
令和３年度ストック事業化基礎検討業務 

＜仕様書＞ 

 

１ 業務名称  

令和３年度ストック事業化基礎検討業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月３日まで 

 

３ 業務目的 

当業務はエリア及び団地の将来像の検討を行うとともに、団地の現状確認と課題を抽出し、継

続管理区域と事業区域の想定を行い、継続管理区域については法的・物理的な事業継続性を見通

し、事業区域については需要調査により、実現性の確度を高めた事業化検討を実施することを目

的とする。 

 

４ 業務内容 

発注者が指定する 10～12 団地程度において、団地再生事業に係る下記の検討を行う。 

①基礎調査(８団地程度) 

・周辺開発状況、地域資源の調査等 

・居住者属性の分析（年齢ごとの割合、入居年数、入退去のトレンド等） 

②整備敷地の誘導施設等具体的需要調査(８団地程度) 

③団地の将来像（未来像）及び整備構想の計画策定(６団地程度) 

・将来のライフスタイル提案 

・エリア及び団地の将来像・基本コンセプト・ストックのあり方・整備構想の策定 

④基本計画策定(９団地程度) 

 ・課題抽出(団地全体・事業化検討) 

・事業区域案の設定とそれに係るインフラの切回し等計画 

・継続管理区域の成立性の検証 

・事業区域・継続管理区域等の計画適合性チェック（法適合（86 条等）、開発条例等） 

・建替後賃貸住宅の概略建設計画案の作成（日照日影等も含めた建物配置計画の検討、道路・

駐車場等を含んだ屋外計画の検討） 

・需要想定等に基づく整備敷地案（基盤整備、インフラ・動線計画等） 

・事業区域・継続管理区域の策定（２～３案程度）とメリットデメリット整理 

・周辺団地を含むエリア再編計画・事業プログラム案の策定 

 

５ 積算基準 

  本業務に係る積算基準については、別紙のとおり。 
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６ 再委託について 

(1)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。 

①業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等 

②解析業務等における手法の決定、及び技術的判断 

(2)受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務については、

再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書（以下、「契約書」という。）

第４条第２項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。 

(3)受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第４条第

２項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。 

(4)上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならな

い。 

・受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に

対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること 

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害 が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

８ 提出成果物 

 (1)報告書     ３部 

(2)報告書原稿  １式 

(3)電子データ  １式（CD-ROM） 

※なお、成果物の規格、仕様等については、都市再生機構の指示者と協議するものとする。 

 

９ その他 

(1) 発注者は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。契約書第 10条第１項に規定する引渡場所

は、西日本支社ストック事業推進部とする。なお、不要となった貸与品については、速やか

に返却すること。 

(2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受注者の責任に

おいて補正するものとする。 

(3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。 

(4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。 
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令和３年度西日本支社団地再生事業に係る事業計画基礎検討業務 

＜仕様書＞ 

 

１ 業務名称  

令和３年度西日本支社団地再生事業に係る事業計画基礎検討業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月３日まで 

 

３ 業務目的 

当業務はエリア及び団地の将来像の検討を行うとともに、団地の現状確認と課題を抽出し、継

続管理区域と事業区域の想定を行い、継続管理区域については法的・物理的な事業継続性を見通

し、事業区域については需要調査により、実現性の確度を高めた事業化検討を実施することを目

的とする。 

 

４ 業務内容 

発注者が指定する６～８団地程度において、団地再生事業に係る下記の検討を行う。 

①基礎調査(５団地程度) 

・周辺開発状況、地域資源の調査等 

・居住者属性の分析（年齢ごとの割合、入居年数、入退去のトレンド等） 

②整備敷地の誘導施設等具体的需要調査(５団地程度) 

③団地の将来像（未来像）及び整備構想の計画策定(７団地程度) 

・将来のライフスタイル提案 

・エリア及び団地の将来像・基本コンセプト・ストックのあり方・整備構想の策定 

④基本計画策定(５団地程度) 

 ・課題抽出(団地全体・事業化検討) 

・事業区域案の設定とそれに係るインフラの切回し等計画 

・継続管理区域の成立性の検証 

・事業区域・継続管理区域等の計画適合性チェック（法適合（86 条等）、開発条例等） 

・建替後賃貸住宅の概略建設計画案の作成（日照日影等も含めた建物配置計画の検討、道路・

駐車場等を含んだ屋外計画の検討） 

・需要想定等に基づく整備敷地案（基盤整備、インフラ・動線計画等） 

・事業区域・継続管理区域の策定（２～３案程度）とメリットデメリット整理 

・周辺団地を含むエリア再編計画・事業プログラム案の策定 

 

５ 積算基準 

  本業務に係る積算基準については、別紙のとおり。 

 

 

- 3 -



 

６ 再委託について 

(1)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。 

①業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等 

②解析業務等における手法の決定、及び技術的判断 

(2)受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務については、

再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書（以下、「契約書」という。）

第４条第２項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。 

(3)受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第４条第

２項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。 

(4)上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならな

い。 

・受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に

対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること 

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害 が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

８ 提出成果物 

 (1)報告書     ３部 

(2)報告書原稿  １式 

(3)電子データ  １式（CD-ROM） 

※なお、成果物の規格、仕様等については、都市再生機構の指示者と協議するものとする。 

 

９ その他 

(1) 発注者は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。契約書第 10条第１項に規定する引渡場所

は、西日本支社ストック事業推進部とする。なお、不要となった貸与品については、速やか

に返却すること。 

(2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受注者の責任に

おいて補正するものとする。 

(3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。 

(4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。 
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令和３年度団地再生事業化検討業務 

＜仕様書＞ 

 

１ 業務名称  

令和３年度団地再生事業化検討業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月３日まで 

 

３ 業務目的 

当業務はエリア及び団地の将来像の検討を行うとともに、団地の現状確認と課題を抽出し、継

続管理区域と事業区域の想定を行い、継続管理区域については法的・物理的な事業継続性を見通

し、事業区域については需要調査により、実現性の確度を高めた事業化検討を実施することを目

的とする。 

 

４ 業務内容 

発注者が指定する８～９団地程度において、団地再生事業に係る下記の検討を行う。 

①基礎調査(５団地程度) 

・周辺開発状況、地域資源の調査等 

・居住者属性の分析（年齢ごとの割合、入居年数、入退去のトレンド等） 

②整備敷地の誘導施設等具体的需要調査(８団地程度) 

③団地の将来像（未来像）及び整備構想の計画策定(７団地程度) 

・将来のライフスタイル提案 

・エリア及び団地の将来像・基本コンセプト・ストックのあり方・整備構想の策定 

④基本計画策定(８団地程度) 

 ・課題抽出(団地全体・事業化検討) 

・事業区域案の設定とそれに係るインフラの切回し等計画 

・継続管理区域の成立性の検証 

・事業区域・継続管理区域等の計画適合性チェック（法適合（86 条等）、開発条例等） 

・需要想定等に基づく整備敷地案（基盤整備、インフラ・動線計画等） 

・周辺団地を含むエリア再編計画・事業プログラム案の策定 

 

５ 積算基準 

  本業務に係る積算基準については、別紙のとおり。 

 

６ 再委託について 

(1)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。 

①業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等 

②解析業務等における手法の決定、及び技術的判断 
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(2)受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務については、

再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書（以下、「契約書」という。）

第４条第２項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。 

(3)受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第４条第

２項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。 

(4)上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならな

い。 

・受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に

対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること 

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害 が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

８ 提出成果物 

 (1)報告書     ３部 

(2)報告書原稿  １式 

(3)電子データ  １式（CD-ROM） 

※なお、成果物の規格、仕様等については、都市再生機構の指示者と協議するものとする。 

 

９ その他 

(1) 発注者は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。契約書第 10条第１項に規定する引渡場所

は、西日本支社ストック事業推進部とする。なお、不要となった貸与品については、速やか

に返却すること。 

(2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受注者の責任に

おいて補正するものとする。 

(3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。 

(4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。 

 

以 上 
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「令和３年度ストック事業化基礎検討業務」他 計３件 

 

１ 委託費用の算定 

 

  委託費用 ＝ 委託価格 ＋ 消費税相当額 

    委託価格 ＝ 直接人件費 ＋ 直接経費 ＋ 諸経費  

    消費税相当額 ＝ 委託価格 × 消費税率 
 
 

２ 直接人件費の算定根拠  

別添に記載の業務量（人・日）を参考に直接人件費を計上すること。 
 

３ 経費の積算について 

 （１）直接経費 

  業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上する

こと。 
 

 （２）諸経費の積算 

諸経費 ＝ 直接人件費 × 諸経費率（１１０／１００） 
 

以 上 

別紙 
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（別添） 

直接人件費の算定根拠 

 

技術者の直接人件費算定の目安となる想定業務量は、標準的な技術者※1 に換算した。 

業務項目(例) 
業務量（人・日） 

備考 

 
業務名 
※2 

本件業務 
① 

本件業務 
② 

本件業務 
③ 

①基礎調査 16.2  10.1 10.1  

②整備敷地の誘導施設等具体的需要調査 8.3 5.2 8.3  

③団地の将来像（未来像）及び整備構想の計画策定 51.9 60.5 60.5  

④基本計画策定 101.2 69.0 79.4  

※1 標準的な技術者は、業務の中心を担う職階として、仕様書に示した内容に対し、上司等の指導の下、経験を踏まえ主体的に一般

的な業務を実施できる職階相当を想定。 

※2 入札説明書３(1)に示す各業務をいう。 
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