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平成 30年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウムに係る企画補助・運営等業務

仕様書

１．履行期間

契約締結日の翌日から平成 30 年 12月 21 日まで

２．業務の目的

ＵＲのソフト・ハードに関する様々な取組みを紹介する場として、平成 30 年秋に開催するＵＲ

ひと・まち・くらしシンポジウムの企画補助・運営を行い、効果的な企業ＰＲを実現する。

３．業務の内容

（１）対象イベントの概要

名称：（仮称）平成 30 年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウム

① 東京会場

期日：平成 30 年 10月 23 日（火）（予定）

会場：日経ホール（東京都千代田区大手町 1-3-7）

610 席、展示スペース有（3 階及び 4 階ホワイエ（別紙参照））

② 大阪会場

期日：平成 30 年 10月 16 日（火）（予定）

会場：阪急うめだホール（大阪府大阪市北区角田町 8-7 阪急うめだ百貨店うめだ本店 9 階）

408 席(最大)、展示スペース有（入口周辺（別紙参照））

※両会場とも、展示スペースの一部を使用し「調査研究に関するポスター展示・説明」を実施予定。

※両会場とも、開催日の午前中に設営・リハーサルを実施し、午後から１９時程度までシンポジウムを

開催する予定とする。

（２）業務内容

東京及び大阪会場について、構成と業務内容を以下に示す。

なお、ＵＲひと・まち・くらしシンポジウムについて、下のＨＰを参照。

平成 29 年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウム ⇒http://www.ur-net.go.jp/rd/houkokukai

構成 項目 内容

シンポジウム企

画補助・運

営業務

〈ホールで実施

する報告会、講

演の運営〉

1．開催プログ

ラムの企画補

助等

① 開催プログラムの企画補助等

・スケジュール作成等の開催プログラムに係る企画補助

・外部有識者打合せに係る資料作成

・広報活動計画の策定及び実施

2．配布資料等

の作成

① パンフレット（報告課題・調査研究に関する発表資料）、

アンケートの版下作成、印刷

・パンフレット：約 1,450 部

仕様(想定)⇒A4、4色(カラー)、両面、64 頁程度

部数⇒東京：800 部,大阪 500 部,内部等配布用 150 部

・アンケート：約 1,300 部

仕様(想定)⇒A3、1色(白黒)、両面二つ折り、1 枚程度

部数⇒東京:800 部、大阪 500 部

※印刷費は本業務には含まない。
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② ポスター・ダイレクトメール（ＤＭ）のデザイン企画及び

版下作成

・ポスター・ＤＭのデザイン企画及び案の作成（３案程度）

・ポスター・ＤＭの版下の作成

・ポスターは B2 サイズ(1 デザイン、2会場分)を想定。

・ＤＭは B5サイズ(1 デザイン、2 会場分)を想定。

※ＤＭはポスターデザインを元に作成。

※印刷費は本業務には含まない。

3．発送準備 ① ポスター・ダイレクトメールの発送準備について

  ・宛名データ整理の補助業務

  ・ＤＭに宛先ラベル(支給する宛先データを用い、宛先ラ

ベルの印刷)を貼付（発送部数：東京 5,200 部程度、大

阪 1,700 部程度）

・ポスター及び挨拶文（支給品）を角２封筒(支給品)に封

入、宛先ラベル(支給する宛先データを用い、宛先ラベ

ルの印刷)を貼付（発送部数：東京 400 部（内折あり 390

部）、大阪 100 部（内折あり 90 部））

※発送費は本業務には含まない。

4．ウェブサイ

ト

① ウェブサイト掲載ページの企画制作

・過年度ページの更新業務

5．会場設営・

準備

① 運営計画作成

  運営マニュアル、進行台本の作成

② 看板等制作

  ステージ吊り看板、入口立て看板等の作成

※設置に係る費用は本業務に含まない。

③ 配布資料(パンフレット、アンケート、その他案内ビ

ラ等)の準備・搬入

④ 会場設営

・受付スペース、アンケート記入机・展示スペース等設営

・受付備品（名刺受、筆記用具等）、アンケート回収箱、

演台用生花、給茶セット等の用意

・展示パネル等必要備品の発送

⑤ 機器の準備

・講演用パソコン、レーザーポインター、卓上時計等

⑥ リハーサル

・設置した機器の動作確認、報告者発表リハーサル対応等

⑦ 運営(下記人数は 1 会場分の想定人数)

  誘導(6)、受付(4)、進行管理(2)、VIP 対応(2)、展示（1）

機器操作(1)、その他必要な人員 ( )内は想定人数

※会場使用料及び会場備付の設備・機器等の使用料は、本業

務に含まない。
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6.記録等 ① 質疑応答記録、写真記録、映像・音声記録、講演録

② アンケート集計

  アンケートの回収・集計、過年度との比較分析等

③ 来場者の属性等類型別データ化

展示スペースの

企画＜受付ロビ

ー周辺・ホワイ

エで実施する展

示等の企画＞

7.展示スペー

スを活用した

コンテンツの

企画・制作

① 調査研究に関するポスター展示に係るパネルの版下作

成・印刷・パネル加工

仕様(想定)⇒Ａ１、カラー、パネル加工、12 枚程度

② 企画展の企画及び展示パネルの版下の作成

仕様(想定)⇒Ａ１、カラー、パネル加工、30 枚程度

※なお、両会場とも展示スペース（別紙）の一部を使用し「調

査研究に関するポスター展示（7.①のパネルを展示）・説

明」を実施予定。

※企画展のテーマ及びコンテンツについては、シンポジウム

全体のテーマを踏襲し、企画するものとする。

※ なお、上記業務内容に含まれるポスター及びダイレクトメールのデザイン制作に係る企画等

については、再委託も踏まえて実施体制を検討すること。

４．提出物（成果品）

  下記成果物を報告書（1 部）としてまとめ、提出する。また、内容データはＣＤ、ＤＶＤ等として報

告書に添付する。

（１）平成 30 年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウムの企画提案書

（２）プログラム、パンフレット、アンケート、ダイレクトメール、ポスターの版下及び現物

各 1 部

（３）ウェブページデータ

（４）映像記録・音声記録

（５）来場者アンケートデータ及び集計・分析データ

（６）当日使用したパワーポイント、映像データ等

５.再委託

（１）業務の主たる部分（全体を総括・調整する業務に該当する業務）についての再委託は認め

  ない。

（２）本業務において、業務の一部を再委託する場合は、様式-１により申請を行い、あらかじめ発

注者の承諾を得なければならない。

（３）受託者は業務の一部を再委託する場合、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、業務の適正な履行を求めることとする。また、発

注者からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出す

ること。

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
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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。

７.その他

（１） 本業務は、この業務仕様書に定めるほか、機構の担当者と十分協議しながら作業を実施する

ものとする。

（２） 実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、

協議が必要な場合は予め申し出るものとする。

（３） 本業務に係る成果物等については、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）に適合したものとする。

（４） 制作物は、転倒・落下・移動（ずれ）等がないように確実に制作及び設置を行うこと。また、

来場者の躓き・転倒・けが等のおそれのないよう十分に配慮すること。

（５） 準備期間中及び会期中において、コンテンツ及びスペースの破損その他の不測の事態が発生

した場合には、迅速な安全確保その他適切な処置を講じること。なお、処置に係る費用について

は、別途協議とする。

（６）この業務仕様書に記載のない事項、疑義等が生じた場合は、その都度指示者と協議すること。

以 上
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様式－１

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

受託者 住所 ○○○○○○

株式会社○○○○

氏名 ○○ ○○ 印

契約名称： 平成 30年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウムに係る企画補助・運営等業務

平成 30 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



展示スペース

別紙



展示スペース
（パネル展示・説明用）



展示スペース

阪急うめだホール平面図


