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２９－景観モデル団地の調査及び情報発信等業務

特記仕様書

１ 適用範囲

本業務は、契約書及び「２９－景観モデル団地の調査及び情報発信等業務共通仕様書」（以下｢共通

仕様書｣という。）によるほか、本「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

都市再生の推進に当たり、良好な都市デザインの実現は、社会資産の視点からも、事業価値を高め

る視点からもその重要性を増している。本業務は、機構事業地区におけるまちづくり、機構賃貸住宅

団地の景観形成等についてデータの収集及び情報発信を行い、具体的なまちづくりや景観形成誘導等

の検討に資する情報の共有及び普及、並びに都市デザインの発展に寄与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２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、平成 29 年４月３日から平成 30 年３月 23日までとする。なお、「５業務の内

容」に記載のとおり業務期間途中での成果品提出が必要な項目があるので留意すること。

５ 業務の内容

本業務の内容は以下のとおり。

（１）以下による団地データ及び昨年度までの成果品を基に、当機構住宅募集部門のホームページに

おいて既に公開されている立地条件・間取り等の情報を補完するために、団地景観の魅力につい

てお客様に発信できる情報をホームページ用データとして作成・更新する。なお、ホームページ

は平成 28 年度にリニューアルした「美団地 KANSAI」をベースとし、既コンテンツである「美団

地図鑑」「Photo」「Design」「Life」「Interview」について、内容の充実化を図る。

①「Design」における、ＵＲの資料提供資料及び現地調査、取材、写真撮影等に基づく、コン

テンツ内容作成及びアップロード等を含む更新業務。

・主に西日本支社の所管するＵＲ賃貸住宅団地でリノベーションや改修工事を行った 15

団地程度を対象に、住棟やランドスケープを含む空間のデザインや設計意図、また、団

地の配置計画やコミュニティ活動などにより形成される景観の特徴などについて調査及

び整理を実施するとともに、各団地を特徴づける代表的な景観の構成要素や団地景観の

魅力を存分に表現するビジュアルデータの収集を行う。

・調査項目は、配置計画、デザイン、緑環境、照明計画、景観の特徴、動線骨格、プレイ

ロット等の状況評価などの中から団地毎に１～数個設定し、一つの項目毎に 400 字程度

の文章と 4～10 枚程度の写真でまとめる。

②「Photo」における、ＵＲの資料提供資料及び現地写真撮影等に基づくコンテンツ内容作成

及びアップロード等を含む更新業務（1 月に 1回程度。)

・団地の魅力を存分に表現する複数写真のスライドショーを閲覧できるように、団地やカ

テゴリーの新規作成や写真の追加を行う。

・撮影した写真は、他のコンテンツにおいても使用できるものとする。

別添



2

③「Life」における、ＵＲの資料提供資料及び現地取材、現地撮影写真等に基づく、コンテン

ツ内容作成及びアップロード等を含む更新業務（合計８回程度）。

    ・特定のテーマや団地に存在するライフスタイルや暮らしの場面における様々な切り口

（遊び、子育てサークル、共同花壇・菜園、祭り、コミュニティカフェ（ふれあい喫茶）

等）を積極的に取り入れた内容による記事を執筆する。

・団地におけるコミュニティ活動の協力、取材、写真撮影、ヒアリング調査等を行う。

・大阪芸術大学との協働によるアートプロジェクトについて、プロジェクトの協力及び

取材を行う。

④「Interview」における、取材及び写真撮影等に基づく、コンテンツ内容作成及びアップロ

ード等を含む更新業務（取材交渉や写真撮影も含む。計３回程度）。

  ・当機構の関係者、お住まいの方、設計担当者、他業界の著名人等のまちや団地に関連す

る人物への取材を行い、記事を執筆する。なお、取材においては、対象となる分野や執筆

内容に適した専門者を配置すること。

⑤「美団地図鑑」における、上記①から④における内容を反映させた扉ページ作成及びアップ

ロード等を含む更新業務。

              ・表示される写真の選定、新規団地の説明文作成、及び各コンテンツや関連サイトへのリ

ンク追加や更新を行う。

     ⑥過年度までの成果品である旧ホームページ内の情報について、構成や文章、写真などを見直

し、現在のホームページに合わせた体裁に整える。（２～３団地程度。過年度実績に係る関

係資料は機構から貸与する。）

⑦昨年度までの成果品についても改善や情報更新を行い、また別の視点から新たな魅力付けを

行う。（適宜実施）

    

昨年度までの成果については、以下のウェブサイト「美団地 KANSAI」及び旧「美団地」、

Facebook ページ「美団地に住もう。」、Instagram「美団地 KANSAI」を参照。

ホームページ

http://vidanchi.jp/kansai/

http://www.ur-net.go.jp/kansai/vidanchi/index.html （旧ホームページ）

https://m.facebook.com/vidanchikansai

https://www.instagram.com/vidanchi_kansai/

なお、作成するコンテンツ内容は、写真やイラスト、図版、読み物を交え、わかりやすい表

現を用いることで、楽しく読むことができるものとする。また、パソコンだけでなく、スマー

トフォン・タブレットでも読みやすい記事構成とすること。

また、各コンテンツ内で使用する写真については、情報発信用として使用できるように、専

門の撮影者配置や画質の配慮だけでなく、季節、場所の選定、撮影時間、撮影方法や加工の工

夫等を行うこと。

  コンテンツ内容作成に併せ、情報発信上、有効なキーワードを設定し、データについては各

キーワード（13 字以内）で検索が可能な機能として整理する。（例えば、「並木」というキー

ワードを選ぶと並木のある団地が探せる。）

全てのコンテンツにおいて、ＵＰ前には指示者の確認を受けてから出稿するものとする。

（２）当機構西日本支社が管理するサーバーと契約(1 年契約)し、運営や維持管理及びシステム管

理を行う。なお、使用するサーバーは以下の通り。

KDDI ウェブコミュニケーション(https://www.cpi.ad.jp/)

CPI シェアードプラン ACE01 (https://www.cpi.ad.jp/shared/index.html)

（３）情報発信の全体マネジメントを行い、内容の照査及び更新頻度やコストについて管理を行う。

（４）ウェブサイトの効用について把握し、情報発信内容やウェブサイトの改良に反映することを
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目的として、サイトへのアクセス結果の分析を実施することとし、分析結果については１月ご

とに１回ずつ定期に行うこと。分析のためのアクセス数データは指示者より提供する。

（５）その他情報発信及びページ全体の更新に関する業務を行う。

ＵＲ賃貸住宅の入居促進あるいはＵＲ都市機構の企業イメージの向上を目的とし、住民参加

あるいは教育機関等との協働によるＵＲ賃貸住宅を題材としたワークショップや勉強会及び

それらの模様をコンテンツとした情報発信を実施する。

・ コンテンツを元にウェブサイト用データとして作成（「美団地」掲載ページの 10 ペー

ジ相当分程度とする。）

・ これに関連して必要となる現地取材は 10 回程度とする。

以上の業務を進めるにあたっては、指示者との月１～2 回程度の検討打ち合わせを行うことと

し、これにあたっての検討資料の作成、現地調査の実施、お住まいの方や設計担当者等へのヒア

リング、団地データシートやＨＰ作成上必要となる図版（配置図等）作成も本業務に含むものと

する。

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、指示

者の指示があった場合においては、指示者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。

・本業務の検討対象とする団地等の情報及びこれに関連する個人情報（著作権、肖像権が存在する

と想定される図版、写真等を想定）

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、特別な事由により指示者が

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

本業務の遂行に当たり、本業務に関連する資料等を貸与する。

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委託者が負担する場合は、書面によ

り指示者の承諾を得なければならない。購入した物品は委託者の所有とし、受託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、様式－1に基づき、氏名、保有資格を記載

し、指示者に提出すること。

（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、指示者との打合せを 1～2 回／1 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指示者に適宜報告するものとする。また、指示者から

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、指示者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、指示者に業

務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
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11 成果物

本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は委託者の許可なく発表又は引用して

はならない。

（１）本業務にかかる報告書一式（A4版製本） 2部

（２）本業務にかかる報告書の概要版（A4 判及び発表用パワーポイント）  各 2 部

（３）上記（１）（２）に関する原稿一式及び電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告

書形式等のＰＤＦによるデータ、画像データ)（CD又は DVD） 2 部

（４）ウェブサイト公開及び SNS 用資料一式の電子データ（CD又は DVD） 2 部

（５）その他、本業務実施のために取得した参考資料

成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、指示者と協議すること。

成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 12年法律第 100
号）に適合すること。

12 業務完了手続き

業務完了後速やかに、以下の書類を指示者に各 3 部提出すること。

（１）完了届

（２）納品書

（３）引渡書

（４）精算報告書

（５）完了払請求書

13 再委託

共通仕様書 15（２）に定める再委託の要件を満たす者に、本業務の一部を委託する場合には、あ

らかじめ様式－2 に基づき再委託承諾申請書を提出し、承諾を得なければならない。

14 知的財産権等の取扱い

① 業務上の成果として発生する写真、図版、イラスト、キャラクター等（以下、作品とする）に

対する著作権及び興業所有権等の知的財産権については委託者に属するものとする。

② ①について、当業務履行期間中及び業務完了後永続的に当機構に無償の実施権を設定するもの

とし、作品の展示、出版及び以下に記載する行為に関する権利を当機構が保有する。

・作品のホームページによる公開

・作品を転載・活用した図書、物品等の作成公開、展示及び図書、物品等の製作のための設計

及び製作者の選定。

・図書、物品等の製作に際し、事情により作品の一部を修正して活用。

③ 当機構が指定した製作者に当機構の了解を得ることなく図書、物品等製作させないものとする。

15 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、指示者と協議

等のうえ実施するものとする。

以 上
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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西日本支社

支社長 ○○ ○○ 殿

受託者

住所

氏名              印

平成  年 月 日付け業務委託契約を締結した次の業務について、業務委託契約書第 7条に

基づく管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務委託契約書第 7 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

再委託承諾申請書

独立行政法人都市再生機構西日本支社

支社長 ○○ ○○ 殿

受託者（請負者） 住所 ○○○○○○

株式会社○○○○

氏名 ○○ ○○ 印

契約名称：○○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、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


