
仕 様 書

１ 業務の名称

第 21 回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る通訳等業務

２ 履行期間

契約締結日の翌日から平成 28 年 9月 30 日まで

３ 業務の目的

  当機構が主催する国際会議（シンガポール、香港、大韓民国、日本の 4 か国会議）におけ

る同時通訳、現地視察及び懇親会等での逐次通訳、会議運営事務局補助を行うことにより、

会議等を円滑に運営することを目的とする。

４ 会議の概要について

(1) 会議名称

第 21 回アジア住宅都市関係公的機関会議（The 21th Conference of Housing and 

Urban Public Corporations in Asia）

(2) 開催日程

平成 28年 8月 31 日から平成 28年 9月 2日まで（３日間）

※なお、上記会議開催前に一度、日帰りにて会議会場等の現地確認を行う。日程につ

いては当機構の指示に従うこと。

(3) 開催場所

宮城県仙台市、牡鹿郡女川町等

(4) 参加機関

シンガポール 住宅開発庁       (HOUSING&DEVELOPMENT BOARD)

香港      香港房屋委員会   (Hong Kong Housing Authority)

大韓民国    韓国土地住宅公社 (KOREA LAND&HOUSING CORPORATION)

日本     独立行政法人都市再生機構(Urban Renaissance Agency)

(5) 参加人数

30名程度（日本含）

(6) 会議のタイムスケジュールについて

スケジュール概要については別紙１のとおり。



５ 業務内容

(1)事前準備

① 日時

平成 28年 8月 31 日（水）

10時 00 分から 15時 00 分

※10 時 00分に東北大学百周年記念会館 川内萩ホール１Fロビーにて集合

② 場所

(ア)東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 会議室１，２，３

住所：宮城県仙台市青葉区川内４０

(イ)ウェスティンホテル仙台

住所：宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１

③ 内容

会議会場及び懇親会会場設置機材（同時通訳ブース他機材）設営等

(2)発表者との事前打ち合わせ

① 日時

平成 28年 8月 31 日（水）

15時 00 分から 17時 00 分

各国 30分ずつ打ち合わせ

② 場所

ウェスティンホテル仙台

住所：宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１

③ 内容

翌日の会議の同時通訳に備え、日本、シンガポール、香港、大韓民国の発表者（各国

２名ずつ 計８名）と事前に用語、ニュアンス等のすり合わせを行う。

(3)歓迎懇親会（夕食会）

① 日時

平成 28年 8月 31 日（水）

18時 00 分から 21時 00 分 ※17 時 30分から受付開始

② 場所

ウェスティンホテル仙台

住所：宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１

③ 内容

会場の受付・懇親会の司会進行・挨拶等の逐次通訳、各国代表者の会話補助（日本語

⇔英語、日本語⇔韓国語）

※歓談時において、通訳者は円卓における各国代表団団長（３名）と主催国代表（１

名）の隣に着席の上、会話補助にあたること。



(4)会議（発表会）

① 日時

平成 28年 9月 1日（木）10時 00 分から 18時 00 分

※9時 15分に東北大学百周年記念会館 川内萩ホール１Fロビーにて集合

② 場所

東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 会議室１，２，３

宮城県仙台市青葉区川内４０

③ 内容

会議における同時通訳（日本語⇔英語、日本語⇔韓国語）

(ア)会議参加者数

３０名程度

(イ)会議形式

代表者からのプレゼンテーションとその内容に係る参加者全員でのディスカッ

ション

(ウ)発表者人数

８名 各国２名ずつ

(エ)発表内容等

・ 「都市防災と復興」と「コミュニティの構築」をテーマに論文の要約内容を

パワーポイントにてプレゼンテーション

・ パワーポイントは発表者 1名につき、英文３０００ワード相当（和文は４５

００文字相当）、スライド１５枚程度。

(オ)その他条件等

・ 会場音響機材操作及び全体調整を行う音響スタッフを配置すること（会場音

響にはオートミキシング機能はない）。また、別途音響機材が必要な場合は、

受注者にて用意すること。

・ 同時通訳・音響機材スタッフは２名以上配置すること。

・ 赤外線送受信機及び輻射機を用意すること。

・ 録音機材等一式（オペレーター、レシーバー40 個を含む。録音言語は日本語、

英語、韓国語、オリジナル）を用意すること。

・ 機材運搬は受注者にて手配すること。

・ マイク（有線×２無線×２、４チャネル同時使用可、電波方式）については、

会場備え付きであるため、用意する必要はない。

・ 会場内における同時通訳ブース等設備機器の撤去作業等も必ず行うこと。

(5)送別懇親会（夕食会）

① 日時

平成 28年 9月 1日（木）18時 40 分から 21時 00 分（予定）

② 場所

仙台 勝山館



宮城県仙台市青葉区上杉２－１－５０

③ 内容

司会進行・挨拶等の逐次通訳、各国代表者の会話補助（日本語⇔英語、日本語⇔韓国

語）

(6)現地視察（震災復興事業）及び昼食会

① 日時

平成 28年 9月 2日（金）8時 00分から 16 時 00分（予定）

※7時 45分にウェスティンホテル仙台 26階フロントレセプションにて集合。

② 場所

女川地区見学→ホテル松島大観荘にて昼食→仙台（バスで移動）

参考）ホテル松島大観荘

住所:宮城県宮城郡松島海岸ホテル松島大観荘

③ 内容

・ 女川地区現地視察の際の事業説明・質疑応答対応、昼食会の挨拶等の逐次通訳（日

本語⇔英語、日本語⇔韓国語）

５ 業務実施上の条件等

① 会議運営が円滑に進むよう、通訳コーディネータ等の簡易会話補助、通訳者のコーデ

ィネート等を担うスタッフを、適宜配置すること。

② 「５業務内容の(2) 発表者との事前打ち合わせ及び(4) 会議（発表会）については、

同一の通訳者（複数可）が担当すること。

③ 会場までの交通手段及び現地における宿泊、食事（以下④に記載する食事以外）は受

注者にて手配すること。

ただし、9 月 1 日から 2 日にかけての会場間の移動については、当機構にて手配する

バスに同乗の上移動すること。

④ 8/31（水）の夕食及び 9/ 1（木）の昼食については、当機構にて手配する。ただし、

実費は受注者にて負担（必要があれば現地にて精算）すること。なお、食事代の一名

あたり料金の目安は以下のとおりである。

8/31（水）夕食代 4,000 円程度／人

9/ 1（木）昼食代 1,500 円程度／人

※契約締結後、正確な金額を通知する

⑤ 会議前に配布する機構事業関連資料により、通訳者に事前学習を行わせること。

⑥ 契約締結後、通訳担当者等の人数、氏名と通訳実績がわかる資料(任意様式で可)を会

議前に機構に提出すること。

⑦ 会議での録音媒体は、ＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）とする。

６ 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当機構に報告すること。

(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、当機構と協議を行うこと。

７ その他

(1) 本業務を行う上で、機構担当者の承認を得ずに機構からの貸与品を自らまたは第三者に

利用及び複写並びに複製等を行ってはならない。

(2) 本業務を行う上で、その業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。また、本業務に関して取り扱う情報は、漏えい及び

滅失並びにき損の防止その他の適切な管理に必要な措置を実施しなければならない。

(3) 都市機構庁舎内等に立ち入る場合は、あらかじめ立ち入る者の氏名等を都市機構に通知

し、立ち入る者に氏名等を表す名札を着用させなければならない。

(4) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに機構担当者と協議の上、

適切に処理するものとする。

以 上



別紙１

日・曜日 時 イベント・場所

8月31日

（水）

10:00～12:00 会議会場設営

於 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 会議室１，２，３

13:00～15:00 当日のフロー確認打ち合わせ

受付、夕食会場準備等

於 ウェスティンホテル仙台

14:00～ 参加国ホテルチェックイン

15:00～17:00 各国発表者と同時通訳者事前打ち合わせ

各国 30分(1 名あたり 15分)ずつ打ち合わせ

於 ウェスティンホテル仙台

17:00～18:00 通訳者夕食（機構にて手配、実費を受注者現地にて精算）

17:30～

18:00～21:00

各国代表団夕食会集合・受付開始

歓迎夕食会

於 ウェスティンホテル仙台

9月 1 日

（木）

10:00～11:00 【会議 開始】

開会式

於 東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 会議室１，２，３

11:00～12:00 論文発表・ディスカッション

発表① 20分 発表② 20 分

ディスカッション 20分

12:00～13:00 昼食 休憩（機構にて手配、実費を受注者現地にて精算）

13:00～14:00 論文発表・ディスカッション

発表③ 20分 発表④ 20 分

ディスカッション 20分

14:00～14:10 休憩+準備 １０分

※通訳者もここで昼食（機構手配、実費を受注者現地にて精算）

14:10～15:10 論文発表・ディスカッション

発表⑤ 20分 発表⑥ 20 分

ディスカッション 20分

15:10～15:20 休憩+準備 １０分

15:20～16:20 論文発表・ディスカッション

発表⑦ 20分 発表⑧ 20 分

ディスカッション 20分

16:30～18:00 閉会式

【会議 終了】

18:40～21:00 送別夕食会

於 仙台勝山館

※通訳者は会議後夕食をとること。



別紙１

日・曜日 時 イベント・場所

9月 2 日

（金）

8:00～10:00 仙台→女川 移動

10:00～10:30 女川地区震災復興事業説明

於 女川町まちなか交流館

10:30～11:45 女川地区現地見学

11:45～13:00 女川→松島 移動

※通訳者はバス乗車中に昼食をとること。

13:00～14:30 昼食会

於 ホテル松島大観荘

16:00 仙台駅東口にて解散

※9/1,2 における会場間の移動については、当機構にて手配するバスに同乗の上移動すること。


