術提案書の提出者に要求される資格

  技術提案書の提出者は、(一)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(二)に掲げる資格を満たして

いる設計共同体であること。

(一)単体企業

① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号）第

331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。

② 当機構の九州地区における平成 29・30 年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係

る一般競争（指名競争）参加資格について、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。

③ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中

でないこと。

④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。

⑤ 業務実績として、以下に示す基本設計又は実施設計業務について、平成 20 年度以降に受注し、

完了した実績を1件以上（下請けによる業務実績及び施工中の業務実績を含む）有すること。

建物用途 建設地 発注者 構造 建物規模 業務内容

共同住宅

全国
公的機

関 RC造又は

SRC造

１棟又は複数棟からなる、５階

建以上かつ50戸以上

※配置予定技術者の実績におい

ては、１棟又は複数棟からな

る、３階建以上かつ30戸以

上、に読み替える。

建物基本設

計及び建物

実施設計

熊本

県内

問わな

い

１棟又は複数棟からなる、３階

建以上かつ20戸以上

高齢者施設（老人

ホーム、グループ

ホーム等居住のた

めの空間を持つも

のに限る。）

熊本

県内

問わな

い

RC造又は

SRC造
延べ面積1,000㎡以上

建物基本設

計及び建物

実施設計
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(二)設計共同体

(一)に掲げる条件を満たしている者（(一)①から④については全ての構成員に必要な条件

(一)⑤については代表者に必要な条件）により構成される設計共同体であって、「競争参

加者の資格に関する掲示」（平成30年5月17日付九州支社長）（別添５）に示すところに

より、九州支社長から「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務にかかる設計共

同体」としての競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を

受けている者であること。

(2)管理技術者及び主任技術者

① 管理技術者及び主任技術者については、下記の要件を満たすものであること。なお、評価基準に

満たない場合は失格とする。

資 格 実務経験 業務の実績

管理技術者※１※２ ・一級建築士 10年以上 (一)⑤に示す「業務実績」

主
任
技
術
者
※
２

意匠※１ ・一級建築士 ５年以上 (一)⑤に示す「業務実績」

構造
・一級建築士、構造一級建築

士
５年以上 (一)⑤に示す「業務実績」

電気設備

・設備設計一級建築士、技術

士（電気・電子部門又は総

合技術監理部門(電気・電

子)）、建築設備士

1年以上 (一)⑤に示す「業務実績」

機械設備

・設備設計一級建築士、技術

士（衛生工学部門又は総合

技術監理部門 ( 衛生工

学)）、建築設備士

1年以上 (一)⑤に示す「業務実績」

積算 ・建築積算士 1年以上 ※３

屋外設計(土

木・造園)

技術士（建設部門又は総合技

術監理部門(建設)）、ＲＣＣ

Ｍ

1年以上 ※４

※１：管理技術者は、設計共同体の代表者の組織に所属していること。意匠主任技術者は、設計共

同体の構成員の組織に所属していること(再委託不可)。また、今後想定される業務完了まで

の設計業務に関しては、管理技術者、意匠担当の主任技術者については、変更を認めない。

ただし、変更の理由及び変更予定者について、当機構がやむを得ないと認めた場合はこの限

りではない。

※２：管理技術者と主任技術者の兼務は不可とする。各職種の資格要件を満たす主任技術者は、意

匠・構造・建築積算・機械設備・電気設備・屋外設計（土木・造園）を兼務してもよい。

※３：平成20年度以降に受注し、完了した「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積

算基準」に基づく積算業務の実績（以下「公共積算業務実績」という）を有すること。
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※４：平成 20 年度以降に契約し、完了した、住宅又は施設建築物に係る、屋外（土木・造園）の基

本設計業務又は実施設計業務の実績を有すること。

※いずれも業務の実績は、設計共同体であった場合には、原則として出資比率が 50％以上のものと

する。

② 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が当機構の測量・土質調査・

建設コンサルタント等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格者である場合には、当該協力事

務所が当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象とする指名停止を受けている期間中

でないこと。

３ 技術提案書の提出者を選定するための評価基準

(1)参加表明書の評価項目、判断基準及び評価の配点は以下のとおりとする。なお、設計共同体での申し

込みの場合は、「参加表明者（企業）の業務経歴及び能力」は各構成員の合計としてもよい。

評価

項目

評価の着目点 評価

ウェイト判断基準

参
加
表
明
者
（
企
業
）
の
経
験
及
び
能
力
（
※
１
）

専
門
技
術
力

技
術
的
能
力

様式２

参加表明書提出期限日時点において、雇用関係のある一級建築士資格保有者数を次の

順で評価する。

① 一級建築士の数が10人以上

② 一級建築士の数が５人以上

③ 一級建築士の数が１人以上

一級建築士がいない場合は選定しない。

①３点

②２点

③１点

成
果
の
確
実
性

様式３

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

① 「業務実績」が４件以上

② 「業務実績」が２件以上

③ 「業務実績」が１件

なお、業務実績がない場合は選定しない。

①３点

②２点

③１点

地
域
の
精
通
性

様式３

平成20年度以降に契約し完了した、熊本県内を建設地とする「業務実績」を、参加

表明書提出期限日時点において、次の順で評価する。

① 熊本県内を建設地とする「業務実績」が４件以上

② 熊本県内を建設地とする「業務実績」が２件以上

③ 熊本県内を建設地とする「業務実績」が１件

①３点

②２点

③１点

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

管
理
技
術
者

資
格
・
経
験

様式５－１

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

一級建築士の資格（建築士法による登録を行っているもの）を有し、

① 資格取得後18年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が４件以上

② 資格取得後13年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が２件以上

③ 資格取得後10年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－１

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点
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主
任
技
術
者
（
建
築
意
匠
）

資
格
・
経
験

様式５－１

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

一級建築士の資格（建築士法による登録を行っているもの）を有し、

① 資格取得後13年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が２件以上

② 資格取得後8年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

③ 資格取得後5年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－１

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

主
任
技
術
者
（
建
築
構
造
）

資
格
・
経
験

様式５－１

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

一級建築士及び構造設計一級建築士の資格を有し、

① 構造設計一級建築士資格取得後３年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が２

件以上

② 構造設計一級建築士資格取得後２年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１

件以上

③ 構造設計一級建築士資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１

件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－１

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

主
任
技
術
者
（
建
築
積
算
）

資
格
・
経
験

様式５－２

参加表明書提出期限日時点において、次の順で評価する。

建築積算士（建築積算資格者）の資格を有し、

① 資格取得後 13 年以上の実務経験があり、かつ「公共積算業務実績」※４が２件以

上

② 資格取得後５年以上の実務経験があり、かつ「公共積算業務実績」※４が２件以上

③ 資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「公共積算業務実績」※４が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－２

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

主
任
技
術
者

（
機
械
設
備
設
計
・
積
算
）

資
格
・
経
験

様式５－２

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士のいずれかの資格を有し、

① 資格取得後13年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が２件以上

② 資格取得後５年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

③ 資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－２

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点
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主
任
技
術
者

（
電
気
設
備
設
計
・
積
算
）

資
格
・
経
験

様式５－２

平成20年度以降に契約し完了した「業務実績」を、参加表明書提出期限日時点にお

いて、次の順で評価する。

設備設計一級建築士、技術士（電気・電子）、建築設備士のいずれかの資格を有し、

① 資格取得後13年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が２件以上

② 資格取得後５年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

③ 資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「業務実績」が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－２

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

主
任
技
術
者

（
土
木
設
計
・
積
算
）

資
格
・
経
験

様式５－３

参加表明書提出期限日時点において、次の順で評価する。

技術士※２又はＲＣＣＭ※３の資格を有し、

① 資格取得後 13 年以上の実務経験があり、かつ「土木設計業務実績」※５が２件以

上

② 資格取得後５年以上の実務経験があり、かつ「土木設計業務実績」※５が１件以上

③ 資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「土木設計業務実績」※５が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－３

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

主
任
技
術
者

（
造
園
設
計
・
積
算
）

資
格
・
経
験

様式５－３

参加表明書提出期限日時点において、次の順で評価する。

技術士※２又はＲＣＣＭ※３の資格を有し、

① 資格取得後 13 年以上の実務経験があり、かつ「造園設計業務実績」※５が２件以

上

② 資格取得後５年以上の実務経験があり、かつ「造園設計業務実績」※５が１件以上

③ 資格取得後１年以上の実務経験があり、かつ「造園設計業務実績」※５が１件以上

①３点

②２点

③１点

手
持
ち
業
務

様式５－３

参加表明書提出期限日時点において、当該業務の期間中の重複業務量を、次の順で評

価する。

① ２件以下

② ３件

③ ４件以上

①３点

②２点

③１点

評価点 合計 57点

※１ 共同体の場合は、各構成員の合計

※２ 建設部門、又は総合技術監理部門

※３ 部門は問わない。

※４ 平成 20 年度以降に契約し完了した、「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基

準」に基づく積算業務の実績

※５ 平成 20 年度以降に契約し完了した、住宅又は施設建築物に係る土木・造園基本設計業務、又は

土木・造園実施設計業務

※６ 平成20年度以降に契約し完了した業務に限る。

４ 参加表明書の留意事項
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(1)作成方法

「参加表明書作成要領」（別添１）のとおりとする。

(2)参加表明書の提出期間及び提出場所

提出期間：平成30年 5月 17日（木）から平成30年 5月 28日（月）まで（土、日及び祝日を除く

午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。）

提出場所：以下のいずれかとする。

＜東京受付＞

        東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー17階

     独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

     技術監理部 設計第２課 電話03-5323-2947

＜熊本受付＞

熊本県熊本市西区春日３丁目20-17 Ｍ’ｓ５（エムズファイブ）

     独立行政法人都市再生機構九州支社都市再生業務部

     熊本震災復興支援室 住宅建設課 電話096-312-5101

提出部数：２部

提出方法：あらかじめ提出日時及び希望する受付場所を連絡のうえ、持参すること。

     その場で、提出物に過不足がないか等の事務的な確認を行う。

郵送又は電送によるものは受け付けない。

(3)選定・非選定通知

① 技術提案書の提出者として、参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから基準

を満たす参加表明者が５者以上の場合は５者程度、基準を満たす参加者が５者未満の場合は当該者

数を選定する。技術提案者の提出者として選定した者については書面で通知する。また、選定され

なかったものに対しては、選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を書面により通知する。

② 上記①の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（行政機関の休日に関

する法律昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日を含まない）以内に書面（様式

は自由）を持参することにより、契約担当役に対して非選定理由について説明を求めることができ

る。

③ 上記②の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日（休日を含む）以内

に書面により行う。

④ 非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び提出方法は以下による。

受付場所：上記(2)と同じ

受付日時：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後４時まで。（ただし、正午から
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午後１時の間は除く。）

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できるものが持参するものとし、郵送

又は電送によるものは受け付けない。

５ 技術提案書を特定するための評価基準

(1)技術提案書の評価項目、判断基準及び評価の配点は以下の通りとする。

評価

項目

評価事項 評 価 ウェイト

業
務
の
実
施
計
画
・
方
針

取組体制、設計

作業の進め方

優  秀

（５ 点）

良 好

（３ 点）

普 通

（１ 点）

15点

スケジュール

管理

優  秀

（５ 点）

良 好

（３ 点）

普 通

（１ 点）

品質管理及び

コスト管理

優  秀

（５ 点）

良 好

（３ 点）

普 通

（１ 点）

特
定
テ
ー
マ
の
提
案

特
定
テ
ー
マ
１

的確性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

42点

独創性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

実現性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

特
定
テ
ー
マ
２

的確性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

独創性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

実現性

優  秀

（７ 点）

良 好

（４ 点）

普 通

（１ 点）

合計点 57点

(2)特定テーマ

本業務の地区を対象として、下記の特定テーマについて提案
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   特定テーマⅠ

     周辺環境の読み取りと、当該災害公営住宅について、景観形成及び地域コミュニティ活性化の考

えられる課題とその解決の方向性及び留意すべき点

    特定テーマⅡ

     地域特性を踏まえた設計に関する提案

    （例えば、気候風土や地域環境を踏まえた配置・コンセプト・地域産材や流通状況を踏まえたデ

     ザイン・仕様・建設コストの低減など）

  

６ 技術提案書の留意事項

(1)技術提案書の無効

   プロポーザルは、当該業務の具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の

提出を求めるものではありません。本説明書において、記載された事項以外の内容を含む技術提案書、

又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする

場合があるので注意すること。

(2)作成方法

「技術提案書作成要領」（別添２）の通りとする。

(3)技術提案書の提出期間、提出場所

提出期間：平成30年 6月 8日（金）から平成30年 6月 19日（火）まで（土、日及び祝日を除く。

午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。））

  提出場所：上記４(2)に同じ。

  提出部数：２部

提出方法：上記４(2)に同じ。

(4)質問及び回答

① 技術提案書に関する質問は、「技術提案書作成要領」（別添２）に掲げる書式により書面で提出

すること。

② 技術提案書に関する質問がない場合は質問書の提出は不要。

③ 質問書を提出する場合は、必ず持参すること。なお、口頭・電話・FAX・郵送による質問は受け付

けない。

④ 受付日時：平成30年 5月 17日（木）から平成30年 6月 13日（水）（土、日及び祝日を除く、

午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。））

提出場所  ：上記４(2)に同じ
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回答閲覧日時：平成 30 年 6 月 15 日（金）から平成 30 年 7 月 2日（月）（土、日及び祝日を除く、

午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。））

⑤ 回答閲覧場所：上記４(2)に同じ

(5)特定・非特定通知

① 技術提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを１者特定する。技術提案

書を特定した者には、書面により通知する。また、提出した技術提案書が特定されなかった者に

対しては、特定されなかった旨と、その理由（非特定理由）を書面にて通知する。

② 上記①の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（行政機関の休日に関

する法律昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日を含まない）以内に、支社長に

対して非特定理由について説明を求めることができる。

・受付場所：４(2)に同じ。

・受付日時：平成 30年 6月 28 日（木）（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後４

時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。））

・提出方法：書面（様式は自由）を持参により提出すること。

   上記②の回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して10日（休日を含む。）以

内に説明を求めたものに対し書面により行う。

(6)技術提案書の提出者として選定された者へのヒアリング

技術提案書の提出者として選定された者については、ヒアリングを行うことがある。

なお、ヒアリングを行う場合には、その日時､場所及び留意事項等について別途通知する。

(7)業務量の目安の閲覧及び参考資料の配布について

本業務の業務量の目安について、下記の日程で閲覧することができる。また、当地区での参考資料

（配置図、プラン図等）について配布を行う。

なお、閲覧・配布に当たっては、設計業者に限るものとし、一級建築士事務所登録証明書等の設計業

者であることを証明するものを持参すること。

閲覧及び配布日時：平成30年 5月 21日（月）から平成30年 5月 28日（月）（土、日及び祝日を除

く、午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。））

回答閲覧場所：上記４(2)に同じ

閲覧方法：あらかじめ閲覧日時及び希望する閲覧場所を連絡のうえ、閲覧すること。

７ 受注資格の喪失

本業務の受注者（設計共同体の各構成員、本業務に関し協力を受ける他の建設コンサルタント等を含
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む。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者及び製造業者は、本業務に関

連する全ての建設工事の受注資格を失う。

８ 入札（見積）及び契約について

  (１)見積合せの日時及び場所並びに提出方法

  ①日時：平成30年7月2日（月）午後2時30分

      なお、天変地異その他の理由により見積合せを執行することが困難であると認められるときは、

見積合せの執行を延期し、停止し、又は中止することができるものとする。

  ②場所：独立行政法人都市再生機構九州支社 入札室（１階）

  ③提出方法：見積書を持参すること。

(２)技術提案書を特定されたものは、入札（見積）書における金額（消費税及び地方消費税を含まない。

以下同じ。）が、独立行政法人都市再生機構会計規程（平成16年独立行政法人都市再生機構規程第４

号）第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である場合、技術提案書を特定され

た者を落札者とする。

   その他の事項は、入札（見積）心得書による。

９ 協定型一括入札方式に準じた方式に関する事項

（１）技術提案書を特定されたもの者は、１（３）に示す各業務（以下、｢個別業務｣という。）ごとに見

積った金額の合計額をもって見積りするものとする。

（２）落札者は、落札決定の翌日から7日以内に、個別業務の契約に関する事項等を定めた協定書

別添３及び当初業務に係る設計請負契約書を提出しなければならない。但し、予め機構の承諾を得

たときはこの限りでない。なお、落札者は本協定の締結を拒むことはできない。

（３）個別業務の金額（税抜き）は｢予定価格における個別業務の構成比（内訳額／予定価格）｣を落札者

の入札額に乗じた額（十円単位を四捨五入）とする。

（４）予定価格における個別業務の構成比は以下を予定する。

①当初業務        99.20/100

②契約予定業務      0.80/100

（５）契約予定業務の請負契約は、締結する協定に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒むことは

出来ない。なお、契約の締結にあたっては、支社長等が履行期間及び支払条件について通知するもの

とし、落札者は通知に記載の履行期間の前日までに当該業務に関する契約書を提出しなければならな

い。

（６）１（３）に示す契約予定業務の契約締結時期や履行期間の変更を行う可能性がある。
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（７）個別業務の条件変更及び協定解除に係る取扱いは(2)の協定による。

（８）本業務は、当初業務において益城町と当機構の業務実施契約の締結手続きが整わない場合、契約予

定業務において益城町と当機構の災害公営住宅等譲渡確認書の交換が整わない場合、停止になるこ

とがありうる停止条件付業務である。

１０ 再委託

再委託の取り扱いについては、以下の例のとおりとする。

再委託不可の

内容

(1)企画・構想立案のマネジメント

(2)設計の総合調整マネジメント

(3)設計の中核となる図面の作成

(4)打合せ及び内容説明

あらかじめ承諾を得て再

委託できる業務

一部専門分野の業務

【例】・構造計画、設備計画、土木計画、造園計画、

構造設計、設備設計（積算含む）、土木設計（積算含む）、造園

設計（積算含む）

・建築積算業務、コスト管理

特に承諾を要しない業務 補助的な業務

【例】・ 計算（日影、省エネルギー関係、防災関係）

・ コピー・印刷・製本

・ 資料収集・要約といった簡単な業務

・ トレース業務、模型製作

・ パース作成・写真撮影

・ ＣＡＤデータ入力

※ 建築設計業務請負契約書第 12 条第２項の規定により、一部専門分野の業務（構造設計、設備設計

（積算含む）、建築積算、屋外設計（積算含む）、診断業務等）を第三者に委託し、又は請け負

わせようとするときは、あらかじめ再委託等願書を提出し承諾を受けなければならない。

※ その他詳細については、別添４「仕様書（案）」参照のこと。

１１ その他

(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)契約書作成の要否 ： 要

また、落札者は、建築設計業務請負契約締結時に別添7「個人情報等の保護に関する特約条項」を同日

付で締結すること。

(3) 建築設計業務請負契約書及び入札（見積）心得書は、都市再生機構ＨＰ

（http://www.ur-net.go.jp）に掲載している。

(4)支払いは業務の契約締結後、前金払30％以内、部分払３回及び完成払とする。

(5)上記２(1)(一)②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も上記４(1)により

参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、
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技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時には当該資格の認定を受けていなければならない。

(6)失格の条件

① 提出期間、提出場所、提出方法に適合しないもの。

② 作成要領に指定する作成様式又は記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。

⑤ 許容される表現方法以外の表現方法が用いられているもの。

⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。

(7)その他

① 参加表明書、技術提案書の作成及びその提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 提出された参加表明書及び特定した技術提案書は返却しない。なお、特定しなかった技術提案書

は、提出時に返却を希望した者に限り返却する。

③ 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定以外

に、提出者に無断で使用しない。

④ 提出期間以降における参加表明書、技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

⑤ 同一の者が単体又は設計共同体の構成員として、複数の参加表明書を提出した場合は、これらの

参加表明書は無効とする。

⑥ 単体又は設計共同体の構成員として参加表明を行ったものが、他の参加表明書提出者の協力事務

所となることはできない。

⑦ 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合には、虚偽の記載をした者に対して指名停止

を行うことがある。

⑧ 特定された技術提案書は本業務の設計者を選定するためのものであり、本設計業務の実施にあた

って、技術提案書に記載された考え方を反映するが、当機構からの指示、及び当機構との協議を

優先して業務を実施するものとする。

⑨ 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使用してはならな

い。

⑩ 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開とされた情報に

ついては、第三者にこれを公表してはならない。

既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないよ

うに努めること。

本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取り扱いについては、機構との協議
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により決定する。

⑪ 本件業務において、手続きに参加する者が機構の関係法人１者だった場合は、当該手続きを中止

し、再公募を実施する。

⑫ 情報公表の拡大

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成22年 12月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場

合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するな

どの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する

ことがありますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応

募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただ

きますので、ご了知願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていた

だけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願

います。

a) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

・当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること

・当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の

職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること

b) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、

契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当機構におけ

る最終職名

・当機構との間の取引高

・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する

旨

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満、又は３分の２以上

・１者応札又は１者応募である場合はその旨
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c) 当方に提供していただく情報

・契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最

終職名等）

・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

d)公表日

契約締結日の翌日から起算して72日以内

⑬ 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

イ 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。

ロ イ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発注者に報告すること。

ハ 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。

⑭ スケジュール（予定）

  平成30年  5月 17日（木） 公募開始日

   平成30年  5月 21日（月） 業務量の目安、参考資料の配布

   平成30年  5月 28日（月） 参加表明書の提出期限

   平成30年 6月 8日（金） 選定・非選定通知

   平成30年 6月 13日（水） 質問書提出期限

   平成30年  6月 15日（金） 質問回答開始日

   平成30年 6月 19日（火） 技術提案書提出期限

   平成30年 6月 28日（木） 特定・非特定通知日

   平成30年  7月  2日 (月) 見積合せ

以 上
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別添１ 

 

参加表明書作成要領 

 

 

 

１．技術提案によって特定される者の業務 

 

  技術提案によって特定される者の対象業務は、「益城町広安安永地区災害公営住宅設計等

業務」の実施に関することです。ただし、今後の事業の進捗状況如何によっては、最終的に

契約に至らない場合､あるいは実施内容が変更される場合もあります｡ 

 

２．参加表明書の内容 

 

（１）参加表明書（様式１）には、建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年 4 月 15 日建設省

告示 717 号）の登録に係る通知書の写し及び建築士法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 202

号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録の写し並びに様式２～４に基づき作成し

た技術資料を添付して下さい。なお、設計共同体を構成する場合は「設計共同体協定書等作

成の手引き」（別添６）に基づき作成した「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協

定書」を併せて添付して下さい。 

 

（２）様式２には、提出者、設計共同体を構成する場合の構成員及び各分野を再委託する場合

の協力事務所について、専門分野別の資格保有者数及び資格名称を記入して下さい｡ 

 

（３）様式３には、提出者及び設計共同体を構成する場合の代表者及び構成員について、業務

説明書の４「参加資格」の（一）⑤に挙げる「業務実績」を記載して下さい。 

なお、業務実績は、「業務対象県内を建設地とする業務」を優先して、４件まで記載して

下さい。記載した実績については、その業務について、業務名称、契約金額、履行期間、建

設地、発注者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内

容等が確認できる書類（契約書、仕様書等の写し）を添付して下さい。参加表明書の評価を

行う際、これらの諸元が、提出された資料から読み取れないと評価ができません。 

(4) 設計共同体を構成する場合、様式３は構成員ごとの実績について作成して下さい。 

(5) 管理技術者及び各主任技術者について、取得している資格、実務経験年数、業務実績又は

実務経験を、様式５－１～５－３に記載して下さい。また業務の対象となった建物の用途、

規模及び構造、携わった業務の担当分野及び役割分担（管理技術者、主任技術者及び担当技

術者）も記載して下さい。 
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管理技術者及び主任技術者は、本業務を実際に担当することとなる者を記載して下さい。 

なお、管理技術者及び各主任技術者の評価は、業務説明書５のとおりとします。 

(6) 様式５－１～５－３の管理技術者及び主任技術者が現在担当している業務については、参

加表明書を提出する時点における業務をすべて記載して下さい。 

(7) 様式４については、本業務の第２次指定部分の履行期限までの期間における手持業務量に

ついて記載して下さい。 

 

３．参加表明書の提出 

 

（１）参加表明書及び技術資料の提出は、以下によります。 

① 提出部数は、2 部とします（2 部とも提出者の押印のあるもの）。 

② 提出期間、提出場所及び提出方法については説明書によります。 

 

（２）提出する参加表明書及び技術資料は、A4 版ファイル（左側 2 穴）に綴じ、背表紙の下部

に企業名もしくは設計共同体名のみを記載して下さい。また、表表紙の下部には、企業名も

しくは設計共同体名と併せて、担当部署・担当者名・電話番号を記載して下さい。 

なお、返信用封筒として、提出者の住所（設計共同体を構成する場合は代表構成員）、企

業名もしくは設計共同体名・担当部署・担当者名を記載し、392 円切手（簡易書留料金）を

貼った長 3 号封筒を併せて提出して下さい。 

 

（３）資料を提出したことについて、機構が資料を受領した旨確認が必要な場合には、「参加表

明書」に機構受付印を押印し返却するので、参加表明書のコピーを別に用意し、提出場所で

申し出て下さい。 

 

（４）その他 

① 要求した内容以外の書類、図面等については受理しないこととします。 

② 提出された参加表明書、技術資料は返却しません。 

③ 失格の条件、その他については説明書によることとします。 

④ 提出時に様式 9 の提出物チェックリストも添付して下さい。 

 

 

                                  以 上 



 

（様式１） 

受付番号 

 

 

参 加 表 明 書 

 

平成30年5月17日付で手続き開始の掲示がありました「益城町広安安永地区災害公営住宅

基本設計等業務」の技術提案書に基づく選定の参加に関心がありますので、技術資料を提

出します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成１６年独立行政法人都市再生機構通

達第９５号）第３３１条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容について

は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

平成  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

支社長 西周 健一郎 殿 

 

（提出者） 住  所 

名  称 

代表者名              印 

 

 

登録番号※  

 

 

 

 

提案内容に関する連絡先 部署 

担当者名 

電話／ファクシミリ 

 

 

※ 当機構九州地区における平成 29・30年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る

一般競争（指名競争）参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けてい

る者は、その登録番号を記載し登録の写しを添付すること。 



【技術資料】

１　代表構成員　事務所概要

 　住　　　所

商号又は名称

 　代表者氏名  　電話番号

 　機構登録番号  　一級建築士事務所登録番号

 　担当者氏名

２　構成員別技術者数

 　　　　　　　％  　　　　　　　％

 分　　野  合　計

建築意匠 一級建築士　　　　　　  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

建築構造  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

建築積算 建築積算士  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

技術士（建設部門又は総合技術監理部門）  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

RCCM（部門指定なし）  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

技術士（建設部門又は総合技術監理部門）  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

RCCM（部門指定なし）  　　　　　人〔　〕  　　　　　人〔　〕 人〔　〕

 備　　考

　　１　複数の分野を担当する者については、最も専門とする分野に記載してください。

　　２　複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格保有者として記載してください。

　　３　協力事務所の技術者数については〔 〕に外数で記載してください。

　　４　資格の（　）内については、国外における同等の資格者がいる場合にその資格名称を記載してください。

　　５　特殊な技術（特許等）及び学識経験者の援助を予定する場合は、備考欄に記載してください。

益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者

   構成員名(事務所名）

資　　　　　　格 

   建設コンサルタント登録番号

   機構登録番号

   一級建築士事務所登録番号

   出資比率

資格を有する人数 資格を有する人数

構造設計一級建築士

一級建築士

造園設計・積算

電気設備
設計・積算

設備設計一級建築士

技術士（電気・電子部門）

建築設備士

機械設備
設計・積算

設備設計一級建築士

技術士（衛生工学部門）

建築設備士

造成・土木
設計・積算

様式2



　

【業務実績】
                                                                                               益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者提出者

業務名称 発　注　者 業務種別 受注形態
（建物の所在地） 用　途 構造・規模

階数・高さ

造、 　戸 
延床　　　　㎡ 年　月 
地上　　　　階

 （　　　　　　　） 地下　　　　階
最高高さ　　　ｍ

造、 　戸 
延床　　　　㎡ 年　月 
地上　　　　階

 （　　　　　　　） 地下　　　　階
最高高さ　　　ｍ

造、 　戸 
延床　　　　㎡ 年　月 
地上　　　　階

 （　　　　　　　） 地下　　　　階
最高高さ　　　ｍ

造、 　戸 
延床　　　　㎡ 年　月 
地上　　　　階

 （　　　　　　　） 地下　　　　階
最高高さ　　　ｍ

　１　設計共同体を構成する場合は、代表構成員及び構成員の「業務実績」についてそれぞれ作成してください。
　２　「業務実績」とは次によることとします。

　　　・記載する順序としては、「業務対象県内を建設地とする業務」を優先して、代表的なものから4件まで記載してください。
　　　・いずれも元請の業務とし、設計共同体として受注した業務の場合は、出資率50％以上のものとします（その旨が確認できる書類を添付してください。）。
　　　・過去10年間における実績とし、過去10年間における実績とは、平成19年度以降に契約し完了したものとします。
　　　・当該業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内容等が確認できる書類
　　　　（契約書、仕様書等の写し）を添付してください。技術提案書の評価を行う際、これらの諸元が、提出された資料から読み取れないと評価ができません。
　３　「発注者」の欄には、協力事務所としての実績の場合には元請人名も（　  ）表示で記載してください。
　４　「業務種別」の欄には、基（基本設計）、基＋実（基本設計＋実施設計）の種別を記載してください。
　５　「受注形態」の欄には、単独，ＪＶ又は協力（協力事務所としての参画）等の別を記載してください。

建物・施設の概要 備　　　　考

完成又は
完成予定

設計の特徴点，協力事務所参画の場合の担当範囲
等の特記事項を記載

様式3



【手持業務量】
業務名： 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者提出者

 構　造 面　積 工　事　費  技術者数

 階　数 （㎡） （千円）  小　　計 7月 8月 9月 10月 ・・・ ・・・ ・・・

 主

 要

 な

 設

 計

 業

 務

小計

　　１　本業務の当初業務の履行期限までの期間における手持業務量について記載してください。
　　２　件名は簡明に記載してください。
　　３　技術者小計には、設計業務期間中の計を記載してください。
　　４　協力事務所の技術者数は（　）内に外書きで表示してください。
　　５　本様式は、設計共同体を構成する場合は、代表構成員及び構成員についてそれぞれ記載してください。

件名

計画〔上段：技術者数／下段：工程〕 （単位：人・日）

様式4



【配置予定技術者（管理技術者、主任技術者（建築意匠）、主任技術者（建築構造））】

業務名： 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者提出者：

担当区分 手持ち業務
業　務　名　称   構造・規模  完成年月  役割分担

（用途）  階数・建物高さ
（管理技術者） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

　　　　　階/　　　　ｍ 

 氏名 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 
　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 
　　　　　階/　　　　ｍ 

 ＊（　　　　　　　） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 
　　　　　階/　　　　ｍ 

（主任技術者－建築意匠） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 
 氏名 　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 
 ＊（　　　　　　　） 　　　　　階/　　　　ｍ 

（主任技術者－建築構造） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 
 氏名 　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 
 ※（　　　　　　　） 　　　　　階/　　　　ｍ 

1　＊の箇所は、設計共同体を構成する場合のみ所属企業を記載してください。
2　※の箇所は、設計共同体を構成する場合又は再委託を予定する場合は、構成員名又は所属事務所名を記載してください。
3　管理技術者及び主任技術者は、業務実績を1件以上有する者であることとします。
4　「業務実績」とは次によることとします。

　　・過去10年間における実績とし、過去10年間における実績とは、平成20年度以降に受注し完了したものとします。
　　・管理技術者は、代表的なものから4件まで、建築意匠・建築構造の主任技術者は2件まで記載してください。
　　・当該業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内容等が確認できる書類
　　　（契約書、仕様書等の写し）を添付してください。技術提案書の評価を行う際、これらの諸元が、提出された資料から読み取れないと評価ができません。ただし、
　　　様式４に記載した業務と同じ場合は、改めて同じ書類を添付する必要はありません。
　　・管理技術者、各分野の主任技術者の要件として求めている保有資格の資格証、及び所属事務所が確認できる資料（保険証の写し等）を添付してください。
5　「役割分担」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者・主任技術者・技術員等の区別を記載することとします。
6　「手持ち業務」は、現在担当している主要な業務の内容ついて「業務名」「建物概要」「役割分担」及び「完成年月」等を記載してください。

経験年数
取得資格
取得年月

業務実績

様式５－１



【配置予定技術者（主任技術者（建築積算）、主任技術者(機械設備設計・積算）、主任技術者(電気設備設計・積算））】

業務名： 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者提出者：

担当区分 手持ち業務
業　務　名　称   構造・規模  完成年月  役割分担

（用途）  階数・建物高さ

（主任技術者－建築積算） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 氏名　　　　　　　　 　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 ※（　　　　　　　）

（主任技術者－機械設備設計・積算 ） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 氏名　　　　　　　　 　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 ※（　　　　　　　） 　　　　　階/　　　　ｍ 

（主任技術者－電気設備設計・積算 ） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 氏名　　　　　　　　 　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 年　月 

 ※（　　　　　　　） 　　　　　階/　　　　ｍ 

1　 ※の箇所は、設計共同体を構成する場合又は再委託を予定する場合は、構成員名又は所属事務所名を記載してください。
2　機械設備、電気設備の「業務実績」、建築積算の「公共積算業務実績」とは次によることとします。
　　　○機械設備、電気設備の「業務実績」

　　　○建築積算の「公共積算業務」：「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務。
　　・過去10年間における実績とし、過去10年間における実績とは、平成20年度以降に契約し完了したものとします。
　　・代表的なものから2件まで記載してください。
　　・当該業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内容等が確認できる書類
　　　（契約書、仕様書等の写し）を添付してください。技術提案書の評価を行う際、これらの諸元が、提出された資料から読み取れないと評価ができません。ただし、
　　　様式４に記載した業務と同じ場合は、改めて同じ書類を添付する必要はありません。
　　・各分野の主任技術者の要件として求めている保有資格の資格証、及び所属事務所が確認できる資料（保険証の写し等）を添付してください。
3　「役割分担」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者・主任技術者・技術員等の区別を記載することとします。
4　「手持ち業務」は、現在担当している主要な業務の内容ついて「業務名」「建物概要」「役割分担」及び「完成年月」等を記載してください。

経験年数
取得資格
取得年月

業務実績（建築積算は公共積算業務の実績）

様式５－２



【配置予定技術者（主任技術者（造成・土木設計・積算）、主任技術者（造園設計・積算）)】

業務名： 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務           　　　　　　　  　　　　　　　　　提出者提出者：

担当区分 手持ち業務
業　務　名　称 開発行為の有無  完成年月  役割分担

（用途）
（主任技術者－造成・土
木設計・積算）

年　月 

 氏名　　　　　　　　 有　・　無

 　　　　年齢　　歳 年 年  月 年　月 

 ※（　　　　　　） 有　・　無

  構造・規模
 階数・建物高さ

（主任技術者－造園設
計・積算） 　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 

 氏名　　　　　　　　
　　　　　階/　　　　ｍ 

 　　　　年齢　　歳 年 年  月
　　　造 /　　 戸/　　　㎡ 

年　月 

 ※（　　　　　　）
　　　　　階/　　　　ｍ 

1　※の箇所は、設計共同体を構成する場合又は再委託を予定する場合は、構成員名又は所属事務所名を記載してください。
2　造成・土木・造園の業務実績は、次によることとします。
　　　○造成・土木の「業務実績」：開発行為を伴う住宅建設における敷地造成工事の実施設計業務。
　　　○造園の「業務実績」：住宅又は施設建築物に係る造園基本設計業務又は造園実施設計業務。
　　・過去10年間における実績とし、過去10年間における実績とは、平成20年度以降に契約し完了したものとします。
　　・代表的なものから2件まで記載してください。
　　・当該業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内容等が確認できる書類
　　　（契約書、仕様書等の写し）を添付してください。技術提案書の評価を行う際、これらの諸元が、提出された資料から読み取れないと評価ができません。ただし、
　　　様式４に記載した業務と同じ場合は、改めて同じ書類を添付する必要はありません。
　　・各分野の主任技術者の要件として求めている保有資格の資格証、及び所属事務所が確認できる資料（保険証の写し等）を添付してください。
3　「役割分担」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者・主任技術者・技術員等の区別を記載することとします。
4　「手持ち業務」は、現在担当している主要な業務の内容ついて「業務名」「建物概要」「役割分担」及び「完成年月」等を記載してください。

経験年数
取得資格
取得年月

業務実績

様式５－３



1

別添２

技術提案書の作成要領

         （技術提案書の提出要請を受けた者のみ作成します。）

※この技術提案書作成要領は、公示時におけるものであり、今後、変更される場合があります。

１ 技術提案によって特定される者の業務

技術提案によって特定される者の業務は、「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務」

の実施に関することです。

２ 技術提案書の内容

（１）技術提案書（様式 6）には、別添２に基づき作成した資料（様式６-１～３）を添付して下さ

い。

（２）業務の実施計画書（様式７－１）には、本業務の実施に係るスケジュールについて工程計画

（業務区分）、動員計画を記載して下さい。

（３）業務の実施方針（様式７－２）には、次の事項について具体的に記載して下さい。

① スケジュール管理の考え方・方法

② 設計業務の品質管理及びコスト管理の考え方・提案

③ 上記①、②を実施するにあたり役割分担を図表等で簡便に記載して下さい。

（配置者の資格等を記載して下さい。）

④ その他、業務の実施上配慮すべき事項があれば記載して下さい。

（４）業務の実施に係る技術提案（様式７－３）は、A3 用紙に横書きで記述、テーマ毎に 1 枚、全

体２枚に提案内容を記載して下さい。

テーマから読み取れる課題に対して適切に提案されているかも評価対象とします。

下記の①～④項目のルールを守りご提案下さい。

①イラスト、イメージ図等による表現は可能ですが、設計の内容が具体的に表現されていては

いけません。

②具体的な設計図、模型（写真を含む）、及び精密な透視図（パース・コンピュータグラフィ

ックスによるもの）等の表現は行ってはいけません。

③社名・商標・マーク等により提出者を特定できる表示は禁止します。

④文字の大きさは原則として１０ポイント以上として下さい。

３ 技術提案書の提出

（１）技術提案書の提出は、以下によります。

① 提出部数は２部とします。（２部とも提出者の押印のあるもの。）
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② 提出期間、提出場所及び提出方法については説明書によります。

（２）提出する技術提案書は、A4 版ファイル（左側 2 穴）に綴じ、背表紙の下部に企業名若しくは

設計共同体名のみを記載します。なお、返信用封筒として、提出者の住所（設計共同体を構成す

る場合は代表構成員）、企業名、担当部署、担当者名を記載し、392 円切手（簡易書留料金）を

貼った長 3 号封筒を併せて提出して下さい。

（３）資料を提出したことの確認が必要な場合には、「技術提案書」に機構受付印を押印し返却する

ので、技術提案書のコピーを別に用意し、提出場所に申し出て下さい。

（４）その他

① 郵送・FAX による提出は受け付けません。

② 要求した内容以外の書類、図面等については受理しません。

③ 特定されなかった技術提案書の返却を希望する場合は、その旨を技術提案書の下欄に記載して

下さい。

④ 失格の条件、その他については説明書によります。

４ 質問及び回答

（１）本業務に関して質問がある場合は、質問書（様式８）を提出して下さい。口頭等による質問は

受け付けません。

（２）質問書の提出期間、提出場所等は説明書によります。

以 上



（様式－6） 

 

 

 

技 術 提 案 書 
 

 

業務名称：益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務 

 

 

標記業務に係る技術提案書を提出します。 

 

 

平成 年 月 日 

独立行政法人都市再生機構 九州支社 

支社長 西周 健一郎  殿 

 

（提出者） 住  所 

名  称 

代表者名              印 

 

 

 

 

 

提案内容に関する連絡先 部署 

担当者名 

電話／ファクシミリ 

 

注）特定されなかった技術提案書の返却を希望する場合には、その旨を下欄に明記して下さ

い。なお、返却を希望する旨の記載がない場合は、返却要請の意思がないものとみなし

ます。 

 

返却 

希望 
要 不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※設計共同体を構成する場合は、設計共同体名と代表構成員・構成員の別を明確にし、記載して下さ

い。 



（様式7-1）
【業務実施計画書】

                                                                                                                      

業務区分

意匠

構造

電気設備

機械設備

屋外土木

造園

積算

 　　　　　　 計       

　１．業務全体について、設計作業の具体的な手順を記載すること。なお、「業務区分」とは具体的な作業区分を記載してください。

　２．工程計画には、業務区分ごとに棒線等で工程を表示して下さい。

　３．動員計画には工程にあわせて、専門分野ごとの作業要員数（概算の延べ人員）の内訳がわかるように記載して下さい。

　４．協力事務所等が参画する場合は、その部分を（　　）表示等により明記して下さい。

工
程
計
画

動
員
計
画

4～6月 7～8月

平成30年

1～3月

平成31年 平成32年
備　　考 

7月 12月9月8月 10月 11月 1～3月 4～6月 10～12月7～9月



（様式7-2）

【業務の実施に係る技術提案】（A3用紙に横書きで記述、テーマ毎に1枚全体で3枚とします）
                                                                                               

Ａ３とする。

　　①イラスト、イメージ図等による表現は可能ですが、設計の内容が具体的に表現されていてはいけません。

　②具体的な設計図、模型（写真を含む）、及び精密な透視図（パース・コンピュータグラフィックスによるもの）等の表現は行ってはいけません。

　③社名・商標・マーク等により提出者を特定できる表示は禁止します。

　④文字の大きさは原則として１０ポイント以上として下さい。



【業務の実施方針】 （様式7-3）

                                                                                               　Ａ４版２枚に記述すること。（様式自由）

　以下の事項について具体的に記述してください。

　　１．同種業務の実績に掲げたもののうち1件を選び、建物の概要（建物階数、面積諸元等）及び設計コンセプト等を簡潔に記載して下さい。　①　スケジュール管理の考え方・方法

　　２．設計共同体を構成する場合は、代表構成員及び構成員それぞれ １件を選定し作成して下さい。　②　設計業務の品質管理及びコスト管理の考え方・提案

　③　上記①、②を実施するにあたり役割分担を図表等で簡便に記載して下さい。（配置者の資格等を記載して下さい。）

　④　その他、業務の実施上配慮すべき事項があれば記載して下さい。



（様式８） 

平成  年 月 日 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

支社長 西周 健一郎 殿 

 

 

（提出者） 住  所 

名  称 

代表者名              印 

 

※共同企業体を構成する場合は、共同企業体名と代表構成員、

構成員の別を明確にすること。 

 

質  問  書 

 

｢益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務｣の説明書等について、次のとおり質問します。 

 

質問事項 回答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１ 用紙は A4でコピーできるものとする。 

２ 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等とする。 

３ 質問がない場合は、質問書を提出してなくてもよい。 



受付番号　　　 　　提出者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：

番号 確認物 確認内容 確認欄
■参加表明書
1
2

3

4

5

6
7

8

9 様式２
10 様式３

11 様式４関連

12 様式４ 【JV】の場合は、各々
13 様式５－１

14 様式５－２

15 様式５－３
16 管理技術者
17 建築意匠
18 建築構造
19 建築積算

20
機械設備
設計・積算

21
電気設備
設計・積算

22
造成・土木設計・
積算

23 造園設計・積算
24 管理技術者
25 建築意匠
26 建築構造
27 建築積算

28
機械設備
設計・積算

29
電気設備
設計・積算

30
造成・土木設計・
積算

31 造園設計・積算
■技術提案書
32 A4判ファイル（左側2穴）に綴じられ、計2部あるか
33

34

35 長3号封筒で簡易書留の記載があるか

36

37 392円分の切手が貼られているか
38 技術提案書　（提出者の押印あり）

39

40

41 様式７-１
42 様式７-２
43 様式７-３

様式６

返却希望欄の有無に○が記入されているか
返送に必要な分の切手を貼付け、また返送先の住所及び宛名を記入した返信用封
筒の用意はあるか
機構が資料を受領した旨の確認が必要な場合、技術提案書のコピーがあるか。ま
た、この際、郵送での提出の場合は、82円切手を貼付けた返信用封筒はあるか

ファイル
背表紙に業務名称及び企業名又は設計共同体名が記載されているか
表紙に業務名称及び企業名又は設計共同体名、担当部署、担当者名及び電話番
号が記載されているか

返信用封筒
提出者（設計共同体を構成する場合は、代表構成員）の住所、企業名若しくは設計
共同体名、担当部署、担当者名が記載されているか

返信用封筒

長3号封筒で簡易書留の記載があるか
提出者（設計共同体を構成する場合は、代表構成員）の住所、企業名若しくは設計
共同体名、担当部署、担当者名が記載されているか
392円分の切手が貼られているか

【管理技術者】【主任技術者（建築意匠）】【主任技術者（建築構造）】

様式１
参加表明書　（提出者の押印あり）
機構が資料を受領した旨の確認が必要な場合、参加表明書のコピーがあるか。ま
た、この際、郵送での提出の場合は、82円切手を貼付けた返信用封筒はあるか

益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務
参加表明書及び技術提案書　提出物受領チェックリスト

ファイル

A4判ファイル（左側2穴）に綴じられ、計2部あるか
背表紙に業務名称及び企業名又は設計共同体名が記載されているか
表紙に業務名称及び企業名又は設計共同体名、担当部署、担当者名及び電話番
号が記載されているか

様式５－１
様式５－２
様式５－３

各技術者の保有資格の資格証及び所属事務所が確認でき
る資料（保険証の写し等）

建築構造を再委託する場合は、一級建築士事務所登録証
明書の写し等が添付されているか

主
任
技
術
者

【JV】の場合は、各々
実績業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注者・受注者、業務対象建
物の用途・棟数・階数・戸数・構造・延べ面積、業務内容等が確認できる書類（契約
書、仕様書等の写し）
設計共同体として受注した業務の場合は、出資率が確認できる書類

【主任技術者（建築積算）】【主任技術者（機設備械設計・積算）】【主任技術者（電気
設備設計・積算）】

様式５－１
様式５－２
様式５－３

実績業務の業務名称、契約金額、履行期間、建設地、発注
者・受注者、業務対象建物の用途・棟数・階数・戸数・構造・
延べ面積、業務内容等が確認できる書類（契約書、仕様書
等の写し）

主
任
技
術
者

【主任技術者（造成・土木設計・積算）】【主任技術者（造園設計・積算）】

様式9 
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設計等業務における協定型一括入札方式に準じた方式に関する協定書（案） 

 

独立行政法人都市再生機構を甲とし、○○○○（請負業者）を乙として、甲乙間に次の

とおり、「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一括入札）」における

「協定型一括入札方式」に関する協定を締結する。 

（細則） 

第１条 本協定は、当初業務及び契約予定業務の契約に当たっての条件等について、当初

業務及び契約予定業務の一括入札方式に準じた方式を実施するための基本となる

枠組みを定めるものである。 

２ 甲及び乙は、双方合意の上、本協定に基づき当初業務及び契約予定業務の契約を 

履行する。 

（本協定の対象業務等） 

第２条 本協定で定める対象業務は次に掲げる業務とする。 

一  益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務(基本・実施設計、積算) 

契約予定金額  ○○ 円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ○○ 円） 

予定履行期間：平成 30 年 7 月から平成 30 年 12 月まで 

（一次指定部分 平成 30 年 10 月まで基本設計業務、実施設計（目標工事費算 

定設計）業務の完了） 

二  益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務(補助金関連資料) 

契約予定金額  ○○ 円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ○○ 円） 

予定履行期間：平成 30 年 12 月から平成 32 年 7 月まで  

２ 本協定対象業務の内容は、甲が交付した入札説明書及びその添付資料、並びに入 

札手続きにおける各種資料によるものとする。 

（本協定の有効期限） 

第３条 本協定の有効期限は、前条に規定する全ての業務が完成した日とする。 

２ 本協定は、前項に定める期限内において、設計業務請負契約書を締結していない 

期間においても有効とする。 

（設計等業務請負契約の締結） 

第４条 甲及び乙は、本協定締結後、速やかに、当初業務の設計業務請負契約を締結する

ものとする。 

２ 甲及び乙は、本協定に定める条件により、契約予定業務の設計業務請負契約を締 

結する。なお、乙は、これを拒むことはできない。 

３ 甲は、契約予定業務の契約締結にあたっては、契約締結の 7 日前までに履行期聞 

別添３ 
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及び支払い条件について乙に通知するものとする。 

（契約予定業務の条件を変更する場合の取扱い） 

第５条 契約予定業務の契約締結前に、当該業務の条件を変更する必要があるときは、 

甲は前条第 3 項の通知日の 14 日前までに業務内容の変更に伴う甲乙協議を開 

始するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の変更協議後に、第 2 条に規定する契約予定金額にて設計業務 

請負契約を締結し、必要があると認められるときは、前項の協議に伴う設計業務

請負契約の変更契約を締結する。 

３ 契約予定履行期間の変更に伴う請負代金額の変更は、原則行なわないものとする。 

（協定の解除） 

第６条 甲及び乙は、本協定に基づき、当初業務及び契約予定業務の契約を履行するも 

のとし、次に掲げる場合を除き、本協定を解除できない。 

一 契約予定業務の契約締結前において、甲の責に起因し、本協定を解除する場合 

なお、この場合において、既契約業務に係る間接経費等の変更について甲乙協議 

を行なうものとする。 

二 契約予定業務の契約締結前において、乙の責に起因する理由で、当該契約の内 

容に適合した履行がなされない状況にあると甲が認める場合 

なお、この場合において、既契約業務に係る間接経費等の変更は行なわない。 

また、契約予定業務に係る甲の間接経費等の損失額は甲乙協議して定め、乙が 

負担する。 

三 前２号に掲げる場合以外で、正当な理由により本協定を解除する場合 

なお、この場合の取扱いについては、甲乙協議して定める。 

（補足） 

第７条 本協定に定めのない事項または疑義が生じた事項は、甲乙協議して定める。 

 

この協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

甲   住所 

氏名 独立行政法人都市再生機構 九州支社 

              支社長 西周 健一郎 

  乙   住所 

      氏名 
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別添 4

仕   様   書

1.設計概要

1)設計名称 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一括入札）

2)設計条件

Ａ.設計範囲

災害公営住宅建設に係る建築・電気設備・機械設備・土木・造園工事の基本設計、実施設計（目標

工事費算定設計）、積算、及び補助金関連資料作成業務である。

Ｂ.計画地概要

所在地 熊本県上益城郡益城町大字安永字八反畠 903 他

敷地面積 約 14,000 ㎡

用途地域等 市街化調整区域

地形 ・平坦地

計画地の概

要

・周辺は、低層の住宅等が立ち並ぶ地域である。

・上水道：益城町

下水：益城町

電気：九州電力等

通信：NTT 等

ガス：プロパン（集合供給）

上記に接続可能

その他

○上位計画

・益城町都市計画マスタープラン

・益城町復興計画

・益城町災害公営住宅等設計標準

・その他熊本県及び益城町における条例等

○事業主体

・益城町の要請を受け都市再生機構が住宅等を建設し、町に譲渡

Ｃ. 建物概要

住居・施設の種類・規模・戸数

1. 建物計画

ａ：公営住宅

① RC 造

② 2棟

北棟：5 階建 10 スパン 1 棟（計画床面積：約 4,200 ㎡）

南棟：5 階建 9 スパン 1 棟（計画床面積：約 3,800 ㎡）

③ 住戸数：93 戸（北棟：49 戸 南棟：44 戸）

④ 住宅タイプ（専用面積）：

北棟：2DK（約 52 ㎡/戸）15 戸、2LDK（約 60 ㎡/戸）20 戸、3LDK（約 74 ㎡/戸）

14 戸  合計 49 戸

南棟：2DK（約 52 ㎡/戸）10 戸、2LDK（約 60 ㎡/戸）20 戸、

3LDK（約 74 ㎡/戸）14 戸  合計 44 戸ｂ：付帯施設

① 駐車場：住戸数 131％

② 自転車置場：住戸数 200％

③ ゴミ置場、プロパン庫

④ 受水槽ポンプ室

⑤ 集会所



- 2 -

その他

① 主要構造部は十分な耐震性・耐久性を有するものとすると共に、防災及び居住者等の安全

確保・快適性、メンテナンスの容易性及び経済性に配慮した設計とする。

② 基本・実施設計に際しては、「熊本県災害公営住宅等整備理念」に規定される「熊本

県災害公営住宅等整備指針」第 12 に基づき、「学識経験者等の助言」を受けること。

③ 「あんしん」 と「あたたかさ」、そして「ふれあい」のある住宅環境の整備の一貫として、

居住者間や地域住民とのコミュニティの醸成を図るために肝要な施設となるよう配慮する

こと。また、シンプルで洗練された計画とし、華美過剰な検討に固執することなく、事業

スケジュール（スピード）感とコストバランス感覚を優先して計画すること。

建物の特徴（生活形態・基本性能・棟構成・構造等）

・基本性能、住宅性能水準は「益城町災害公営住宅等設計標準」による。

建物形態

・地域特性に即した景観創出を図る。

Ｄ.目標工事費

・「平成 29 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について（平成 29 年 3 月 31 日

国住備第 477 号,国住整第 45 号,国住市第 130 号,国土交通事務次官通知）」を参照すること。

・コスト低減に十分に配慮した計画とする。

Ｅ.法令等の遵守

以下の法令及び条例等の関係諸法規を遵守する。

① 公営住宅等整備基準

② 建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則

③ 消防法、消防法施行令、消防法施行規則

④ 電気事業法及び電気設備に関する技術基準を定める省令

⑤ 益城町災害公営住宅等設計標準

⑥ 熊本県災害公営住宅等整備指針運用基準

⑦ 熊本県建築基準法関係条例

⑧ 都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き（平成 28 年 9 月）

⑨ 熊本県地下水保全条例

⑩ 熊本県やさしいまちづくり条例

⑪ 益城町関係条例等

⑫ その他

Ｆ.設計資料

設計資料は、原則として以下のものとする。ただし、以下の資料のほか、設計において必要な資

料も併せて使用する場合がある。また、以下の資料において、改定が行われた場合は、設計時にお

ける最新の版を使用するものとする。なお、これらの適用にあたっては機構担当者の指示による。

① 敷地測量図

② 設計計画図書（基本検討成果物）

③ 地盤調査資料

④ 電気設備設計指針（平成 28 年度版）

⑤ 機械設備設計指針（平成 28 年９月版）

⑥ 公共住宅建設工事共通仕様書（平成 28年度版）（機材の品質・性能基準及び都市再生機構

工事特記基準（平成 29 年 7 月版 総則編・建築編・電気編・機械編）含む）

⑦ 機構住宅標準詳細設計図集（第２版）（「正誤表(平成 23 年 4月 1日付)及び「平成 24年構

造改訂版」を含む、なお、「平成 24 年構造改訂版」は、機構ホームページにてダウンロー

ド可能。[http://www.ur-net.go.jp/architec/information/info.html]）

⑧ 各種標準詳細図集

⑨ 日本建築学会構造設計基準

⑩ 公共住宅建築工事積算基準（平成 29 年度版）（都市再生機構建築工事積算特記基準（平成

29 年 7 月版）含む）

⑪ 公共住宅電気設備工事積算基準（平成 29 年度版）（都市再生機構電気設備工事積算特記基
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準（平成 29 年 7 月版）含む）

⑫ 公共住宅機械設備工事積算基準（平成 29 年度版）（都市再生機構機械設備工事積算特記基

準（平成 29 年 7 月版）含む）

⑬ 公共建築工事標準仕様書（平成 28年度版）

⑭ ガス機器の設置基準及び実務指針（第 7版）

⑮ 日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説（最新版）

⑯ UR 都市機構基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（平成 28 年度版）

⑰ UR 都市機構設計業務等共通仕様書（案）（H23 年 10 月版）（土木版）

⑱ UR 都市機構造園設計業務等共通仕様書（案）（平成 23年 6月版）

⑲ UR 都市機構土木工事標準設計図集（平成 24 年版）

⑳ UR 都市機構造園工事標準設計図集（平成 24 年版）

21 UR 都市機構工事工種体系ツリー図（平成 29 年 11月）

22 UR 都市機構土木・造園工事積算要領（平成 29 年度）

23 建築工事標準仕様書・同解説

24 その他

Ｇ.業務内容

1)当初業務 契約締結の翌日から平成30年12月20日まで

業務名称  益城町広安馬水地区災害公営住宅基本設計等業務(基本・実施設

計、積算)

業務内容 災害公営住宅建設に係る建築、電気設備、機械設備、土木、造

園の基本設計・実施設計（目標工事費算定設計）・積算、許認

可等に関する行政協議資料等の作成

内工期

一次指定部分：契約締結の翌日から平成30年10月20日まで

建築、電気設備、機械設備、土木、造園の基本設計、実施

設計（目標工事費算定設計）完了

2)契約予定業務 契約締結の翌日(平成30年12月予定)から平成32年7月31日まで

業務名称 益城町広安馬水地区災害公営住宅基本設計等業務（補助金関連資料作成）

業務内容 補助金関連資料の作成業務

2 業務内容

①当初業務

  1）基本設計に関する業務

建築主からの提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と

空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品

質、建築物の内外の意匠等を検討し、成果図書を作成するために必要な次の業務をいう。

項目 業務内容

(1)設計条件等の整理 (i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示され

るさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として

整理する。

(ii)設計条件の変

更等の場合の協議

建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは

不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整

理した設計条件に変更がある場合においては、建築

主に説明を求める又は建築主と協議する。

(2)法令上の諸条件の

調査及び関係機関と

の打合せ

(i)法令上の諸条

件の調査

基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法

令及び条例上の制約条件を調査する。

(ii)計画通知に係

る関係機関との打

合せ

基本設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必

要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。

(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状

況の調査及び関係機関との打合せ

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、

ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に

応じて関係機関との打合せを行う。
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(4)基本設計方針の策

定

(i) 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を

通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に

検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。

(ii)基本設計方針

の策定及び建築主

への説明

総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、

建築主に対して説明する。

(5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設

計図書を作成する。

(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該

基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を

概算し、工事費概算書（工事費内訳明細書、数量調

書等を除く。以下同じ）を作成する。

(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容

や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の

意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了

した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、

建築主に対して設計意図（当該設計に係る設計者の

考えをいう。以下同じ）及び基本設計内容の総合的

な説明を行う。
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2）実施設計（目標工事費算定設計）

工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことがで

きるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に

具体化し、成果図書を作成するために必要な次の業務をいう。

3)建築（意匠・構造・機械設備・電気設備・土木・造園）積算

A 数量積算業務

B 積算内訳明細書(金入り)作成業務

C 見積徴集及び見積比較表の作成等業務

D 一位代価(案)作成業務

E プレチェックシート作成業務（基礎情報・特定資材数量のみ）

F チェック＆データシート作成業務

項目 業務内容

(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等

の確認

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を

再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。

(ii)設計条件の変更

等の場合の協議

基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求

等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条

件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変

更する必要がある場合においては、建築主と協議する。

(2)法令上の諸条件の

調査及び関係機関と

の打合せ

(i)法令上の諸条件

の調査

建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件につい

て、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。

(ii)計画通知に係る

関係機関との打合せ

実施設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事

項について関係機関と事前に打合せを行う。

(3)実施設計方針の策

定

(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について

検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。

(ii)実施設計のため

の基本事項の確定

基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協

議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の

結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整

理し、実施設計のための基本事項を確定する。

(iii)実施設計方針

の策定及び建築主へ

の説明

総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設

計方針を策定し、建築主に説明する。

(4)実施設計図書の作

成

(i)実施設計図書の

作成

実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、

予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。

なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき

建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備

機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関

する情報（後方、工事監理の方法、施工管理の方法等）を

具体的に表現する。

(ii)計画通知図書の

作成

関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、

必要な計画通知図書を作成する。

(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設

計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事

費概算書を作成する。

(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進

捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認

する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、

実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図

及び実施設計内容の総合的な説明を行う。
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4）その他の業務

        □委託する場合は、「○」を付ける。

○ 住戸日照時間表の作成

計画通知又は建築確認申請手続業務（申請費用を含む）

設計性能評価の作成及び申請手続き業務（申請費用を含む）

基準法第 86条第 1項申請に関する事前協議資料等の作成、申請

図書作成、申請手続き

○ 景観検討

○ 色彩計画書（外壁、共用部（エントランス、共用廊下、コミュ

ニティスペース）、専用部（住戸）、屋外、集会場

○ パースの作成（３カット程度）

○ 模型の製作

○ プレゼンテーション資料の作成、デザイン詳細図

○ コンセプト資料、設計意図等説明資料の作成

振動解析

○ 補助金申請図面及び内訳書の作成(実施設計時及び完成時)

省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続業務

リサイクル計画書の作成

○ 積算見積り業務補助

○ テレビ電波受信障害シュミレーション図作成（日本 CATV 技術協

会書式によること）

○ 構造設計のチェック業務

○ 概略工事工程表の作成

○ 工事車両ルート・進入路等、仮設計画の検討

雑工作物設計

除却等設計

開発協議図書作成（土地境界確定図、公図、権利者同意書等開

発協議に必要な図面等の編集、製本）

申請図書作成(緑化)

○ 各種技術資料の収集

○ 地元説明資料の作成

○ 募集パンフレット用の住戸プランの作成

(5) 設計意図伝達業務

（イ）業務の目的

本業務は、建築基準法に定める設計者として対象工事に係る設計意図について、工事請負契約

の請負者、工事請負契約者の規定により定められた現場代理人（以下「請負者等」という。）、対

象工事に係る工事監理業務の受注者(以下｢工事監理業務受注者｣という。)及び監督職員（対象工

事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括

監督員、主任監督員、監督員を総称していう。以下、同じ。）等に伝えるものである。

（ロ）業務の内容及び範囲

（1）本業務の管理技術者等は、請負者等による施工の体制等や資機材メーカー等の決定を受けて、

設計意図を請負者等、工事監理業務受注者及び監督職員に正確に伝えるとともに、対象工事の

図面及び仕様書等(以下｢設計図書｣という。)に示された設計意図を実現させ、かつ、設計図書

に基づいた工事施工を行うために調査職員に協力し、（2）に掲げる業務を行うものとする。

（2）業務の範囲

業務の範囲は、次のとおりとする。

1）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等に係る業務で以下のもの

①施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成

（主なもの）

・外装デザイン仕上説明図・詳細図（タイル割付図等各工種）

・内装デザイン仕上げ説明図・詳細図（各室、共用部）

・設備機器等の取合い説明図・詳細図

②設計意図の伝達に係る次の施工図等の確認(契約変更が必要な設計変更を伴うものは除

く)
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イ 請負者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要が

ある製作図、施工図等

（主なもの）

・金属工事等の製作図

・建具工事等の製作図

・造作家具等の製作図

・システムキッチンの製作図

・住宅プロット図

ロ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工図等の詳細が定まらなければ、設計意図の

伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等

（主なもの）

・鉄筋施工図（杭頭補強筋と地中梁主筋の納まりを含む）

・鉄骨制作図（SRC 造の鉄骨と鉄筋の納まりを含む）

・躯体スリーブ位置図

ハ その他、発注者が必要と判断した施工図等

（主なもの）

・国住指第 1332 号「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対

応方法があらかじめ検討されている場合」を適用し軽微な変更をする場合の納まり

図

・設備機器の選定に係る性能・能力等の確認

③設計内容に関する質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)の内容に関する検討及び

検討結果の報告（変更行為が生じた場合の法的な取り扱いの判定（予め検討、軽微な変更、

計画変更）を含む）は別紙－１による。

2）その他の業務で以下のもの

①色彩等計画書の作成

仕上げ材料(設備機材等の仕上げを含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。

・共用部（エントランス、共用廊下、外部、コミュニティスペース 等）

・専用部

②総合定例会議、木軸検討会、仕上検討会等への出席及び検討事項に対する対応策の提案

・総合定例会議（工事期間中計 10 回程度）

・木軸検討会、仕上検討会（それぞれ１回）

③官庁検査立会いに係る業務

・主事検査（中間検査含む）及び消防検査

（ハ）業務の実施

(1)一般事項

1)監理技術者は、調査職員の指示により意図伝達業務の重点項目一覧表を作成し機構担当者の

承諾を受ける。

2)管理技術者は、（ロ）に挙げる業務を処理した場合は、その都度その概要を機構担当者に報

告する。

（2)本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、工事監理業務受

注者及び監督職員と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。ただし、当該内

容確認等を行った場合は、その結果について遅滞なく機構担当者に報告し必要な指示を受け

る。

（3)本業務の履行にあたり、請負者等や工事監理業務受注者との設計内容に関する内容確認等を、

機構担当者及び監督職員の承諾を得て直接行うことができる。ただし、当該内容確認等にお

いて、請負者等及び工事監理業務受注者に対して、如何なる方法によるを問わず指示その他

の命令及び決定を行ってはならない。

（4)本業務の管理技術者等は、監督職員の承諾を得て、（ロ）（2）1）②に示す施工図等以外の施

工図等の確認を行うことができる。ただし、施工図等の確認において、設計図書との不整合

を発見した場合には、監督職員に遅滞なく報告しなければならない。また、施工図等に関し

て意見を述べる必要がある場合には、機構担当者に対し意見を述べなければならない。

（5)本業務の実施は宇城市と当機構との譲渡契約が締結(平成30年7月を予定)されることを条件

とする。
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3 特記事項

1）契約の保証

(1) 落札者は、建築設計業務請負契約書案（条文Ｂ）提出とともに、以下①から④のいずれかの書類

を提出しなければならない。

    ① 契約保証金に係る契約保証金収納報告票・提出書

   〔注〕イ 契約保証金収納報告票・提出書は、「収納金取扱銀行等」に契約保証金の金額に相当

する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

      ロ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約

担当課の指示に従うこと。

      ハ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、建築設計

業務請負契約書第43条第３項の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が契

約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

      ニ 請負者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の払戻し

を求める旨の契約保証金払戻請求書を提出すること。なお、払戻しする契約保証金に

は、利息を付けないものとする。

    ② 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書

   〔注〕イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受け入れ、預かり

金及び金利等の取り締まりに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する

金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、

労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、

水産業協同組合若しくはその他の受け入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又

は公共工事の前払保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規

定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。

      ロ 保証書の宛名の欄には、「（支社長の氏名を記載すること。）」と記載するように申し

込むこと。

      ハ 保証債務の内容は建築設計業務請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払

いであること。

      ニ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される

業務名が記載されるように申し込むこと。

      ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。

      へ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。

      卜 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとする。

      チ 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場

合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。

      リ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機関等から支払わ

れた保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項の規定により機構に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

      ヌ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当課から保証書の

返還を受け、銀行等に返還するものとする。

    ③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

   〔注〕イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する

保証である。

      ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「（支社長の氏名を記載すること。）」と記載

するように申し込むこと。

      ハ 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載され

る業務名が記載されるように申し込むこと。

      ニ 保証金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とすること。

      ホ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。

      へ 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場

合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。

      卜 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われ

た保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項の規定により機構に帰属する。な

お、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

    ④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

   〔注〕イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で
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ある。

      ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

      ハ 保険証券の宛名の欄には、「（支社長の氏名を記載すること。）」と記載するように申

し込むこと。

      ニ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される

業務名が記載されるように申し込むこと。

      ホ 保険金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とすること。

      ヘ 保険期間は、履行期間を含むものとすること。

      卜 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の

指示に従うこと。

      チ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われ

た保険金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項の規定により機構に帰属する。な

お、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

  (2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいも

のとする。

    ①建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約である場合

    ②一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと機構が認める

建築設計業務請負契約である場合

2）業務工程表等の提出

請負者は、契約締結後、速やかに以下の書類を作成し、機構担当者の承認を受ける。また、記載

内容に変更が生じた場合には、速やかに報告し機構担当者の承認を得なければならない。

① 業務工程表

② 担当技術者一覧表及び技術者が保有する資格証の写し

3）管理技術者等

建築設計業務請負契約書第 15 条に規定する管理技術者の届けは様式-1 による。また、業務を行う

にあたり、下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を職種ごとに配員すること。

なお、管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任しないことと

する。但し、土木・造園は兼任できるものとする。

職 種 必要資格

管理技術者 一級建築士

建築意匠 一級建築士

建築構造 構造設計一級建築士

建築積算 一級建築士又は建築積算士

電気設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士（電気･電子）、建築設備士

機械設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士

土木設計・積算 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、ＲＣＣＭ、一級

建築士

造園設計・積算 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、ＲＣＣＭ、一級

建築士

4）現地調査及び関係官庁との協議

①設計の着手にあたっては、事前に設計対象敷地及び周辺の現況を充分調査する。

②請負者は、設計の実施に必要となる関係官庁等への事前協議、及び必要な諸手続きを遅延なく

行うものとする。

③請負者は、上記の関係官庁等と打ち合わせを行ったときは、その内容を記録して機構担当者へ

速やかに提出する。

5）関連設計

当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って作業する。

6）協議及び設計記録の整備

設計の各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは機構担当者と充分

協議の上、確認を受ける。また、協議内容については、その都度、設計記録を整備し、機構担当

者に提出する。

7）提出図書の様式等

提出図書は機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提

出する。また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印
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する。

編集、構成、文字及び寸法等の要領は機構担当者の指示による。

上記の内容に加え、図面及び構造計算書、設計計算書については、デジタルデータによる納品

を行う。データのファイル形式については、別途機構担当者と打合せの上、決定する。記録媒体

は CD-R 等に記録しラベルに押印することとする。

成果物は「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

適合する物品を使用すること。

なお、提出されたデータは、対象施設に係る工事の請負者等に貸与し、対象工事における実施

設計図、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。

8）契約完了後の義務

契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。なお、今後の設計に参考と

なる意見があれば提出する。

なお、かし担保に関しては、建築設計業務請負契約書第 41 条第 1 項から第 6 項による。

9）疑義

本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、機構担当者と協議する。

10）設計完了手続き

設計完了後に次の書類を 3 部提出する。①完成届 ②納品書 ③引渡書 ④請求書

11）履行報告

建築設計業務請負契約書第 17条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて

報告しなければならない。

報告を求める時点と具体の報告時期は、以下を想定している。ただし、機構担当者と協議を行い、

報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。

報告時点 報告時期 提出する成果物

随 時

○ 設計完了時 基本設計・実施設計図書

○ 積算開始時

○
専門業者への見積り依頼項目リスト作成

完了時

見積り依頼項目リスト

計画通知時 申請図書、協議報告書

設計住宅性能評価時 申請図書、協議報告書

○ その他（適宜）

12）貸与品等

建築設計業務請負契約書第 18条に規定する貸与品等は次のものとする。

貸与品等の品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等

内訳作成ｼｽﾃﾑ 1 九州支社又は

東日本賃貸住宅本部
請負契約締結後 各担当調査職員の指示

による

敷地測量図 1 九州支社又は

東日本賃貸住宅本部
請負契約締結後 建築担当調査職員の指

示による

地盤調査資料 1 九州支社又は

東日本賃貸住宅本部
請負契約締結後 建築担当調査職員の指

示による

13）再委託等

(1)再委託等の取扱いについては、次の例のとおりとする。

基 本 設 計 実 施 設 計

再委託不可の

内容

①企画・構想立案のマネジメント

②設計の中核となる図面の作成

③打合せ及び内容説明

①設計の総合調整マネジメント

②設計の中核となる図面の作成

③打合せ及び内容説明

あらかじめ承

諾を得て再委

託できる業務

※１

一部専門分野の業務

［例］

・積算 ・電気

・機械 ・土木

・造園 ・構造 など

一部専門分野の業務

［例］

・積算 ・電気

・機械 ・土木

・造園 ・構造 など

特に承諾を要

しない業務

補助的な業務（軽微なもの）

［例］・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務
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・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影

・計算（日影、省エネルギー関係、防災関係）

・データ入力（ＣＡＤ、電算）

  ※１建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項の規定により、一部専門分野の業務（構造設計、

設備設計（積算含む）、建築積算、土木設計（積算含む）、造園設計（積算含む）、診断業務等） を

第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ様式-2 により再委託等願書を

提出し承諾を受けなければならない。なお、再委託等願書の提出にあわせて、以下の資格者及び

実績がわかる書面を提出すること。

①構造設計

イ 一級建築士事務所登録がされており、構造設計一級建築士の資格を有した者がいること。

ロ 過去 10 年間以内に 1 棟又は複数棟からなる 3 階建以上 50 戸以上の機構又は公的機関の

共同住宅、又は業務対象県内において過去 10 年間における 1棟又は複数棟からなる 3階

建以上 50 戸以上の共同住宅又は 4,000 ㎡以上の高齢者施設（老人ホーム、グループハウ

ス等居住のための空間を持つものに限る）の構造設計実績を有していること。

ハ 過去に携わった機構または公的機関の物件において、不適切と判断される設計を行って

いないこと（但し、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね 5年程度を経過した

事務所、または、概ね 5 年程度を経過していなくても業務上の改善が成されたと機構に

て判断した事務所を除く）。

②機械設備設計

イ 設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士のいずれかの資格を有した者がい

ること。

ロ 過去 10 年以内に 1 棟又は複数棟からなる 3 建以上 50 戸以上の機構又は公的機関の共同

住宅、又は業務対象県内において過去 10 年間における 1棟又は複数棟からなる 3階建以

上 50 戸以上の共同住宅又は 4,000 ㎡以上の高齢者施設（老人ホーム、グループハウス等

居住のための空間を持つものに限る）の機械設備設計の実績を有していること。

③電気設備設計

イ 設備設計一級建築士、技術士（電気電子）、建築設備士のいずれかの資格を有した者がい

ること。

ロ 過去 10 年以内に 1 棟又は複数棟からなる 3 階建以上 50 戸以上の機構又は公的機関の共

同住宅、又は業務対象県内において過去 10 年間における 1 棟又は複数棟からなる 3 階建

以上 50 戸以上の共同住宅又は 4,000 ㎡以上の高齢者施設（老人ホーム、グループハウス

等居住のための空間を持つものに限る）の電気設備設計の実績を有していること。

④土木・造園設計

      イ 土木：技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、RCCM、一級建築士のいずれかの資格を

有したものがいること。

造園：技術士（建設部門（都市及び地方計画）又は総合技術監理部門（建設-都市及び地

方計画））、RCCM（都市計画及び地方計画部門、又は造園部門）、一級建築士のいずれかの資

格を有したものがいること。

ロ 過去 10 年以内に公共土木設計業務（機構又は公的機関が発注した住宅団地又は施設建築

物に係る道路及び排水設計業務）・公共造園設計業務（機構又は公的機関が発注した住宅

団地又は施設建築物に係る造園基本設計業務及び造園実施設計業務）の実績を有している

こと。

⑤建築積算

イ 一級建築士又は建築積算士がいること。

ロ 過去 10 年以内に「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく

積算業務の元請又は下請の実績を有していること。

   なお、再委託しない業務においては、該当する上記の資格について、受注者において資格者を保

有している必要がある。

14）設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等

   本業務（建築物の工事実施ために必要な図面（施工図を除く）及び仕様書の作成）の請負者は、

建築士法（昭和 26 年法律第 178 号）第 24 条の 6第 3 号に記載のある「設計等の業務に関し生じ

た損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じるこ

と。その場合は、設計業務請負契約第 48 条に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わる

ものを機構に提出すること。
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15）知的所有権等の取扱い

  (1)既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさない

ように努めるものとする。

  (2)本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取扱いについては、機構との協議

により決定する。

16）重要な情報等に関する取扱いについて

   請負者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関する「重要な情報及び個人情報保護に関する特

約条項」を、「建築設計業務請負契約書」と併せて、同日付で締結するものとする。なお、重要

な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第 2条の重要な情報とは、以下のものを想定してい

る。

(1)ＵＲ都市機構が提供する当該業務に関する資料

17）法申請（共通）

(1) 建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。

(2) 申請図書は、一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建

築士が記名・押印を行い作成する。

(3) 申請に関する補助（様式への記入補助、提出補助等）を行う。

(4) 申請図書は申請に支障のない時期までに完成させる。行政庁等からの指摘に対しては速やかに

対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて機構に提出する

こと。

(5) 請負者は基準法その他関係法令に定める「設計者」となるものとする。

(6) 基準法その他関連法令等に係る設備申請図書（一級建築士事務所登録の設計事務所として、当

該事務所に登録されている一級建築士が記名・押印）を作成する。

(7) 建築士法に規定する一定の建築物の設備設計図書にあたっては、設備設計一級建築士の関与が

義務付けられているため、関与（設計あるいは法的合確認）した者が設備設計一級建築士であ

る旨の表示をして記名・押印を行うこと。

(8) 建築基準法第 20 条第 1号又は第 2 号に掲げる建築物に関して、建築基準法施行令第 129 条の 2

の4に規定される建築設備の設計にあたっては構造設計一級建築士による法適合の確認を実施

すること。

18）構造設計関係

(1) 「構造設計実績等概要書」（様式 3）を、構造設計の再委託の有無に関わらず提出する。

(2) 建築士法第 3 条第 1 項に規定する建築物のうち建築基準法第 20 条第 1 号又は第 2 号に掲げる

建築物の構造設計を行う場合は、構造設計一級建築士が 1 名以上所属している一級建築士事務

所であることが必要であり、構造設計一級建築士が自ら構造設計を行うか、又は法適合確認を

行うこと。

(3) 当該業務担当者以外の構造設計者 2名以上が、機構が提示するチェックリストを使用して、各々

チェック（ダブルチェック）を実施し、それぞれ（2 名以上）のチェック結果（記入済みのチ

ェックリスト）について、各チェック実施者が記名押印のうえ、機構構造担当者に提出するこ

と。また、ダブルチェックと同時に構造図面と構造計算書それぞれの内容照合並びに構造図と

構造計算書の整合確認も実施し、その作業報告書を機構へ提出すること。

(4) 構造計算プログラムへの入力データ及び出力データを提出すること。また、構造計算プログラ

ム以外で電子計算機等を利用して計算した部分については、その部分の計算内容及び結果が分

かる電子データを合わせて提出すること。

(5) 構造計算に係る成果物として、下記①～③を機構構造担当者に提出すること。

①構造計算書の表紙に、構造設計事務所名、構造設計者名及び捺印した製本を 1部

②記入済みの判定チェックリスト（記名押印済みのもの）、構造計算書の原紙を保存ケースに

入れたものを１部

③上記②の対象となるものの PDF データ、及び、構造計算に用いた入力データ・出力データ・

他の電子データを CD-R に保存したものを 1 部

(6) 国住指第 1332 号における「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応

方法があらかじめ検討されている場合」を考慮した設計を行うこと。詳細については機構構造

担当者との打合せにより決定することとする。

(7) 構造設計に係る会議への対応

構造設計概要、具体の設計・検討内容の適正等について、機構東日本賃貸住宅本部設計部での

内部説明またはこれに類する会議（物件ごとの付議３回程度、会議用資料一式の作成、出席、

質疑応答対応を含むものとする）に対応すること。
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19) 業務成績評定

   本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定（業務評定点及び

管理技術者評定点）を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に

価格以外の評価項目として使用する場合がある。

20) 公共建築設計者情報システム（PUBDIS）への登録

   請負者は、本業務について、業務完了後 10 日以内に、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）

の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、機構担当職員の確認を受けた後に、（社）公共建築協

会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、機構担当者の署名

及び捺印を受けること。

   また、（社）公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを機構担当職員に提出しなけ

ればならない。

なお、登録については、（社）公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、

（社）公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム（PUBDIS）」

（http://www.pbaweb.jp/pubdis）等より確認すること

21）届出等チェックリストの作成

請負者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて別紙－２「届出等

チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記

入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「－」印を記入の上、

設計図書等と併せ、成果品として提出すること

なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。

22）かし等に関する事項

請負者は、成果品の引渡しにあたり、「建築設計業務請負契約書」第 41 条に規定するかし担保に

関する「かし」処理担当者を定め、（様式４）により機構に通知しなければならない。

23）暴力団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)により警察に通報するとともに、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発注者に報告すること。

  (3)暴力団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。

24）部分払い

業務完了前に、出来形部分払表に基づき、部分払を請求することができる。出来高の実績につい

ては、４．提出する設計図書等および記載内容にある提出図書をもって出来高とする。部分払請求

時には①部分払検査願②部分払請求書を各 3部提出とする。

４.提出する設計図書および記載内容

(1) 意匠設計

A．基本設計

設計図書の種類 成果図書 備考

総合 （ア）計画説明書

（イ）仕様概要書

（ウ）仕上概要表

（エ）面積表及び求積図

（オ）敷地案内図

（カ）配置図

（キ）平面図（各階）

（ク）断面図

（ケ）立面図

（コ）工事費概算書

※「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。

※「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
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B．実施設計（目標工事費算定用図面）

設計図書の種類 成果図書 備考

総合 (ア) 建築物概要書

(イ) 仕様書

(ウ) 仕上表

(エ) 面積表及び求積図

(オ) 敷地案内図

(カ) 配置図

(キ) 平面図（各階）

(ク) 断面図

(ケ) 立面図（各面）

(コ) 矩計図

(サ) 展開図

(シ) 天井伏図（各階）

(ス) 平面詳細図

(セ) 部分詳細図

(ソ) 建具表

(タ) 工事費概算表

(チ) 各種計算書

(ツ) その他計画通知に必要な図書

機構法面積・公営住宅面

積表

住棟構成図

すべてのタイプ、畳数、

家具想定

C．その他

設計図書の種類 成果図書 備考

総合 ① 打合せ記録書（関係機関を含む）

② 法令チェックリスト

③ 住戸日照時間表

④ 申請図書（86 条申請）

⑤ 住宅性能評価申請書

⑥ 色彩計画書

⑦ パース

⑧ 模型

⑨ プレゼンテーション資料

⑩ コンセプト資料

⑪ 設計意図等説明資料

⑫ 補助金申請用図面

⑬ プロット図（意匠、構造（補強筋納ま

り含む）、機械設備、電気設備図の総

合プロット図）

⑭ その他（2業務内容に対応した成果物）

※総合とは、建築の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を

いう。

※作成図書は、調査職員との協議により決定する。

(2) 構造設計

設計の種類 成果図書 備考

Ａ 基本設計

構 造

①構造計画説明書

②構造設計概要書 仮定断面図、基礎の比較検討、略図、架構図を含む

③工事費概算書 基礎コスト比較を含む

Ｂ 実施設計（目標工事費算定用図面）

構 造

①仕様書 ボーリング柱状図を含む(位置図を含む。調査業者名を記

載。各柱状図に基礎姿図を記載)

②構造基準図 必要に応じて作成する

③伏図(各階) 柱、はり芯線図を含む

杭伏図、基礎伏図を含む
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④軸組図 主要な通りはすべて表記する

鉄骨軸組図(鉄骨がある場合)

⑤部材断面表 杭断面リスト、基礎断面リスト(基礎構造に応じて作成す

る)

基礎梁、基礎小梁リスト(杭が偏心した場合の補強要領を

含む)

柱断面リスト(方向、ｷｰﾌﾟﾗﾝを合わせて記載)

梁断面リスト(ｷｰﾌﾟﾗﾝを合わせて記載。大梁・小梁を分け

て表記。)

壁リスト(耐力壁、非耐力壁、開口補強等を含む)

スラブリスト(ボイドスラブリストを含む) 等

⑥部分詳細図 基礎配筋詳細図(杭の接合部配筋詳細等を含む)

架構配筋詳細図

階段配筋詳細図

鉄筋収まり図(各職種（意匠、機械、電気等）の納まりを

踏まえ作成のこと)

スリーブ伏図、スリーブ補強リスト（各職種（意匠、機械

電気等）の納まりを踏まえ作成のこと）

鉄骨柱・梁詳細図(鉄骨がある場合)

鉄骨架構詳細図(鉄骨がある場合)

雑配筋詳細図(EV シャフト、エントランス等を含む) 等

⑦構造計算書 構造計算概要書、１次設計、２次設計、特殊基礎設計等を

含む

⑧工事費概算書 基礎工事費を含む

⑨その他計画通知

に必要な図書

必要に応じて作成する

※構造計算に係る成果物として、下記①～③を機構構造担当者に提出すること。

① 構造計算書の表紙に構造設計事務所名、構造設計者名及び捺印した製本を 1 部

② 記入済みの判定チェックリスト（記名押印済みのもの）、構造計算書及び、申請における行

政庁及び構造計算適合性判定機関等（事前協議を行った場合）からの指摘に対する説明資

料等関連書類の原紙を保存ケースに入れたものを１部

③ 上記②の対象となるものの PDF データ、及び、構造計算に用いた入力データ・出力データ・

他の電子データを CD-R に保存したものを 1 部

※「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。

※「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。

(3) 建築（意匠・構造・機械設備・電気設備・土木・造園）積算

積算数量計算書

積算内訳明細書（金入り）

見積ﾘｽﾄ、徴集した見積原本、見積比較表（案）

代価計算書(案)

ﾌﾟﾚﾁｪｯｸｼｰﾄ作成業務（基礎情報・特定資材数量のみ）その他関連資料

チェック＆データシート

積算書の様式等

A 積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なもの

B 積算内訳明細書は A4 とし、機構所定の様式（機構作成ｼｽﾃﾑを使用したものを標準）とする。ま

た、用途区分、所有区分等に対応したものとする。

C 積算数量計算書は、積算事務所名、積算士登録番号、建築積算資格者名を記載押印する。

D 提出する書類は A4 縦を原則とする。

E 内訳書作成にあたっては、補助金申請用の様式に対応するように機構担当者と協議をする

とともに、補助金申請用の資料作成の補助を行うこととする。

F 機械設備・電気設備の積算内訳書は、機構所定の内訳作成システム等を使用すること。
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(4）機械設備設計

設計の種類 成果図書 備考

Ａ 基本設計

（ⅰ）給排水衛生設備 ① 給排水衛生設備計画説明書

② 給排水衛生設備設計概要書

③ 工事費概算書

④ 各種技術資料

「各種技術資料」に

は、必要な設備の選

定に係る比較検討

資料（維持管理上の

検討含む）、設計計

算書、官庁等の打ち

合わせ記録を含む

（ⅱ）空調換気設備 ① 空調換気設備計画説明書

② 空調換気設備設計概要書

③ 工事費概算書

④ 各種技術資料

（ⅲ）昇降機等 ① 昇降機等計画説明書

② 昇降機等設計概要書

③ 工事費概算書

④ 各種技術資料

Ｂ 実施設計

（ⅰ）給排水衛生設備 ① 仕様書

② 敷地案内図

③ 配置図

④ 給排水衛生設備配管系統図

⑤ 給排水衛生設備配管平面図（各階）

⑥ 消火設備系統図

⑦ 消火設備平面図（各階）

⑧ 排水処理設備図

⑨ その他設置設備設計図

⑩ 部分詳細図

⑪ 屋外設備図

⑫ 工事費概算書

⑬ 各種計算書

⑭ その他計画通知に必要な図書

（ⅱ）空調換気設備 ① 仕様書

② 敷地案内図

③ 配置図

④ 空調設備系統図

⑤ 空調設備平面図（各階）

⑥ 換気設備系統図

⑦ 換気設備平面図（各階）

⑧ その他設置設備設計図

⑨ 部分詳細図

⑩ 屋外設備図

⑪ 工事費概算書

⑫ 各種計算書

⑬ その他計画通知に必要な図書

（ⅲ）昇降機等 ① 仕様書

② 敷地案内図

③ 配置図

④ 昇降機等平面図

⑤ 昇降機等断面図

⑥ 部分詳細図
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⑦ 工事費概算書

⑧ 各種計算書

⑨ その他計画通知に必要な図書

※「計画概要書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。

※「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。

(5)電気設備設計   

設 計 の 種 類 成果図書 備考

Ａ 基本設計

（ⅰ）電気設備 ① 電気設備計画説明書
② 電気設備設計概要書
③ 工事費概要書
④ 各種技術資料

「各種技術資料」
には、必要な設備
の選定に係る比較
検討資料（維持管
理上の検討含む）、
設計計算書、官庁
等の打ち合わせ記
録を含む

Ｂ 実施設計

（ⅰ）電気設備 ① 仕様書
② 敷地案内図
③ 配置図
④ 受変電設備図
⑤ 非常電源設備
⑥ 幹線系統図
⑦ 電灯、コンセント設備平面図（各階）
⑧ 動力設備平面図（各階）
⑨ 通信・情報設備系統図
⑩ 通信・情報設備平面図（各階）
⑪ 火災報知設備系統図
⑫ 火災報知設備平面図（各階）
⑬ 屋外設備図
⑭ 工事費概算書
⑮ 各種計算書
⑯ その他計画通知等に必要な図書

Ｃ その他 テレビ電波受信障害シミュレーション図（日本
CATV 技術協会書式によること）

※「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。

※「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。

(6)土木設計

設 計 設   計   図   書 概         要

共通 ① 表紙

② 特記仕様書

③ 数量表

④ 案内図

⑤ 基本設計説明書

Ａ 基本設計
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設 計 設   計   図   書 概         要

道路工事 ① 道路平面図

② 道路縦断面

③ 道路横断面

④ 標準断面図

⑤ 主要構造物図

⑥ 基本設計説明書

⑦ 数量計算書

排水工事 ① 排水区割図

② 排水系統図

③ 排水平面図

④ 排水縦断図

⑤ 主要構造物図

⑥ 水理計算書

⑦ 流出抑制計画書

⑧ 基本設計説明書

⑨ 数量計算書

Ｂ 実施設計

道路工事 ① 平面図

② 縦断図

③ 横断図

④ 詳細図

⑤ 標準断面図

⑥ 切り下げ切り開き詳細図

⑦ 地下埋設物標準断面図

⑧ 設計計算書

⑨ 数量計算書

排水工事 ① 排水区割平面図

② 排水系統図

③ 排水平面図

④ 排水縦断図

⑤ 排水構造図

⑥ その他詳細図等

⑦ 水理計算書

⑧ 設計計算書

⑨ 数量計算書

平面駐車場工事

（基本設計・実施設計共通）

① 平面図

② 詳細図

③ 標準断面図

④ 数量計算書

その他 ① その他雑工作物工事図面

② 公共施設管理者協議図面

③ 開発協議図書

④ 各管理者協議図書

(7)造園設計

設 計 の 種 類 成果図書 備考

○Ａ 基本設計

（ⅰ）造園 ① 協議図書(開発、団地屋外)
② 申請図書(緑化)
③ 各種引継図書
④ 基本設計説明書
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○Ｂ 実施設計

（ⅰ）造園 ① 表紙、図面目録
② 特記仕様書
③ 総括数量表
④ 全体計画平面図
⑤ 工区割図
⑥ 地割寸法図
⑦ 造成平面図
⑧ 施設平面図
⑨ 排水平面図
⑩ 植栽平面図
⑪ 詳細図
⑫ 屋外色彩計画図

(8)設計意図伝達業務

A.本業務の成果物の体裁･提出部数等は、下表による。

種別 原図 陽画焼き 備考

成

果

物

説明図及びデザイン詳細図 1 部(A1orA3） 1 部(A3) A4 ファイル折り込み

色彩計画書 1 部(A3) 1 部(A3) A4 ファイル折り込み

施工図確認報告書 1 部(A4) 1 部(A4) A4 ファイル綴じ

確認した施工図共

質疑検討結果報告書 1 部(A4) 1 部(A4) A4 ファイル綴じ

打合せ記録 1 部(A4) 1 部(A4) A4 ファイル綴じ

1）原図類は、ケースに入れて提出する。

2）陽画焼き類は、A4ファイル綴じとする。

3）原図作成に用いた電子データを提出する（データの形式は調査職員の指示による）。

B.成果物の取扱い

提出された CAD データについては、対象施設に係る工事の請負者に貸与し、対象工事における施工

図の作成、対象施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。



- 20 -

様式－1

管  理  技  術  者 通 知 書

平成 年 月 日

独立行政法人都市再生機構九州支社

支社長   ○○ ○○  殿

受注者  住所                       

氏名                    印

平成   年 月  日付け建築設計業務請負契約を締結した次の請負業務について，管理技術者を下記の

とおり決定（変更）したので建築設計業務請負契約書第   条に基づき通知します。

業務名称 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務

記

１ 氏    名                （   年   月  日生）

２  学  歴 （最終学歴を記入）

３ 職     歴   

４ 取 得 資 格         
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様式－2

平成○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九州支社

支社長   ○○ ○○  殿

受注者 住所

氏名 株式会社○○○○

○○ ○○    印

契約名称：益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務

平成○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、契約書第○条第○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、氏名）

〒000-0000 ○○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

（変更の場合は、再委

託の変更理由も記載）

（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する。

（再委託の相手方の選定理由）

○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○

○○○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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        構造設計実績等概要書（１／２）          様式－３

業務名称 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務

□設計事務所（再委託の場合は構造設計事務所）の概要

設計事務所名：

（↑再委託の場合は構造設計事務所名）

一級建築士事務所（   ）知事登録第（       ）号

所在地：

電話番号：

代表者氏名：

一級建築士（   ）登録第（       ）号

機構登録番号：

（登録している場合は記入）

保有資格者数（構造担当者に限る）：一級建築士（  人）、二級建築士（  人）

建築構造士（  人）、その他

構造設計実績
(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)

①

②

③

④

⑤

地上階数 3以上の構造設計実績

(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)

①

②

③

④

⑤

注）・「構造設計実績」及び「地上階数 3 以上の構造設計実績」は、過去 10 年間における実績とし、合

わせて 5 件まで代表的な実績を記載するものとする。

（基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く）
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構造設計実績等概要書（２／２）

□配置する構造設計者の概要

主任技術者 氏名： 年齢：

保有資格及び取得年月日：

経験年数：

構造設計実績 (業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式

等)

①

②

③

担当者 氏名： 年齢：

保有資格及び取得年月日：

経験年数：

構造設計実績 (業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式

等)

①

②

③

注）・「構造設計実績」は、過去 10 年間における実績とし、3件まで代表的な実績を記載するものとする。

（構造の基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く）

                                



別紙-１

No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要と
思われる項目
に「○」、不
要と思われる
項目に「－」
をつける

届出が必要と
思われる項目
について提出
予定日を記入

実際に提出先
に提出した日
付を記入

建築基準法に基づく届
出

仮使用承認申請書 建築基準法第7条の6 特定行政庁 支社長

工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6
消防長、消防署
長

支社長

建築基準法第12条第5項の規
定による報告書

建築基準法第12条 特定行政庁 支社長

建築工事届 建築基準法第15条 知事 支社長

建築物除却届 建築基準法第15条 知事
支社長
施工者

計画通知書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長

計画変更通知 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長

建築主等変更届 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長

設計変更申請書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長

工事完了通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長

工事監理者・工事施工者
変更等届

建築基準法第18条 建築主事 支社長

中間検査申請書（特定工程
工事終了通知書）

建築基準法第18条 建築主事 支社長

追加説明書（計画通知） 建築基準法第18条の3 建築主事 支社長

許可申請書 建築基準法第43条 特定行政庁 支社長 敷地等と道路との関係

許可申請書 建築基準法第44条 特定行政庁 支社長 道路内の建築制限

許可申請書 建築基準法第48条 特定行政庁 支社長 用途地域等

許可申請書 建築基準法第51条 特定行政庁 支社長
卸売市場等の用途に供する特
殊建築物の位置

許可申請書 建築基準法第52条 特定行政庁 支社長 容積率

許可申請書 建築基準法第55条 特定行政庁 支社長
第一種低層住居専用地域又は第
二種低層住居専用地域における
建築物の高さの限度

許可申請書 建築基準法第56条の2 特定行政庁 支社長
日影による中高層の建築物の
高さの制限

許可申請書 建築基準法第59条の2 特定行政庁 支社長
敷地内に広い空地を有する建
築物の容積率等の特例

地区計画容積認定申請 建築基準法第68条の3 市長等 支社長

構造方法等の認定申請書 建築基準法第68条の26 国土交通大臣 支社長

仮設建築物の許可 建築基準法第85条 建築主事 支社長

一団地認定申請書 建築基準法第86条 特定行政庁 支社長

一団地(変更)認定申請書 建築基準法第86条の2 建築主事 支社長

認定取消申請 建築基準法第86条の5 特定行政庁 支社長

既存不適格調書
建築基準法施行規則第
1条の3

建築主事 支社長

建築士法に基づく届出

建築士事務所登録申請書 建築士法第23条 知事 支社長

建築士事務所登録事項変
更届

建築士法第23条 知事 支社長

設計等の業務に関する報告
書

建築士法第24条 知事 支社長

消防法に基づく届出

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあ
たっては、所轄行政庁により異なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法令等に基づく届出等チェックリスト（建築）



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

消防用設備等設置計画書 消防法第17条 消防長 支社長

特定共同住宅等の適用申
請

消防法17条及び消防法
施行令第29条の４

消防長、消防署
長

支社長

消防用設備等(特殊消防用設
備等)設置届出書

消防法第17条の3の2
消防長又は消防
署長

支社長

消防計画書
消防長、消防署
長

支社長

消防設備緩和願い書
消防法に係る総務省令
第40号

消防長、消防署
長

支社長

特殊防火対象物設置届 消防法施行規則第3条 消防長 支社長

消防用設備等の特例基準適
用申請書

消防法第17条
消防長又は消防
署長

支社長

防火対象物工事等計画届
火災予防条例等
（参考:東京都火災予
防条例第56条第1項）

消防長又は消防
署長

防火対象物使用開始届
火災予防条例等
（参考:東京都火災予
防条例第56条の2第1

消防長又は消防
署長

支社長

消防用設備等（特殊消防用
設備等）の集中管理計画届
出書

火災予防条例等
（参考:東京都火災予
防条例第55条の2第2

消防総監 支社長

防災センター評価申請書
東京消防庁通達予予第
180号

東京消防設備保
守協会等

支社長

消防防災システム評価申請
書

東京消防庁通達予予消
防予第148 号

東京消防設備保
守協会等

支社長

都市計画法に基づく届出

開発行為許可申請書 都市計画法第29条 知事 支社長

地区計画の区域内におけ
る行為の届出書

都市計画法第58条の2 市長 支社長

地区計画の区域内における
行為の変更届出書

都市計画法第58条の2 市長 支社長

土地区画整理法に基づく届出

区画整理法第７６条申請 土地区画整理法第76条 市長 支社長

土地区画整理施行地区内
の建築制限

土地区画整理法第76条 知事 支社長

その他法律に基づく届
出

設計住宅性能評価申請書
住宅の品質確保の促進
等に関する法律第6条

登録住宅性能評
価機関

支社長

建設住宅性能評価申請書
住宅の品質確保の促進
等に関する法律第6条

登録住宅性能評
価機関

支社長

変更設計住宅性能評価申
請書

住宅の品質確保の促進
等に関する法律第5条

登録住宅性能評
価機関

支社長

特定建築物の地震に対する
安全性等に関する報告書

建築物の耐震改修の促
進に関する法律施行令
第6条

都道府県知事 支社長

認定建築物の耐震改修に
関する報告書

建築物の耐震改修の促
進に関する法律第10条

都道府県知事 支社長

変更認定申請書
建築物の耐震改修の促
進に関する法律第9条

都道府県知事 支社長

変更認定申請書
高齢者、身体障害者が
円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に

所管行政庁 支社長

計画認定申請書
高齢者、身体障害者が
円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に

所管行政庁 支社長

景観計画区域内における
行為の届出書

景観法第16条
景観行政団体の
長（県知事等）

支社長

景観区域内における行為
の変更届出書

景観法第16条
景観行政団体の
長（県知事等）

支社長

住宅瑕疵担保責任保険申
し込み申請

住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保責
任保険法人

支社長

住宅建設瑕疵担保保証金の
還付を受ける額についての
技術的確認の申請書

特定住宅瑕疵担保責任
の履行の確保等に関す
る法律

工事請負者 支社長

大規模小売店舗新設計画
概要書

大規模小売店舗立地法
第5条

都道府県
支社長、設置
者

認定申請書
長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第5
条

所管行政庁 支社長

高層建築物等予定工事届 電波法第102条の3 総務大臣 支社長

埋蔵文化財発掘の届出に
ついて

文化財保護法第93条、
第94条

教育委員会教育
長

支社長



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

特定建築物省エネルギー
計画届出書

ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化
に関する法律

都道府県知事
所管行政庁

支社長

建設リサイクル法に基づ
く届出書

建設リサイクル法第11
条

都道府県知事 支社長

建設工事に係る再資源化等
に関する法律に基づく通知
書

建設工事に係る再資源
化等に関する法律第11
条

都道府県 支社長

自費工事申請 道路法第24条 区長 支社長

道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長

道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長

道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長

沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長

路外駐車場設置（変更）
届出書

駐車場法第12条 市長 支社長

緑化率適合証明等申請書
都市緑地法施行規則第
25条

市長 支社長

緑化施設適合申請 都市緑地法施行第25条 市長 支社長

河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長

土地占用許可申請書 河川法第24条 河川管理者 支社長

河川の工作物に関する申
請

河川法第26条 河川管理者 支社長

河川区域内における土地の
掘削等の許可申請

河川法第27条 河川管理者 支社長

海岸保全区域占用許可申
請書

海岸法第7条 海岸管理者 支社長

海岸保全区域における施
設(工作物）新設(改築)許
可申請書

海岸法第8条 海岸管理者 支社長

海岸保全区域における掘削
(盛土、切土その他の制限行
為)の許可申請書

海岸法第8条 海岸管理者 支社長

制限表面区域内の建築物 航空法第49条 空港事務所長 支社長

航空障害灯及び昼間障害
標識の設置届出

航空法第51条
航空法施行規則第238
条

国土交通大臣 支社長

港湾区域等の占用又は工事
等の許可の申請

港湾法第37条
当該港湾の区域
を所管する港湾
管理事務所

支社長

工事の着手･完了の届出
港湾区域内における工
事等の規制に関する規
則第5条

当該港湾の区域
を所管する港湾
管理事務所

支社長

土壌汚染状況調査結果報
告書

土壌汚染対策法第3条 市長 支社長

一定の規模以上の土地の形
質の変更届出書

土壌汚染対策法第4条 市長 支社長

特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長

特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長

特定施設の種類及び能力ご
との数、特定施設の使用の
方法変更届出書

振動規制法第8条 市町村長 支社長

振動の防止の方法変更届
出書

振動規制法第8条 市町村長 支社長

氏名等変更届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長

特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長

承継届出書 振動規制法第11条 市町村長 支社長

特定建設作業実施届出書 振動規制法第14条 市町村長 支社長

フレキシブルディスク提
出書

振動規制法施行規則第
10条の2

市町村長 支社長

特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長

特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長

騒音の防止の方法変更届
出書

騒音規制法第8条 市町村長 支社長

氏名等変更届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長

特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長

承継届出書 騒音規制法第11条 市町村長 支社長

特定建設作業実施届出書 騒音規制法第14条 市町村長 支社長

フレキシブルディスク提
出書

騒音規制法施行規則第
11条

市町村長 支社長

行政財産使用(変更)許可
申請書

地方自治法第238条の4 支社長

行政財産使用料減額(免
除)申請書

支社長

固定資産等現状変更工事
実施承認申請書

支社長



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

高層建築物等予定工事届
電波法第102条の3第１
項、電波法による伝搬
障害の防止に関する規

各総合通信局 支社長
伝搬障害防止区域内で３１ｍを
こえる高層建築物を建てる場合

高層建築物等工事計画届

電波法第102条の3第1
項、電波法による伝搬
障害の防止に関する規
則第8条

各総合通信局 支社長

新たに伝搬障害防止区域が指定
された場所で、既に３１ｍをこ
える高層建築物を計画している
場合

高層建築物等変更届

電波法第102条の3第２
項（又は、第102条の3
第6項、第102条の4第2
項）および電波法によ
る伝搬障害の防止に関
する規則第8条

各総合通信局 支社長
に高層建築物等予定工事届等を
提出した建築主等が記載内容を
変更する手続。

伝搬障害の判定のための必
要事項の報告

電波法第102条の3第3
項（又は第102条の3第
6項、第102条の4第3

各総合通信局 支社長
総合通信局等の求めに応じて、
建築主等が伝搬障害の判定のた
めの必要事項について報告

ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の保管及び処分状況等届出
書

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法

都道府県知事
（又は政令市
長）

支社長
PCBの保管のみ
PCBの保管・使用の両方あり

承継届出書

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法
第12条第２項

都道府県知事
（又は政令市
長）

支社長 PCB廃棄物の承継

使用中のPCB製品譲渡し届出
書
使用中のPCB製品譲受け届出

東京都ＰＣＢ（ポリ塩
化ビフェニル）適正管
理指導要綱第９条

都道府県知事
（又は政令市
長）

支社長
使用中のPCB製品の譲渡し・譲受
け

使用中のPCB製品の使用届出
書

東京都ＰＣＢ（ポリ塩
化ビフェニル）適正管
理指導要綱第５条

都道府県知事
（又は政令市
長）

支社長
使用中PCB製品を発見

各種条例に基づく届出

福祉のまちづくり条例
施設新設届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
施設変更届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
設置工事届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
設置工事変更届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
標識交付申請書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
適合証交付請求書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

福祉のまちづくり条例
工事完了届出書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長

紛争予防条例関連
標識設置届

各自治体
中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整

都道府県知事、
市長等

支社長

紛争予防条例関連
計画書

各自治体
中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整

都道府県知事、
市長等

支社長

紛争予防条例関連
説明等報告書

各自治体
中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整

都道府県知事、
市長等

支社長

紛争予防条例関連
意見対応報告書

各自治体
中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整

都道府県知事、
市長等

支社長

防火対象物設置届出書
各自治体火災予防条例
等

消防署長、消防
長

支社長

防火対象物使用開始届出
書

各自治体火災予防条例
等

消防署長、消防
長

支社長

防火対象物工事計画届
各自治体火災予防条例
等

消防署長 支社長
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No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要と
思われる項目
に「○」、不
要と思われる
項目に「－」
をつける

届出が必要と
思われる項目
について提出
予定日を記入

実際に提出
先に提出し
た日付を記
入

1
有線テレビジョン放送施設設置許可申
請書

有線テレビジョン放送法
第3条 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

2 有線テレビジョン放送業務開始届
有線テレビジョン放送法
第12条 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

3
有線テレビジョン放送施設の「施設計
画・使用周波数・施設変更」許可申請
書

有線テレビジョン放送法
第7条第1項 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

4
有線テレビジョン放送施設設置許可申
請書記載事項変更届

有線テレビジョン放送法
第7条第3項 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

5
有線テレビジョン放送業務開始届書記
載事項変更届

有線テレビジョン放送法
第12 条 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

6 有線テレビジョン放送施設廃止届
有線テレビジョン放送法
第11条

各総合通信局 支社長
引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

7 有線テレビジョン放送業務廃止届
有線テレビジョン放送法
第18条 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

8 施設譲渡譲受認可申請書
有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送法第10
条の2第1項 各総合通信局 支社長

引込端子の数が501以上等許
可施設の場合

9
有線テレビジョン放送設備設置及び業
務開始届

有線電気通信法第3条第1
項及び第2項並びに有線テ
レビジョン放送法第12 条

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500ま
での施設（届出施設）の場合

10
有線テレビジョン放送設備設置及び業
務開始届書記載事項変更届

有線電気通信法第3条第3
項及び有線テレビジョン
放送法第12条

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500ま
での施設（届出施設）の場合

11
有線テレビジョン放送設備及び業務廃
止届

有線電気通信法施行規則
第5条及び有線テレビジョ
ン放送法第18条

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500ま
での施設（届出施設）の場合

12 有線電気通信設備設置届
有線電気通信法第3条第1
項及び第2項 各総合通信局 支社長 引込端子の数が50以下の施設

13 有線電気通信設備変更届
有線電気通信法第3条第3
項 各総合通信局 支社長 引込端子の数が50以下の施設

14 有線電気通信設備廃止届
有線電気通信法施行規則
第5条 各総合通信局 支社長 引込端子の数が50以下の施設

15 消防用設備等設置届 消防法第17条の3の2
消防長又は消防
署長

支社長
自動火災報知設備、ガス漏、
非常警報、誘導灯、非常コン
セント、排煙等

16 特殊消防用設備等大臣認定申請書 消防法第17条の2の2
総務省消防庁予
防課

支社長
防火対象物に必要な消防用設
備等に代えて、特殊消防用設
備等の設置を希望する場合

17
消防用設備等（特殊消防用設備等）設
置計画届出書

火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第58条の2第1項）

消防長又は消防
署長

支社長
自動火災報知設備、ガス漏、
非常警報、誘導灯、非常コン
セント、排煙等

18
火を使用する設備等の設置（変更）届
出書

火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第57条第1項）

消防長又は消防
署長

支社長 ヒートポンプ冷暖房器等

19 電気設備設置（変更）届出書
火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第57条第1項）

消防長又は消防
署長

支社長
燃料電池発電設備、発電設
備、変電設備、蓄電池設備

20
危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置
（変更）許可申請書

消防法11条第1項 市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物

21
危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成前
検査申請書

危険物の規制に関する政
令第8条 市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物

22
危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検
査申請書

危険物の規制に関する政
令第8条 市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物

23 危険物保安監督者選任・解任届 消防法13条 市町村長等 支社長 政令で定める危険物製造所等

24 危険物保安監督者委任状 消防法13条 市町村長等 支社長 代理により届け出る場合

25
少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯
蔵取扱所設置（変更）届出書

火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第31条）

消防長又は消防
署長

支社長 指定数量未満の危険物等

26 工事計画（変更）届出書 電気事業法第48条第1項 産業保安監督部 支社長
受電電圧10KV以上の需要施
設、ばい煙発生施設

27 使用前安全管理審査申請書
電気事業法第50条の2第
3項

産業保安監督部 支社長
受電電圧10KV以上の需要施
設、ばい煙発生施設

28 自家用電気工作物使用開始届出書 電気事業法第53条 産業保安監督部 支社長 譲り受け又は借受けた場合等

29 受電届 電気使用制限等規則7条 産業保安監督部 支社長 受電電力3,000kW以上

　消防法・火災予防条例等

　電気事業法

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法令等に基づく届出等チェックリスト（電気）

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたって
は、所轄行政庁により異なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

　有線テレビジョン放送法・有線電気通信法



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
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建設業者
記入欄

提出先への
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・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたって
は、所轄行政庁により異なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

30 航空障害灯の設置について（届出）
航空法第51条第1項又は第
2項

地方航空局電気
課

支社長
高さ60ｍ以上の物件、空港近
接等

31 航空障害灯設置免除許可申請書
航空法第51条第1項ただし
書

地方航空局保安
部運用課

支社長 免除要件に該当する場合

32
昼間障害標識の設置について（届出）

航空法第51条の2第1項
地方航空局電気
課

支社長
高さ60ｍ以上の物件、空港近
接等

33 昼間障害標識設置免除承認申請書
航空法施行規則第132条の
2第1項

地方航空局保安
部運用課

支社長 免除要件に該当する場合

34 道路占用許可申請（協議）書 道路法第32条 道路管理者 支社長 道路の占用時

35 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長 道路使用時

36 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条第1項 市町村長・区長 支社長 空気圧縮機及び送風機等

37 特定施設設置届出書 振動規制法第6条第1項 市町村長・区長 支社長 圧縮機（7.5kw以上）等

38
建設リサイクル法対象建設工事通知
［対象建設工事届］

建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律第
10条1項、第11条【国、自

特定行政庁 支社長
特定建設資材の種類、着工の
時期、工種の概要

39
ばい煙発生施設設置（使用、変更）届
出書

大気汚染防止法第６条第
１項 都道府県知事 支社長

ばい煙を大気中に排出する場
合

　その他

　航空法

　道路法
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No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての
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入

建築基準法

1 計画通知書（昇降機）
建築基準法第18条第

2項
建築主事 支社長

2
工事完了通知書（昇降
機）

建築基準法第18条第

14項
建築主事 支社長

3
建築設備工事監理（状
況）報告書

建築基準法第12条第
5項

建築主事 支社長
特定行政庁等が必要とする場
合のみ

消防法

4 消防用設備等設置計画書 消防法17条
消防長、消防署

長
支社長

5 消防用設備等着工届 消防法17条14
消防長、消防署

長
支社長

6 消防用設備等設置届 消防法17条の3の2
消防長、消防署

長
支社長

7
火を使用する設備等の設
置(変更)届

消防法9条
消防長、消防署

長
支社長

水道法

8
専用水道布設工事設計確
認申請書

水道法第33条第1項 行政長 支社長 給水施設の規模による

9 専用水道給水開始届 水道法第13条第1項 知事 支社長 給水施設の規模による

10
簡易専用水道設置届・給
水開始報告書

水道法施工細則23条 保健所長 支社長 給水施設の規模による

水道法関連条例

11
給水関係事前協議に関す
る申請書

条例等
市町村町又は水
道事業管理者

支社長 事業計画段階で必要な場合

12
上水道施設の開発に関す
る届出

条例等
市町村町又は水
道事業管理者

支社長 事業計画段階で必要な場合

13
上水道施設の設計審査に
関する申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長
水道本管（配水管）等の敷設
がある場合

14
上水道施設の工事に関す
る届出

給水条例 水道事業管理者 支社長
水道本管（配水管）等の敷設
がある場合

15
上水道施設の移管に関す
る届出

給水条例 水道事業管理者 支社長
水道本管（配水管）等の敷設
がある場合

16
給水装置工事の設計審査
に関する届出

給水条例 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する届
出

17
給水装置工事施工承認申
込書、工事申込書

給水条例 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する届
出

18
その他給水管工事に関す
る承認申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する届
出

19
直結増圧給水に関する事
前協議書

給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

20
直結増圧給水の設計審査
に関する申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

21
直結増圧給水の施工に関
する届出

給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

22
直結増圧給水の維持管理
に関する届出

給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

23
受水槽以下装置の設計審
査に関する申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長
建物（敷地内）に受水槽を設
け給水する場合

24
受水タンク以下装置メー
タ設置承認申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸検針によりメーターを設
置する場合

25
増圧給水設備以下給水装
置メータ設置承認申請書

給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸検針によりメーターを設
置する場合

26
各戸検針・各戸徴集に関
する申請書、契約書

給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸メーターにより検針する
場合に必要な水道事業者

27
各戸検針メーターの寄
付・移管に関する届出書

給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸メーターの水道事業者へ
の移管手続きを行う場合

28 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長

29 その他給水に関する届出 条例等
市町村町又は水
道事業管理者

支社長

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出に
あたっては、所轄行政庁により異なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法令等に基づく届出等チェックリスト（機械）



道路法

30
道路占用許可申請（協
議）書

道路法第32条 道路管理者 支社長

31 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長

32

その他

33
ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ排水処理ｼｽﾃﾑ維
持管理計画書

取扱要綱第４条第２
項の規定

下水道局長 支社長

34
ばい煙発生施設設置届出
書

大気汚染防止法第６
条第１項

都道府県知事 支社長
ガス焚きの空調機器やボイ
ラーがある場合など

35 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長 空気圧縮機及び送風機など

36 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長 圧縮機など

37
高圧ガス製造許可申請
書、製造届

高圧ガス保安法第5
条1項

都道府県知事 支社長
電動ターボ冷凍機などガス圧
縮式冷凍機がある場合など



別紙-１

No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要
と思われる
項目に
「○」、不
要と思われ
る項目に
「－」をつ
ける

届出が必要
と思われる
項目につい
て提出予定
日を記入

実際に提出
先に提出し
た日付を記
入

1 道路自費工事申請書 道路法第24条 道路管理者 支社長

2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長

3 交通管理者協議 道路法第95条の２ 公安委員会 支社長

◇道路交通法

4 道路標識移設（撤去）承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長

5 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長

6 建築物除却届け 建築基準法第15条 知事等 支社長

7 計画通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長

8 特定工程工事終了通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長

9 道路位置指定等関係申請書 建築基準法第42条 知事等 支社長

10 工作物の申請 建築基準法第88条 建築主事 支社長

11 河川法許可申請
（河川管理者以外の者の施工する工事等）

河川法第20条 河川管理者 支社長

12
河川法許可申請
（流水の占用の許可）

河川法第23条 河川管理者 支社長

13
河川法許可申請
（土地の占用の許可）

河川法第24条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること

14
河川法許可申請
（工作物の新築等の許可）

河川法第26条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること

15
河川法許可申請
（土地の掘削等の許可）

河川法第27条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること

16
河川法許可申請
（河川保全区域における行為の制限）

河川法第55条 河川管理者 支社長 河川保全区域を確認すること

◇都市計画法

17 開発協議申請関連
都市計画法29条等
(34条の2)

知事等 支社長

18 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長

19
地区計画等の区域内における建築等の
届出

都市計画法第58条の２ 市長等 支社長

◇消防法

20 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長

21 防火水槽設置届け 消防法 消防署長等 支社長

22 消防用設備等設置届出書 消防法 消防署長等 支社長

◇測量法、国土調査法

23 測量標・測量成果の使用承認申請 測量法第26条、30条 国土地理院の長 支社長

24 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長

25 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長

26 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長

27 公共測量成果の使用承認申請書 測量法第44条 測量計画機関 支社長

28 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣 支社長・理事長

◇文化財保護法

29 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 教育委員長 支社長

30 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長

31
一定の規模以上の土地の形質の変更届
出書

土壌汚染対策法第4条 知事等 支社長

32
水質汚濁防止法に基づく届出（特定施
設設置届、特定施設の構造等の変更
届、期間短縮の申請 等）

水質汚濁防止法 知事等 支社長

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□法関連

◇道路法

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、所轄行政庁により異
なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

◇土壌汚染対策法、水質汚濁防止法

◇高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（通称：交通バリアフリー法）

◇建築基準法

◇河川法

法令等に基づく届出等チェックリスト（基盤）

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要
と思われる
項目に
「○」、不
要と思われ
る項目に
「－」をつ
ける

届出が必要
と思われる
項目につい
て提出予定
日を記入

実際に提出
先に提出し
た日付を記
入

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、所轄行政庁により異
なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

33
交通バリアフリー法に基づく申請及び
届出

交通バリアフリー法 知事等 支社長

34 ハートビル法に基づく報告、申請 ハートビル法 知事等 支社長

35 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長

36
電線共同溝の整備等に関する特別措置
法に基づく届出

電線共同溝の整備等に関す
る特別措置法

道路管理者 支社長

◇下水道法

37
下水道施設自費工事申請書
（着手届、竣工届、検査願）

下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長

38 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長

◇海岸法、砂防法、港湾法

39 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること

40
海岸保全区域における掘削の許可申請
書

海岸法第8条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること

41 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること

42
砂防指定地内制限許可申請
（砂防指定地での工作物の新築、木竹
の伐採等）

砂防法４条 知事等 支社長 砂防指定地を確認すること

43 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長
港湾区域および港湾隣接地域
を確認すること

44 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 臨港地区を確認すること

45 建設リサイクル法に基づく届出書
建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律第11条

知事等 支社長

46 焼却炉撤去（ダイオキシン類）
ダイオキシン類対策特別措
置法

知事等 支社長

47 廃掃法関連
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

環境大臣等 支社長・請負者

◇騒音規制法、振動規制法

48
騒音規制法に基づく届出
（特定施設設置届、特定施設使用変更
届、騒音防止方法変更届、氏名変更

騒音規制法6、8、10条 知事等 支社長 指定地域を確認すること

49
振動規制法に基づく届出
（特定施設使用届、占用料免除申請、
行政等財産使用許可承認申請）

振動規制法6、8、10条 知事等 支社長 指定地域を確認すること

50
宅地造成工事規制区域内における宅地
造成に関する工事の許可申請書、工事
完了届

宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長
宅地造成工事規制区域を確認
すること

51
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律に基づく許可申請

急傾斜地の崩壊による
災害の防止に関する法律

知事等 支社長
急傾斜地崩壊危険区域を確認
すること

◇都市公園法

52 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長

53 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長

◇森林法

54 森林法関係届出 森林法10条の２ 知事等 支社長
地域森林計画の対象となって
いる民有林を確認すること

◇景観法

55
景観計画の区域内における行為の届出
書

景観法第16条 景観行政団体の長 支社長 景観計画区域を確認すること

56 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況
等届出書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
な処理の推進に関する特別措置法

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長
PCBの保管のみ
PCBの保管・使用の両方あり

57 承継届出書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
な処理の推進に関する特別措置法
第12条第２項

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長 PCB廃棄物の承継

58
使用中のPCB製品譲渡し届出書
使用中のPCB製品譲受け届出書

東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ
ル）適正管理指導要綱第９条

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長 使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け

59 使用中のPCB製品の使用届出書
東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ
ル）適正管理指導要綱第５条

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長
使用中PCB製品を発見

◇道路関係

60 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長

61 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長

62 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長

◇高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（通称：ハートビル法）

◇大規模小売店舗立地法

◇ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（通称：廃掃法、廃棄物処理法）

◇電線共同溝の整備等に関する特別措置法

◇建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称：建設リサイクル法、建リ法)

◇宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

□条例等関連



No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要
と思われる
項目に
「○」、不
要と思われ
る項目に
「－」をつ
ける

届出が必要
と思われる
項目につい
て提出予定
日を記入

実際に提出
先に提出し
た日付を記
入

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、所轄行政庁により異
なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

63 埋設標の道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長

◇排水関係

64
排水設備等新設等計画届出書
（着手届、竣工届、検査願等）

条例 市長等 支社長

65 公共下水道使用届出書　等 条例 市長等 支社長

66 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長

67
雨水浸透施設等設置工事計画届
（着手届、完了届）

条例 市長等 支社長

68 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長

◇給水関係

69 給水装置工事承認申請書 条例 水道事業管理者等 支社長

70 給水装置不使用兼撤去届 条例 水道事業管理者等 支社長

71 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長

◇解体関係

72 解体事業計画書 条例 市長等 支社長

73 解体事業に伴う工事着手届 条例 市長等 支社長

74 解体事業説明会等報告書 条例 市長等 支社長

75 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長

76 指定作業場廃止届出書 条例 市長等 支社長

◇測量関係

77 境界確認書 条例 市長等 支社長

78 境界査定願い 条例 市長等 支社長

◇消防関係

79 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長

80 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長

81 消防水利完成検査申請書 条例 消防署長 支社長

82 消防活動上支障ある行為等の届出書 条例 消防署長 支社長

83 防火対象物使用開始（変更）届出 条例 消防署長 支社長

◇土壌関係

84 土壌汚染状況調査報告書 条例 知事等 支社長

85 土壌汚染処理完了報告書 条例 知事等 支社長

86
東京都環境確保条例116条に基づく土壌
汚染調査、計画、完了届

都条例 都知事 支社長

87
東京都環境確保条例117条に基づく土壌
汚染調査、計画、完了届

都条例 都知事 支社長

◇その他

88 工事監理者及び工事施工選任届 条例 建築主事 支社長

89 公有土地水面使用届出 条例 知事等 支社長

90 緑化協議申出書 条例 市長等 支社長

91 砂防指定地内行為協議書 条例等 知事等 支社長

92 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長

93 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長

94
東京都環境確保条例８９条に基づく指
定作業場設置（変更）届（自動車駐車
場20台以上）

都条例89条 都知事 支社長

95 都市公園条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長

96 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長



別紙-１

No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先
届出等提

出者
適用にあたっての

留意事項
設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先への
届出日

届出が必要と思
われる項目に
「○」、不要と
思われる項目に
「－」をつける

届出が必要と思
われる項目につ
いて提出予定日
を記入

実際に提出先に
提出した日付を
記入

建設リサイクル法

1 届出書 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条
都府県知事
市長

支社長
請負代金の額が五百万円
以上

都市計画法

2 開発協議申請関連
都市計画法29条等
(34条の2)

知事等 支社長

3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長

4
宅地造成工事規制区域内における宅地造成
に関する工事の許可申請書、工事完了届

宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長
高さが二メートルを超え
る擁壁、地表水等を排除

するための排水施設

5
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
法律に基づく許可申請

知事等 支社長

道路法

6 自費工事申請 道路法第24条 道路管理者 支社長

7 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長

8 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長

9 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長

道路交通法

10 道路標識移設（撤去）承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長

11 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

12 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長
対象は施行令1条旅客施
設3条公園施設，4条特定

建築物などが該当

13 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長

14 ハートビル法に基づく報告、申請 ハートビル法 知事等 支社長

景観法

14 景観計画の区域内における行為の届出書 景観法第16条 景観行政団体の長 支社長

水道法

15
専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項

行政長 支社長 給水施設の規模による

16
専用水道給水開始届 水道法第13条第1項

知事 支社長 給水施設の規模による

17
簡易専用水道設置届・給水開始報告書 水道法施工細則23条

保健所長 支社長 給水施設の規模による

下水道法

18
下水道施設自費工事申請書
（着手届、竣工届、検査願）

下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長

19 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長

20
河川法許可申請
（河川管理者以外の者の施工する工事等）

河川法第20条 河川管理者 支社長

21
河川法許可申請
（流水の占用の許可）

河川法第23条 河川管理者 支社長

22
河川法許可申請
（土地の占用の許可）

河川法第24条 河川管理者 支社長

23
河川法許可申請
（工作物の新築等の許可）

河川法第26条 河川管理者 支社長

24
河川法許可申請
（土地の掘削等の許可）

河川法第27条 河川管理者 支社長

25
河川法許可申請
（河川保全区域における行為の制限）

河川法第55条 河川管理者 支社長

公園整備に係る開発事前
審査願協議書完了届引継

書

宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）

法令等に基づく届出等チェックリスト（造園）

河川法

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、
所轄行政庁により異なるので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



海岸法、砂防法、港湾法

26 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長

27 海岸保全区域における掘削の許可申請書 海岸法第8条 海岸管理者 支社長

28 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長

29
砂防指定地内制限許可申請
（砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐
採等）

砂防法４条 知事等 支社長

30 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長

31 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長

文化財保護法

32 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 教育委員長 支社長

33 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長

緑化関連条例

34 緑化計画書、完了届
都・府・県
緑化関連条例

都府県知事 支社長

35 緑化計画書、完了届
市・23区
緑化関連条例

市長、区長 支社長

36
「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申
出書、完了届

保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長

37 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 街路樹整備関連条例 市長 支社長

その他条例

38 福祉のまちづくり条例届出書 福祉のまちづくり条例 市長 支社長

39 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長

排水関連条例

40
排水設備等新設等計画届出書
（着手届、竣工届、検査願等）

条例 市長等 支社長

41 公共下水道使用届出書　等 条例 市長等 支社長

42 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長

43
雨水浸透施設等設置工事計画届
（着手届、完了届）

条例 市長等 支社長

44 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長

水道関連条例

45
給水関係事前協議に関する申請書 条例等 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

46
上水道施設の開発に関する届出 条例等 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

47
上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

48
上水道施設の工事に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

49
上水道施設の移管に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

50
給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

51
給水装置工事施工承認申込書
給水装置（新設・改造・撤去）工事申込書

給水条例 市町村町又は水道
事業管理者 支社長

52
その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

53
給水開始申込書 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

54
その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道

事業管理者 支社長

道路関連条例

55 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長

56 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長

57 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長

58 埋設標の道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/machizukuri/jourei_kisoku/index.html
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別添 5  

競争参加者の資格に関する掲示 

 

「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務」に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以

下「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示し

ます。 

  平成 30 年 5 月 17 日 

独立行政法人都市再生機構九州支社 

支社長 西周 健一郎 

 

１ 業務概要 

（１） 業 務 名      

益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型一括入札） 

（基本設計等業務における協定型一括入札方式） 

 

（２） 履行場所  

熊本県上益城郡益城町安永字八反畠903他 

 

（３） 業務内容 

1) 当初業務 契約締結の翌日から平成30年12月20日まで 

業務名称  益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務(基本・実施設計、積算) 

業務内容 災害公営住宅建設に係る建築、電気設備、機械設備、土木、造園の基本設計・実 

     施設計（目標工事費算定設計）・積算、許認可等に関する行政協議資料等の作成 

内工期 

一次指定部分：契約締結の翌日から平成30年10月20日まで 

建築、電気設備、機械設備、土木、造園の基本設計、実施設計（目標工事 

費算定設計）完了 

 

2) 契約予定業務 契約締結の翌日(平成30年12月予定)から平成32年7月31日まで 

業務名称 益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（補助金関連資料） 

業務内容 補助金関連資料の作成業務 

 

（４） 業務実施形態 

本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項等を定めた協定を締結した後に、

協定に基づき設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。 

 

（５） 業務の詳細な説明 

本業務の業務内容及び成果物は、｢益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定

型一括入札）仕様書｣（以下、｢仕様書｣という。）のとおり。 

 

２ 申請の時期 

平成30年5月17日（木）から平成30年5月28日（月）まで（土、日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日」という。）を除く。） 

午前10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。）） 
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３ 申請の方法 

（１）提出場所：以下のいずれかとする。 

＜東京受付＞ 

         東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー17階 

     独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

     技術監理部 設計第２課 電話03-5323-2947 

 

＜熊本受付＞ 

熊本県熊本市西区春日３丁目20-17 Ｍ’ｓ５（エムズファイブ） 

     独立行政法人都市再生機構九州支社都市再生業務部 

     熊本震災復興支援室 住宅建設課 電話096-312-5101 

 

提出部数：２部 

提出方法：あらかじめ提出日時及び希望する受付場所を連絡のうえ、持参すること。その 

場で、提出物に過不足がないか等の事務的な確認を行う。郵送又は電送による 

ものは受け付けない。 

 

（２）申請書の提出方法 

申請者は、申請書に「益城町安永馬水地区災害公営住宅基本設計等業務共同体協定書」（４(4)

の条件を満たすものに限る。）の写しを添付し、持参により提出すること。提出場所は、(１)に示

す申請書の提出場所に同じ。 

 

（３）申請書等の作成に用いる言語 

 申請書及び添付書類は日本語で作成すること。 

 

４ 設計共同体としての資格及びその審査 

次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 

（１）資格 

構成員は、次の①から④の条件をすべて満たしていること。また、⑤については設計共同体の代

表者が満たすこと。 

① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号）

第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 

② 当機構の九州地区における平成 29・30 年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係

る一般競争（指名競争）参加資格について、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。 

③ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間

中でないこと。 

④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、

機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等について

→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずる者、を参照) 

⑤ 業務実績として、以下に示す基本設計又は実施設計業務について、平成 19年度以降に受注し、

完了した実績を 1 件以上（下請けによる業務実績及び施工中の業務実績を含む）有すること。 

 

（２）業務形態 

① 構成員の業務分担が、業務の内容により、「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務 

共同体協定書」において明らかであること 

http://gwnwk01v.ur-net.local/urkyotu/ur-zaseki.nsf/e93b37b36099fb2e492568a4003e858b/e7fd7c8acad1fe03492582630037256b?OpenDocument
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    ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、「益城町広安安永地 

区災害公営住宅基本設計等業務共同体協定書」において明らかであること。 

 

（３）代表者要件 

構成員において決定された代表者が、「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務共同 

体協定書」において明らかであること。 

 

（４）設計共同体協定書 

設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取り扱いについ 

て」（平 １６．７．１付３４－１４）の別紙に示された「益城町広安安永地区災害公営住宅 

基本設計等業務共同体協定書共同体協定書」によるものであること。 

設計共同体協定書は３（１）の申請書と共に交付する別添５「設計共同体協定書等作成の手 

引き」および「設計共同体協定書（様式）」に従い作成すること。 

 

５ 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 

   ４（１）③の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も２及び３により申請をすること

ができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、４（１）③の認定

を受けていない構成員が４（１）③の認定を受けることが必要である。また、この場合において、

４（１）③の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに４（１）

③の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 

 

６ 資格審査結果の通知 

   「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 

 

７ 資格の有効期間 

６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が

完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係

る契約が締結される日までとする。 

 

８ その他 

（１）設計共同体の名称は「△△・××設計共同体」とする。 

（２）当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体と

しての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「簡易公募型プロポーザル方式に準じた手続き開始

の掲示」（平成 30 年 5 月 17 日付九州支社長掲示）に示すところにより、技術提案書の提出者とし

て選定されていなければならない。 
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別添 6  

 

設計共同体協定書等作成の手引 

 

設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格申

請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。 

 

１．競争参加資格審査申請書 

   

（１）登録事業名、登録番号及び登録年月日 

      一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）の 15 の登録事業

に限ります。 

 

（２）日 付 

      当該申請書の提出日とします。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とします。 

 

（３）共同体名 

      設計共同体の構成員全員の社名を・（中点）で連ねた名称とします。なお、構成員の社名は、で

きるだけ省略します。 

（例）「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、 

     「○○○・△△××設計共同体」とする。 

 

２． 設計共同体協定書 

   

（１）第２条（名称） 

      １(3)の共同体名を記載します。 

 

（２）第３条（事務所の所在地） 

      事務所の所在地を記載します。 

 

（３）第４条（成立の時期及び解散の時期） 

      成立の時期は、１(2)の日付を記載します。 

 

（４）第５条（構成員の住所及び名称） 

      設計共同体の構成員全員を記載します。なお、押印は不要です。 

 

（５）第６条（代表者の名称） 

      社名（商号又は名称）を記載します。 

 

（６）第８条（分担業務） 

      設計共同体の各構成員の分担業務を記載します。（一つの業務を複数の構成員で実施すること

がないように分担する。） 

      （例）「基本設計の総括責任者業務            ㈱○○○建築設計事務所」 

           「基本設計の主任技術者及び意匠業務    ㈱△△・××建築研究所」 

      なお、第２項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該
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設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に

併せて提出していただきます。 

 

（７）第 11 条（取引金融機関） 

      設計共同体としての取引銀行名を記載します。 

 

（８）協定書の作成部数等 

①  「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記

載します。 

②  「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載します。 

 

（９）協定締結日 

      １(2)の日付を記載します。 

 

３．綴り方 

     

作成した書類は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴

り、左側を袋とじし、袋とじの境目（表と裏）に設計共同体の構成員全員の割印（袋とじにした場

合、各ページ間の割印は不要）を押して下さい。  

なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。 

 

 

 

          （綴り順） 

             

                                                                    申 請 書 

                        協定書                        割印 

                              申請書 

 

 

 

（イ） 袋とじの境目に構成員全員の割印を 

押してください。（裏側も同様） 

（ロ） 各ページ間の割印は必要ありません。 

 

 

            以  上 
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設計共同体としての競争参加資格申請書 

 

独立行政法人 都市再生機構 九州支社で行われる「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務」の競争に

参加する資格の審査を申請します。 

  なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

登録等を受けている事業 

（会社名）                                   

登録事業名       登録番号 登録年月日 登録事業名       登録番号 登録年月日 

 第      号 年  月  日  第      号 年  月  日 

 

登録等を受けている事業 

（会社名）                                   

登録事業名       登録番号 登録年月日 登録事業名       登録番号 登録年月日 

 第      号 年  月  日  第      号 年  月  日 

 

登録等を受けている事業 

（会社名）                                   

登録事業名       登録番号 登録年月日 登録事業名       登録番号 登録年月日 

 第      号 年  月  日  第      号 年  月  日 

 

平成    年    月    日 

 

独立行政法人 都市再生機構 九州支社長  殿 

 

                 共同体名                                                              

 

                （代表者） 住        所 

                           商号又は名称 

                           代表者氏名                                                   印 

担当者氏名 

電 話 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

                （構成員） 住        所 

                           商号又は名称 

                           代表者氏名                                                   印 

 

                （構成員） 住        所 

                           商号又は名称 

                           代表者氏名                                                   印 

 

記載要領 

登録事業名の記入に当たっては、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）

の 15の登録等を受けている事業に限るものとする。 
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設計共同体協定書（様式） 

 

 

 

 

（目  的） 

第１条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 

一  独立行政法人都市再生機構九州支社発注に係る｢益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計 

等業務｣（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「設計業務」という。） 

  二  前号に附帯する業務 

 

（名  称） 

第２条 当設計共同体は、○○・△△設計共同体（以下「当共同体」という。）と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第３条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 

 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当共同体は、平成 年 月 日に成立し、設計業務の請負契約の履行後 3 か月を経過するま

での間は、解散することはできない。 

２  設計業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当

該設計業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 

      ○○県○○市○○町○○番地     ○○株式会社 

      ○○県○○市○○町○○番地     ○○株式会社 

 

（代表者の名称） 

第６条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第７条  当共同体の代表者は、設計業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等

と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、

受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

２  構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いにつ

いては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。な

お、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等（破産の申立てがなされた場合そ

の他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。）又は解散した場合において

は、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企

業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 

 



5 

（分担業務） 

第８条 各構成員の設計業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と

契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 

        ○○の○○業務      ○○株式会社 

        ○○の○○業務      ○○株式会社 

２  前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによ

るものとする。 

 

（運営委員会） 

第９条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、設計業務の履行に当たるものとする。 

 

（構成員の責任） 

第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契

約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 

 

（取引金融機関） 

第 11 条  当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座

によって取引するものとする。 

 

（構成員の必要経費の分配） 

第 12 条  構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配

を受けるものとする。 

 

（共通費用の分担） 

第 13 条  本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員

会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 

 

（構成員の相互間の責任の分担） 

第 14 条  構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負

担するものとする。 

２  構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議す

るものとする。 

３  前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとす

る。 

４  前３項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるもの

ではない。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 

 

（業務途中における構成員の脱退） 

第 16 条 構成員は、当共同体が設計業務を完了する日までは脱退することができない。 

 

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第 17 条  構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の
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承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただ

し、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承

認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯し

て破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 

２  前項の場合においては、第 14 条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（解散後のかしに対する構成員の責任） 

第 18 条  当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同

連帯してその責に任ずるものとする。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 19 条  この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

 

○○株式会社他○社は、上記のとおり「益城町広安安永地区災害公営住宅基本設計等業務（協定型

一括入札）共同体協定」を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記

名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

平成  年  月  日 

 

              住        所 

              商号又は名称 

              代表者氏名                                                     印 

 

 

              住        所 

              商号又は名称 

              代表者氏名                                                     印 
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個人情報等の保護に関する特約条項  

 

発注者及び受注者が平成  年 月 日付けで締結した [ ]の契約（以下「本

契約」という。）に関し、受注者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」

という。）を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条

項によるものとする。  

[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。   

 

（定義）  

第１条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集

する情報のうち、次に掲げるものをいう。  

一 個人情報（独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第59号）第２条第２項に規定する個人情報をいう。）  

二 ○○○に関する情報  

三 △△△に関する情報  

（個人情報等の取扱い）  

第２条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当た

っては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等

の取扱いを適正に行わなければならない。  

（管理体制等の報告）  

第３条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理

及び実施体制を書面（別紙様式１）により報告し、発注者の確認を受けなけ

ればならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。  

（秘密の保持）  

第４条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約

が終了し、又は解除された後も同様とする。  

（適正な管理のための措置）  

第５条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他

の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。  

（収集の方法）  

第６条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。  

（目的外利用等の禁止）  

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、

本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

（個人情報等の持出し等の禁止）  

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受

注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。  

別添 7 
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（複写等の禁止）  

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記

録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。  

（再委託の制限等）  

第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務

等について、他に委託してはならない。  

２ 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける

者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託す

る場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に

適用する。  

※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し（する）」を「請負

わせ（わせる）」又は「下請けさせ（させる）」に、「委託を受ける（受けた）

者」を「請負わせる（わせた）者」又は「下請けさせる（させた）者」と

する。  

（返還等）  

第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しく

は作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要と

なったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さな

ければならない。  

２ 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注

者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能

な方法により行わなければならない。  

（事故等の報告）  

第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれの

あるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等）  

第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めた

ときは速やかに、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期

から６か月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、

書面（別紙様式２）により報告しなければならない。  

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管

理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければなら

ない。  

３ 受注者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理

の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければな

らない。  

（取扱手順書）  

第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る

取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。  
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（契約解除及び損害賠償）  

第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。  

 

 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の

上、各自１通を保有する。  

 

平成 年 月  日  

 

発注者 住所  

 

氏名                        印  

 

 

受注者  住所  

 

氏名                        印  
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（別添）  

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り

扱うものとする。  

 

１  個人情報等の秘密保持について  

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。  

※業務終了後についても同じ  

 

２  個人情報等の保管について  

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。）及びデータは、次のとおり保管する。  

(1) 書類等  

受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保

管する。  

(2) データ  

①  データを保存するＰＣ及びスマートフォンやＵＳＢメモリ等の記

録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを

設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者が支給及び管

理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。  

 

３  個人情報等の送付及び持出し等について  

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務

所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承

諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取

り扱うものとする。  

(1) 送付及び持出しの記録等  

台帳等を整備し、記録・保管する。  

(2) 送付及び持出し等の手順  

① 郵送や宅配便  

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付

する。  

② ファクシミリ  

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う

場合は、次の手順を厳守する。  

・送信先への事前連絡  
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・複数人で宛先番号の確認  

・送信先への着信確認  

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること  

③ 電子メール  

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別

途通知する。  

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアド

レスが表示されないように、「 bcc」で送信する。  

④ 持出し  

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携

行する。  

 

４  個人情報等の収集について  

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。  

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、

本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正

かつ公正な手段により収集しなければならない。  

 

５  個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について  

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的

外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

 

６  個人情報等の複写又は複製の禁止について  

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が

記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。  

 

７  個人情報等の返還等について  

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又

は引渡しをする。  

② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合

には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元

又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。  

 

８  個人情報等が登録された携帯電話機の使用について  

発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用

する場合には、次のとおり取り扱うものとする。  

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。  

(2) 必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）の使用等により、亡失の
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防止に努める。  

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び

個人を特定できる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。  

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、

業務上不要となり次第、消去する。  

 

９  事故等の報告  

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたと

きは、直ちに発注者に報告する。  

 

10 その他留意事項  

独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第59号）に基づき、個人情報を取り扱わなければなら

ない。  

この法律の第７条第２項において、『独立行政法人等から個人情報の取

扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏

えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者につ

いても本法律の適用対象となる。  

したがって、本法律に違反した場合には、第 50条及び第51条に定める罰

則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 

 

11 特記事項  

※必要に応じ記載  
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平成 年 月  日  

 

株式会社＊＊＊＊＊  

代表取締役 ＊＊  ＊＊ 印  

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

 契約件名：                       

 

１  取扱責任者及び取扱者  

 

 
部  署  

氏  名  取扱う範囲等  
役  職  

取扱責任者  
○○部△△課  

  
課長  

取  扱  者  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

係長  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

主任  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

別紙様式１  
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２  管理及び実施体制図  

 

 

（様式任意）  
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平成 年 月  日  

 

独立行政法人都市再生機構  

○○本部 ○○部長  ○○  ○○  殿  

 

株式会社＊＊＊＊＊  

代表取締役 ＊＊  ＊＊ 印  

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告い

たします。  

 

 契約件名：                       

 

記 

 

１ 確 認 日  平成  年 月 日  

２ 確 認 者  取扱責任者  ○○  ○○  

３ 確認結果   別紙のとおり  

 

以 上  

 

 

  

別紙様式２  
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（別紙）管理状況の確認結果  

 

【管理する個人情報等】  

 

 

  
確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

１  管理及び実施体制  

 

平成   年   月   日付けで提出した「個人情

報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及

び実施している。  
 

 

２  秘密の保持  

 
個人情報等を第三者に漏らしていない。  

 
 

３  安全確保の措置  

 

個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ

ている。  
 

 

《個人情報等の保管状況》  

 
①  

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類

等は、受注者の事務所内のキャビネットなど

決められた場所に施錠して保管している。  
 

 

 
②  

データを保存するＰＣ及びスマートフォンや

ＵＳＢメモリ等の記録機能を有する機器・媒

体、又はファイルについては、パスワードを

設定している。  

 
 

 
③  

アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし

ている。   
 

 
④  

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、

受注者が支給及び管理しており、私物の使用

はしていない。  
 

 

《個人情報等の送付及び持出し手順》  

 
①  

発注者の指示又は承諾があるときを除き、受

注者の事務所から送付又は持出しをしていな

い。  
 

 

 
②  

送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保

管している。   
 

 
③  

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等

と封入文書等に相違がないことを確認し、送

付している。  
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確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

 
④  

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、

やむを得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順

を厳守している。  

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施  

・送信先への事前連絡  

・複数人で宛先番号の確認  

・送信先への着信確認  

 
 

 
⑤  

ｅメール等について、個人情報等は、メール

の本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付としている。  
 

 

 
⑥  

添付ファイルには、パスワードを設定し、パ

スワードは別途通知している。   
 

 
⑦  

１回の送信において送信先が複数ある場合に

は、他者のメールアドレスが表示されないよ

うに、「 bcc」で送信している。  
 

 

 
⑧  

持出しについて、運搬時は、外から見えない

ように封筒やバック等に入れて、常に携行し

ている。  
 

 

４  収集の制限  

 

個人情報等を収集するときは、業務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集している。  
 

 

《個人情報等の取得等手順》  

 
①  

業務上必要のない個人情報等は取得していな

い。   
 

 
②  

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を

取得する場合には、本人に利用目的を明示し

ている。  
 

 

５  利用及び提供の禁止  

 

個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者

に提供していない。  

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。  
 

 

６  複写又は複製の禁止  

 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を

複写し、又は複製していない。  

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。  
 

 

７  再委託の制限等  

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、

又は請け負わせていない。  

※発注者の承諾があるときを除く。  
 

 

【再委託、再々委託等を行っている場合】  

 

再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規

定する受注者の義務を負わせている。   
 

８  返還等  

 
①  

業務上不要となった個人情報等は、速やかに

発注者に返還又は引渡しをしている。   
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確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

 
②  

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ

ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の

方法により、復元又は判読が不可能な方法に

より消去又は廃棄している。  

 
 

９  携帯電話機の使用  

 
①  

パスワード等を用いたセキュリティロック機

能を設定している。   
 

 
②  

必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）

の使用等により、亡失の防止に努めている。   
 

 
③  

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア

ドレス等の登録（住所及び個人を特定できる

画像は登録しない。）は、業務上必要なものに

限定している。  

 
 

 
④  

個人情報等が含まれたメール（添付されたフ

ァイルを含む。）及び画像は、業務上不要とな

り次第、消去している。  
 

 

10 事故等の報告  

 

特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに発注者に報

告し、指示に従っている。  
 

 

11 取扱手順書の周知・徹底  

 

個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周

知・徹底を行っている。   
 

12 その他報告事項  

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。）  

※  確認結果欄等への記載方法  

確認結果  記載事項  

適切に行っている  ○  

一部行っていない  △  

行っていない  × 

該当するものがない  －  

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。  

 


