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平成 29・30年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関する業務 

 

１ 適用範囲 

(１)「平成 29・30 年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関する業務共通

仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」と

いう。）が発注する「平成 29・30年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展

に関する業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な

事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

(２)共通仕様書、「平成 29・30年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関す

る業務特記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）及び指示又は打合せ等の間に相違があ

る場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確

認して指示を受けなければならない。 

(３)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 

 

２ 履行期間 

 契約締結日の翌日～平成 31年 3月 22日までとする。 

 

３ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 

(２)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をい

う。 

(３)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第

20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

(４)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第

8条の規定に基づく現場代理人をいう。 

(５)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は

受注者が定めた者をいう。 

(６)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

(７)契約書とは、業務請負契約書をいう。 

(８)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 

(９)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準

を含む。）を総称していう。 

(１０) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件

を説明するための書類をいう。 

(１１) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

(１２) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定

める図書をいう。 

(１３) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が

回答する書面をいう。 

(１４) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させること

をいう。 

(１５) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面
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をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 

(１６) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督

員に対し、書面をもって知らせることをいう。 

(１７) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることを

いう。 

(１８) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について

監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 

(１９) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(２０) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(２１) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、受注者若しくは監督員と受注者

が対等の立場で合議することをいう。 

(２２) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又

はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(２３) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印した

ものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

(２４) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談によ

り行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び

管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 

(２５) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認すること

をいう。 

 

４ 業務着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければ

ならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うこ

とをいう。 

 

５ 監督員 

(１)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7条第 2項に規定した事項である。 

(２)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に

従うものとする。監督員はその指示等を行った後７日以内に書面で受注者にその内容を通

知するものとする。 

 

６ 配置技術者 

受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者（以下「配置技術者」

という。）は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 

なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合

はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を

満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

７ 管理技術者 

（１）本業務において、従事する管理技術者については、様式－１に基づき、氏名、保有資格

を記載し、監督員に提出すること。 



3 

（２）管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管

理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものと

する。 

（３）管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督

員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（４）担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督

員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 

 

８ 提出書類 

（１）受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経

て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求

代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現

場説明の際に指定した書類を除く。 

（２）受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式

を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わ

なければならない。 

 

９ 打合せ等 

(１) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義

を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿（A4 判））に

記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用

し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（A4判））

を作成するものとする。 

(２) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打

合せ記録簿（A4判））に記録し相互に確認しなければならない。 

(３) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と

打合せを行うものとする。 

 

１０ 業務計画書 

（１）受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員

に提出し、承諾を得なければならない。 

① 業務概要 

② 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。） 

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④ 業務の実施体制 

⑤ 打合せ計画 

⑥ 連絡体制（緊急時含む。） 

⑦ その他（業務の実施上、必要と思われる事項） 

（２）受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監

督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 

 

１１ 業務に必要な資料の取扱い 

（１）一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料について

は、受注者の負担において適切に整備するものとする。 
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（２）監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

（３）受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するもの

とする。 

（４）受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合に

は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

（５）受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複

写等してはならない。 

（６）受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならな

い。 

 

１２ 関係法令及び条例等の遵守 

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

 

１３ 成果物の提出 

受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了

報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 

 

１４ 検査 

(１) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」（各 3部）

とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図

書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならな

い。 

(２)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場

合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検

査に要する費用は受注者の負担とする。 

(３)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

 

１５ 業務完了手続き 

検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3部提出すること。 

① 引渡書 

② 完了払請求書 

 

１６ 契約の変更 

  発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 

① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合 

② 履行期間の変更を行う場合 

③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合 

 

１７ 再委託 

(１)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4条第 2項に基づ

き、様式－２の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 

再委託不可の

内容 

①業務の総合調整マネジメント 

②業務の中核となる成果資料の作成 
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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 

 

上記及び以下に規定する以外の業務 

特に承諾を要

しない業務 

補助的な業務 

［例］ 

・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 

・ トレース業務、模型製作、パース作成、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） 

 ※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断する

ものとする。 

 (２) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし

ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければ

ならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面

全てを受注者は提出しなければならない。 

 

１８ 情報セキュリティにかかる事項 

  受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

１９ 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）工事（業務）の施工（履行）に際して、暴力団員等による不当要求又は工事（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。 

 

以 上 
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様式－1 

 

 

 

管理技術者通知書 

 

 

 

平成 27年  月  日 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長  関口 律 殿 

 

 

受注者 

住所 

氏名               印 

 

 

平成 29 年  月  日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8 条

に基づく管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務請負契約書第 8条に基づき通知しま

す。 

 

 

契約件名： 

 

 

記 

 

 

管理技術者※1 

氏 名 保有資格 取得年月日（登録番号） 

 

 

 

 

 

（         ※2） 

  

 

※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式－3に変更がある場合は、新たに様式－3を作成して提出すること。 

※2 （  ）内は、担当技術者を記載すること。 
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様式－2 

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 

総務部長 関口 律 殿 

 

受注者 住所 ○○○○○○ 

株式会社○○○○ 

氏名 ○○ ○○ 印 

 

契約名称：  

 

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、名称） 

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○ 

株式会社○○○○ 

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の 

契約予定額 

○○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※ 見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の 

選定理由 

（再委託する必要性） 

○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努

めるため。 

（再委託の相手方の選定理由） 

株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○

○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、

納期も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間で

の業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるた

め。 

 

以 上 
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平成 29・30年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関する業務 

特記仕様書 

 

１ 適用範囲 

本業務は、契約書及び「平成 29・30 年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に

関する業務共通仕様書」（以下｢共通仕様書｣という。）によるほか、本「平成 29・30 年度団地景観

及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関する業務特記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）

に基づき実施しなければならない。 

 

２ 業務の目的 

団地にある美しい景観や緑環境が、地域の財産として価値のあるものであるという認識を、団

地にお住まいの方のみならず、地域にお住まいの方々とも共有することを目的として「ＵＲ賃貸

住宅 団地景観フォト＆スケッチ展」を 2008年より実施している。これらは、団地には人がふれ

あって暮らすなかで育まれたコミュニティがあること、ＵＲ都市機構が美しい景観作りや環境配

慮のための活動を実践していることなどを、一般の皆様に広くお知らせし、ＵＲ都市機構の取り

組みについてご理解いただく機会にもなっているところ。 

また、ＵＲ都市機構では東日本大震災に係る復興支援事業を 22 の被災自治体で実施しており、

復興事業への取り組みについて外部へ向けての情報発信を強化するため、「東日本大震災 復興フ

ォト＆スケッチ展」を 2014年から実施している。 

本業務では団地景観及び東日本大震災復興をテーマとして、一般の方々を対象にフォト＆スケッ

チ展を実施する。本フォト＆スケッチ展は、作品の技巧の良し悪しばかりではなく、写真とスケッ

チに併せてメッセージを収集し、団地への想いや、景観、コミュニティ、暮らし及び東日本大震災

の被災地の復興状況（ハードの整備、人々の生活、復興イベントなど）を一般の方々に表現してい

ただくことで、ＵＲ都市機構の各方面への取り組みをＰＲすることを目的とする。 

 

３ 用語の定義 

この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書３用語の定義に定めるところによる。 

 

４ 業務の履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日～平成 31年 3月 22日までとする。 

 

５ 業務の内容 

本業務の目的より、業務の内容については以下のとおりである。 

Ⅰ 団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展 2017及び 2018の開催 

（※毎年１回、計２回 それぞれのフォト＆スケッチ展を同時開催する） 

（１）開催のＰＲの実施業務 

（２）応募作品にかかる実施業務（ネット応募含） 

（３）入選作品にかかる実施業務（ネット投票含） 

 ※（1）～（3）は、ＨＰ作成のための資料作成まで 

Ⅱ アーカイブデータの構築 

・アーカイブデータ構築に係る実施業務 

Ⅲ 応募作品展の実施 

（１）各年作品展の実施 

（２）過去作品（団地景観：2008～2012、2014～2018、復興：2014～2018）を活用した総合イベン

トの実施 

※（1）～（2）は、ＨＰ作成のための資料作成まで 
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なお、業務の内容の詳細については、別紙 1を参照のこと。 

また、過年度のフォト＆スケッチ展の実施状況、応募作品集については下記を参照のこと。 

都市デザインＨＰ 「フォト＆スケッチ」 

          http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/sumit/index.html 

 

６ 機密保持 

本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監

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

際の事務所及び什器使用料は無償とする。 

（１） 機構が提供する具体地区及び団地等に関連する資料 

（２） 本業務に関連する個人情報 

 

７ 交通費の負担 

本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督員

が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 

 

８ 貸与品等 

機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。 

 

９ 物品の購入 

本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面に

より監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理

者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 

 

10 管理技術者 

（１）本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書様式－1 に基づき、氏名、保

有資格を記載し、監督員に提出すること。 

（２）管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び８貸与品等に示す基準等を充分

に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を

行うものとする。 

（３）管理技術者は、監督員との打合せを 1回／月程度実施するものとする。 

（４）管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員か

らの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（５）担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に

業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 

 

11 成果物 

本業務における成果物は別紙１のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用し

てはならない。 

 

12 疑義 

本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協

議等のうえ実施するものとする。 

以上  



別紙　１

概算数 個数・仕様等

Ⅰ団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチコンテストの開催 ※毎年１回、計２回　それぞれのフォト＆スケッチ展を同時開催すること。

(1) 開催のＰＲの実施業務

   (1-1)2015、2016フォト＆スケッチ展　開催概要ポスター、応募要項（ＤＭ）の配布によるPR ※下記数量はコンテスト１回あたりの数量。計２回実施する。

①コンテスト開催概要ポスター・チラシの作成及び印刷（２パターン） 印刷枚数

・ ポスター　カラーA２版程度　印刷 4600枚 ポスターサイズはA２判(１枚あたり45ｇ
程度）

・ チラシ　カラー両面Ｂ４判二つ折程度　印刷 60000枚 チラシサイズはB４判（折でB5判サイ
ズ、１枚あたり12ｇ程度）

　　 ②発送 送付箇所 送付量

a 被災３県行政 30箇所 １箇所あたり、ポスター20枚、チラシ40
枚

b 全国のその他 300箇所 １箇所あたり、ポスター1枚、チラシ3枚

c UR団地の団地管理サービス事務所 760箇所 各事務所の所掌団地数(791団地)あ
たり、ポスター2枚、チラシ30枚

d UR営業センター 85箇所 １箇所あたり、ポスター2枚、チラシ30
枚

e 住まいセンター 45箇所 各センターの所掌団地数(963団地)あ
たり、ポスター2枚、チラシ30枚

f UR各支社 80箇所 １箇所あたり、ポスター枚

g ２００８年～２０１６年応募者 2000箇所 １箇所あたり、チラシ1枚

計 3300箇所 ※原則全て郵送

・ 上記d,e,fについては社内便が利用できる場合はＵＲから発送するため、梱包等送付
にかかる作業を実施し、UR本社に届けること。

③発送にかかる仕様　

・ ポスターはA３封筒または筒で送付、A３ボール紙同封、チラシは同封または別送等、
送付にかかる料金一式

・ 一箇所あたりＡ４一枚の送付状同封（データのみ支給）

・ 梱包等送付にかかる作業を含む。

 　(1-2）コンテストのＰＲのための資料作成

①ＨＰによるＰＲ資料の原稿作成（企画書、ポスター、チラシを参考に原稿を作成）

・ 原稿案の作成実施（開催予告・応募要項・応募開始・応募終了・応募結果・審査結
果・審査講評）

http://www.ur-
net.go.jp/urbandesign/sumit/index.html

・

　 ②ＰＲ媒体におけるＰＲ

・ 公募ガイド等の応募系誌１ページモノクロＰＲ程度を１誌ないし２誌程度を適宜実施等

・ ネット賃貸情報等においてバナー掲載の適宜実施等

・ ＵＲ都市機構ＨＰのバナー作成　２箇所（機構ＨＰトップ・震災復興ページトップ）
（■ サイズ　195*40ピクセル　■ 形式　ｊｐｇファイル）

・ ＵＲ冊子用掲載データ　Ａ４判１枚程度　2箇所程度

・ インターネット検索サイトにおける広告の実施

・ 被災３県におけるＰＲの検討及び実施

・ その他提案により検討実施

作成するデータはそれぞれ違うデザインではなく、再活用して よい

１　平成29・30年度団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展に関する業務　業務内容　詳細仕様一覧

項　　目

ＨＰへの掲載のための、ページデザイン、html化、アップロードにかかる作業は、本業務に含まない。
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概算数 個数・仕様等

(2)応募作品にかかる実施業務

   (2-1)応募作品の登録整理の実施

① 応募作品の登録整理（団地景観部門、震災復興部門に分けて整理） 電子データ及び現物での受付を行う

・ 入力フォームに基づく応募作品のデータ入力（概ね2000件程度予定）、 正式団地名称記載のための団地名
称確認作業を含む

・ 郵送応募作品のスキャニングの実施[高解像度(400dpi・3～5ＭＢ程度）、低解像度500
ＫＢ程、jpg]、応募作品のデータナンバリングの実施

概ね1500枚程度

・ 応募作品のファイリングの実施（Ａ４チューブファイル、郵送応募作品＠クリヤー台紙１
枚による）、応募作品のナンバリングの実施（シール等）

概ね2000枚程度綴じ込み

・ 資料の保管の実施、ＵＲ控え用の、写真の応募作品及び応募者直筆の応募用紙に
ついて、１作品につきＡ４サイズカラーコピー１枚または、Ａ４サイズ白黒コピー及びＡ４
サイズカラーＰＤＦデータを、印刷または印刷とデータ提出（ＤＶＤ）を実施。
スケッチの応募作品については、応募作品と応募者直筆の応募用紙について、同じ
サイズ程度（Ａ３でもＯＫ）のカラーコピー１枚または、Ａ３等サイズ白黒コピー及びＡ3
等サイズカラーＰＤＦデータと、応募者直筆の応募用紙について、印刷または印刷と
データ提出（ＤＶＤ）を実施

郵送または、手渡し

・ 規定審査の実施（応募要項内容についての確認によるＮＧ作品の抽出） ＮＧ作品については、ＮＧ表示（シー
ル等）の実施。なお、団地名の確認業
務も含む。判別不能な場合はＵＲ監
督員に確認すること。

・ 応募作品内容類型の実施

・ 応募作品についてリスト化しキーワードで検索可能なデータベースを作成する（各
1000点程度）。
団地景観のリストの項目は、審査結果、団地名、管理用ファイル名称、全体イメージ
（近景、遠景、借景）、四季、人物（大人、子ども、高齢者、家族、人物群）、人の活動
（祭、季節イベント、清掃活動、遊び、スポーツ、日常の風景）、街並み・団地風景（団
地内通路、街並み、照明・夜景）、建物（住棟、共用部、中層ＥＶ、壁画、集会室、部
屋、ベランダ、団地内商業施設等、広場・公園（広場、公園）、屋外施設（駐車場、駐
輪場、給水塔、遊具、アウトドアファニチャー、モニュメント）、並木・林（並木、林、緑
地、緑道）、シンボルツリー・花等（シンボルツリー、花・花壇、桜、紅葉、屋上・壁面緑
化）、水辺（川・運河、海、池・プール、ビオトープ）、自然（雪、雨、夕暮れ、朝焼け、
山、空、鳥・虫）、その他を基本とし、監督員の指示により作成すること。
復興のリストの項目は、監督者と協議を行い決定し作成すること。

   (2-2）一次審査に付随した作業の実施 一次審査はＵＲ担当者による審査

・ 規定審査を通過した作品の一次審査用会議室の準備及び作品の掲示及び選出作品
の整理、片付けの実施。

会議室は業務受託者が準備するこ
と。運送費用等は掲示手間に含むも
のとする。

・ 一次審査に必要な資料の作成

・ その他、一次審査に係る備品等準備、審査補助

   (2-3）二次審査に付随した作業の実施 二次審査は、ＵＲ全役職員及びＵＲ
関連会社職員による投票審査。審査
期間は２週間程度とする。

・ 一次審査通過作品の集計の実施

・ 投票会場（３カ所）における審査用パネルの掲示（設置、片付け）、備品等準備、審査
会の補助

一次審査の会場となる会議室はＵＲ
の本社（横浜）、東日本賃貸住宅本部
（新宿）、西日本支社（大阪）の３カ所
とし、審査期間中展示を行う。運送費
用等は掲示手間に含むものとする。

・ インターネットを活用したＵＲ役職員、ＵＲ関連会社職員による二次審査投票の実施 セキュリティが確保される外部サイトの
利用も可能。審査作品点数に留意し
てシステムを構築すること。

  (2-4)有識者審査に付随した作業の実施

・ 審査員となる有識者の候補案の作成 20名程度を候補を選定し、ＵＲ担当者
へ提示すること。

・ 審査員候補者との調整 審査員候補者に対して、審査員受諾
までの調整・事務手続きを行う。

・ 二次審査作品の集計の実施

・ 審査会場における応募作品の掲示（設置、片付け）、備品等準備、審査会の補助 審査会場は、東京駅周辺とし、受託
者が確保すること。

・ 有識者審査会当日の昼食、お茶、事務用品等の準備(審査員4名、事務局５名程度）

・ 有識者審査員謝礼（審査員4名の予定） 一式

・ 有識者審査の実施にともなう内容の録音、テープ起こし等による、ＨＰ及び報告書掲
載用の文章作成の実施

4

項　　目



概算数 個数・仕様等

(3)入選作品にかかる実施業務 ※下記数量はコンテスト１回あたりの数量。計２回実施する。

   (3-1)入選作品に付随した作業の実施

・ 全体応募概要、入選作品の諸データ（作品、団地名称、応募者氏名、住所、タイトル、
メッセージ内容、審査員のコメント等）を整理したエクセルデータ、パワーポイントの作
成実施

５０作品程度　、規定についても再度
確認

・ 入選作品賞金（商品券等）・副賞（復興関連ギフト等） 一式

・ 入選作品賞金（商品券等）・副賞（復興関連ギフト等）の送付（現金書留、Ａ４１枚送り
状同封（送り状作成印刷含む）

５０箇所程度

・ 入選作品集の作成（サイズ220×220ｃｍ程度、4ｃ/4ｃ　団地景観、復興それぞれ40
ページ程度）
色校2～3回程度
入選作品集のコンセプト作成による企画内容の提案書の提出も含む

・ 入選作品集の印刷 一式 合計8000部程度

   (3-2)入選作品のＰＲに伴う作業の実施

① 入選作品ＰＲのためのＨＰ原稿案の作成

・ 原稿案の作成実施
・

② 入選作品展示パネルの作成及び印刷

・ 団地景観入選作品展示パネルの原稿作成 Ａ１サイズ程度10枚

・ 復興入選作品展示パネルの原稿作成及び印刷 Ａ１サイズ程度10枚

③ 復興ＰＲ用展示会用 　県別応募作品パネル、ＵＲ事業紹介パネル、常設展示用パネ
ルの作成

　
パネルは、Ａ１サイズ30枚程度×4セッ
ト程度

   (3-3)入選作品集の送付の実施 ※下記数量はコンテスト１回あたりの数量。計２回実施する。

a 被災３県行政 30箇所 １箇所あたり、入選作品20冊

b 全国のその他 300箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

c UR団地の団地管理サービス事務所 760箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

d UR営業センター 85箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

e 住まいセンター 45箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

f UR各支社 80箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

g 応募者（応募状況によって1割程度の増減あり） 1000箇所 １箇所あたり、入選作品1冊

計 2300箇所 ※原則全て郵送

・ 全てＡ４判封筒で郵送（送り状１枚同封、送り状の作成印刷含む）

・ 上記d,e,fについては社内便が利用できる場合はＵＲから発送するため、梱包等送付
にかかる作業を実施し、UR本社に届けること。

Ⅱアーカイブデータの構築 ※毎年１回、計２回　実施すること

(1 )アーカイブデータ構築に係る実施業務

   (1-1)アーカイブデータの製作

　　 ①アーカイブデータベースへのコンテスト応募作品データの収納

・ 団地景観と震災復興をそれぞれ作成

a ＵＲ職員が作品を閲覧・検索できるアーカイブデータベース（2008～2012）にフォト＆
スケッチ展2015.2016応募作品のデータを収納し、DVD-Rに保存する。
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Ⅲ　応募作品展等の実施

(１)応募作品展の実施 ※作品展は各コンテスト１回、計２回開催する。
　(1-1)作品展の企画、実施、アンケート

・ 会場確保、会場設営・撤去、パネル作成、作品展ＰＲ用ポスター・チラシ作成、印刷そ
の他実施に係る費用負担を含む

会場は、「国道４号地下歩道（東京メト
ロ三越前駅地下コンコース）」及び福
島県、宮城県、岩手県のイベントス
ペースで各１箇所。それぞれで３日間
程度開催する。平成30（2018）年度
は、「国道４号地下歩道（東京メトロ三
越前駅地下コンコース）」の代わりに
地方（東京・名古屋・大阪・九州）の公
共施設で行う。なお、会場の条件によ
り、期間中のスタッフ立ち合いを行う。

・ 期間中アンケートの実施、集計を行う
　(1-2)都市デザインＨＰによる作品展のＰＲ及び実施報告のためのデータ作成

・ ＨＰにおけるＰＲ及び実績報告のためのデータ作成（企画書、ポスター、チラシを参考
に原稿を作成）

（2）2014～2016フォト＆スケッチ展の作品ＰＲに係る総合イベントの実施

・ 会場確保、開催ＰＲ、会場設営・撤去、会場運営、パネル作成、作品展ＰＲ用ポス
ター・チラシ作成、印刷その他実施に係る費用負担を含む

会場は多数の人が往来する商業施設
を想定。期間は３日間程度とする。

・ 期間中アンケートの実施、集計を行う

項　　目

ＨＰへの掲載のための、ページデザイン、html化、アップロードにかかる作業は、本業務に含まない。

」



２　成果物

　(１)主な成果物の内容は以下のとおり
① 開催のＰＲの実施業務

・ コンテスト開催概要ポスター、応募要項

・ コンテスト開催概要ポスター、応募要項（チラシ）の送付先及び各送付量一覧（アウトプット及びデータ）

・ コンテスト開催概要ポスター、応募要項（チラシ）の発送仕様一覧（アウトプット及びデータ）

・ 都市デザインホームページ掲載原稿（アウトプット及びデータ）

・ 実施ＰＲ媒体報告一覧（アウトプット及びデータ）

・ ＰＲ媒体用原稿（アウトプット及びデータ）

②応募作品にかかる実施業務の成果物

・ 全応募者データベース（アウトプット及びデータ）

・ 全応募者作品（フォト＆スケッチ）（データ）

・ 応募作品分類、景観形成要素等考察まとめ（アウトプット及びデータ）

・ 投票審査アンケートまとめ

・ 審査会内容のホームページ掲載原稿（アウトプット及びデータ）

③入選作品にかかる実施業務の成果物

・ 入選者属性データ（アウトプット及びデータ）

・ 入選作品集データ一式

・ 入選作品パネル、展示会用パネル、展示会告知ポスター・チラシ、審査結果ポスター　データ一式

・ 入選作品集送付仕様（アウトプット及びデータ）

④入選作品集　10000部

⑤アーカイブデータを納めたDVD-R

⑥技術・コスト管理部報告用のパワーポイント

⑦その他調査職員の指示によるもの

　(２)成果物作成における注意点は以下のとおり
・ 成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。

・ 各アウトプットまとめて、目次、見出し等をつけてわかりやすくファイリングし、背表紙に業務名称を記載して

報告書として提出する。

・ データは、アウトプットがあるものはその順序と同じとして、ＤＶＤにＰＤＦデータで1つ作成しかつ、

データ作成したオリジナルデータでも同様なものを作成して提出する。

・ 成果物の引渡し前にアウトプット及びデータの提出及び作成方法等について、調査職員と協議すること。
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３ スケジュールについて

平成29.30年度全国団地景観及び東日本大震災復興フォト＆スケッチ展の主なスケジュール概要は以下のとおり

Ｈ29年度

4月中旬　　ホームページ　告知掲載

　　　　　　　フォト＆スケッチ展開催ポスター・チラシの印刷
～　　　      ＰＲ媒体用データ作成

５月中旬　　ホームページ　応募要綱掲載

　　　　　　開催ポスター・チラシの送付実施
　　　　　　　PR実施

　　　　　　  応募作品募集開始

～ 　　　　　作品集、パネル、ポスター等のデザイン案検討

8月下旬　　応募期間完了

～　　　　　  応募作品ＤＢ作成、審査準備

10月中旬　 応募作品審査

～

12月上旬　　審査完了

～ 　         作品集作成 　　

               パネル・ポスター　作成

12月下旬　　ホームページ審査結果掲載

　　　　　　　　　　　〃 　　　作品展実施告知

　　　　　　　　　　　〃　　　次年度開催告知

2月上旬～　作品展開催

3月上旬　ホームページ作品展開催報告

Ｈ30年度

～　　　　　フォト＆スケッチ展開催ポスター・チラシの印刷
　　　      　ＰＲ媒体用データ作成

Ｈ28.3月中旬　　ホームページ　応募要綱掲載

　　　　　　開催ポスター・チラシの送付実施
　　　　　　　PR実施

　　　　　　  応募作品募集開始

～ 　　　　　作品集、パネル、ポスター等のデザイン案検討

6月下旬　　応募期間完了

～　　　　　  応募作品ＤＢ作成、審査準備

8月中旬　 応募作品審査

～

10月中旬　　審査完了

～ 　         作品集作成 　　

               パネル・ポスター　作成

10月下旬　　ホームページ審査結果掲載

　　　　　　　　　　　〃 　　　作品展実施告知

1月～　作品展、総合イベント開催

3月上旬　ホームページ作品展、総合イベント開催報告

※ 詳細なスケジュールについては、進捗に伴い作成予定。
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