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２０２２年度不動産ポータルサイト掲出用間取図作成業務 

仕様書 

 

第１章 業務概要 

１．業務の目的 

独立行政法人都市再生機構（以下「当機構」という。）が団地概要書において管理している

住宅の図面（以下「概要書図面」という。）は、寸法や共用部等、不動産ポータルサイト掲出上

不要な情報が含まれているうえ、専用庭やバルコニーといった住宅毎のバリエーションを同一タイプと

考え１枚の概要書図面で説明しているため、不要な情報を省略した住宅バリエーション毎の簡素

な不動産ポータルサイト掲出用間取図（以下「ポータル用間取図」という。）の作成が求められて

いる。 

既にポータル用間取図を作成しているが、バリエーションの不確定による未作成間取図や、住宅

のリニューアル等に伴う間取図の変更があるため、当業務において、当機構が管理するＵＲ賃貸住

宅のバリエーション毎のポータル用間取図の作成を行う。 

２．契約期間 

２０２２年４月１日（金）から２０２３年３月 31 日（金）まで 

３．業務の発注方法 

業務期間中、別紙様式１「注文書」により、当機構より都度発注する。 

４．業務の内容 

業務の発注と併せて発注者から貸与される概要書図面及び第２章４項に定めるポータル用間

取図作成手順に基づき、発注の都度、ポータル用間取図を作成する。 

５．業務の納品スケジュール 

業務の発注後、以下の納期までに第５章１項に定める成果物を同２項に定める納品場所へ

速やかに納品する。 

・100 枚未満：発注から２営業日以内 

・100 枚～1,000 枚未満：発注から７営業日以内 

※1,000 枚以上については、発注者と受注者の協議による。 

６．予定業務量 

当業務における間取図作成数は以下を予定する。ただし、同一タイプの概要書図面でも反転、

方位分かれ、その他バリエーション（専用庭、バルコニー、出窓、妻側、最上階等）によって分岐が

発生するため、作成数は予想値であり、発注に係る業務量を保証するものではない。 

項番 対象 作成数 

１ 作成 3770 

各月の作成数は以下を予定する。ただし、当機構の住宅の補修工事や間取改善工事等の実施

状況によって変動するため、作成数は予想値であり、発注に係る業務量を保証するものではない。 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 315 315 
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第２章 業務内容詳細 

１．業務指示者 

当業務の発注者は、仕様書で定めるところにより発注者に代わって業務を監督し、指示、又は

打合せを行う業務指示者を定め、その氏名を受注者に通知する。業務指示者を変更したときも同

様とする。 

また、業務指示者のもとで当業務を担当する担当職員は、業務指示者の承諾により、必要に

応じて受注者と打合せ等を代行できるものとする。 

２．業務準備 

当業務の受注者は、当該契約締結後速やかに予定管理技術者を定め、業務指示者へ以下

（１）～（５）について書面にて届け出ること。 

（１）業務スケジュール 

（２）履行場所 

（３）予定管理技術者 

（４）業務専任者 

（５）情報セキュリティポリシー 

３．予定管理技術者及び業務専任者 

業務を円滑に履行するにあたって、予定管理技術者は以下（１）～（４）を行う。 

（１）予定管理技術者は業務専任者を指揮監督するとともに、当業務の遂行にあたって万全

を期すこと。 

（２）予定管理技術者は当業務の履行状況を把握し、業務指示者に報告すること。 

（３）予定管理技術者は業務専任者に対する指導・教育を行うこと。 

（４）やむを得ない事情により予定管理技術者及び業務専任者に支障が生じた場合は、直ち

にその旨を業務指示者に報告、協議のうえ、同等の能力を有する者を充てる等の適切

な措置を講じること。 

４．ポータル用間取図作成手順 

別添１「ポータル用間取図作成手順書」に基づき、第２章５項「ポータル用間取図作成上の

注意」記載の事項に留意して業務を行うこと。なお、発注者は別添２「ポータル用間取図管理表」

によりポータル用間取図を管理しているが、納品物におけるバリエーション等の情報照会が受注者に

対してあった場合には、情報の開示を行うこと。 

ただし、発注者の都合により別添１「ポータル用間取図作成手順書」及び別添２「ポータル用

間取図管理表」に軽微な変更が生じた場合には、業務指示者の指示に従い作成手順等を変更

することとし、その際に生じる諸費用については受注者の費用で行うこととする。 

５．ポータル用間取図作成上の注意 

以下に留意して、ポータル用間取図作成を行う。 

（１）ポータル用間取図を作成するアプリケーションソフトは特に指定しない。ただし、成果物の

納品は jpg 並びに ai 形式とする。 

（２）予定管理技術者はデータを保有するための、バックアップ機能を持つ大容量ネットワーク

ハードディスクの管理を行う。 

（３）予定管理技術者は専用の進捗管理システムを速やかに構築し、進捗の管理を行う。 
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（４）予定管理技術者はポータル用間取図作成の工程毎に、品質管理者を 1 名配置する。 

（５）品質管理上、特に重要な工程については、2 名 1 組の 2 重確認を基本とする。 

 

第３章 業務履行要件 

１．履行場所 

予定管理技術者は、履行場所について事前に業務指示者に書面にて届け出ること。 

また、当初の承認内容に変更が生じた場合には速やかに届け出ること。 

なお、天変地異及び紛争等で届け出た履行場所において本業務が実施できない場合には、速

やかに他の履行場所において本業務を行うことができるものとする。 

２．セキュリティ要件 

予定管理技術者及び業務従事者は、自らの管理が及ぶセキュリティ対策が十分に施された建

物内（入退出管理・パスワード認証等）で業務を行わなければならない。 

３．業務管理表の作成 

予定管理技術者は、業務専任者毎の作成実績を管理可能な業務管理表を作成し、業務を

行う都度、実績を記録し的確な進捗管理を行うこと。 

４．データに係る機密保持 

予定管理技術者はデータに係る機密保持について、次の措置を講じること。 

（１）業務指示者と情報セキュリティに係る取り決めを事前に定めておくこと。 

（２）業務専任者への情報セキュリティの周知徹底を図ること。 

（３）その他業務指示者が必要と認める措置を講じること。 

５．作成データの取り扱い 

（１）データは記録媒体の故障等の不具合で読込ができない場合に備え、バックアップを残し

業務指示者からの指示により直ちに再度納品ができるように備えること。 

（２）当業務請負契約が終了した時には、すべてのデータを消去すること。 

 

第４章 検査 

１．業務進捗の検査 

発注者が必要と認める場合には、業務の進捗状況及び業務方法等について視察・報告を求め

ることができる。 

２．受注者による成果物の検査 

受注者は、成果物を納品する際に「成果物チェック表」を作成のうえ、納入前に検査を実施し内

容の正確性に万全を期すこと。 

なお、「成果物チェック表」には以下に示す項目を必ず含むこと。 

（１）発注タイプ数と納品バリエーション数 

（２）チェック実施項目 

（３）業務専任者 

３．発注者による成果物の検査 

発注者は、受注者が納品した成果物について検査を行う。 

なお、この検査で成果物の瑕疵が判明した場合は、受注者は発注者の指示に従い、指定する
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期日内に必要な修正又は再作成を受注者の負担により速やかに行い納品すること。 

また、この検査以外で成果物の瑕疵が判明した場合についても同様とする。 

 

第５章 成果物 

１．成果物及び納品形態 

成果物については以下に示す通りとする。 

項番 成果物 数量 納品形態 

１ ポータル用間取図（jpeg 及び ai 形式） 

１ 

メール等によるデータ送付 

※ただし、大量納品（概ね 1,000

枚以上）の場合には外部記録

媒体（DVD-R 等）にて納品す

ること。 

２ 紐付ファイル（csv 形式） 

３ 
概要書間取図（発注者が提供するものと

同じ形式） 

４ 納品書（別紙様式２） １ 紙又は PDF 

５ 業務管理表 １ 紙又は PDF 

６ 成果物チェック表 １ 紙又は PDF 

※項番５～６については任意様式とする。 

２．納品場所 

注文書記載の各発注部署 

 

第６章 その他 

１．著作権 

成果物の著作権及び所有権等の諸権利は、全て発注者に帰属するものとし、本業務より取得

したデータ等の流用はこれを認めない。 

２．再委託 

本業務における再委託は原則として認めない。なお、契約書第３条に基づき、別紙様式３の

書面により予め承諾を得て行う場合はこの限りではない。 

３．疑義の解決 

この仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議を行い解

決するものとする。 

 

以 上  
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別紙様式１ 

 

令和○○年○月○日 

○○○○株式会社等 御中 

独立行政法人都市再生機構 

本社住宅経営部営業推進課等 

 

注文書 

 

令和○○年○月○日付けで締結した不動産ポータルサイト掲出用間取図作成業務に係る単価契

約に基づき、下記のとおり発注方依頼します。 

 

発注部署 

部署名 担当者 連絡先 

 

 
  

住所及び納品場所 

 

 

請求先 

 

※発注部署と

同じ場合は 

空欄 

部署名 担当者 連絡先 

 

 
  

住所及び納品場所 

 

 

納期 令和    年    月    日（    ）     時    分 

発注内容 

 

１．作成            枚 

 

 

 

 

添付書類  作成一覧表 
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（作成一覧表） 

 

 

 

 

 

  

番号（半角） 日付（半角） １６桁ＫＥＹ 支社（半角） 営業所（半角） 団地（半角） 住戸表示（半角） 丁目（半角）
1 20150416 1200111000201101 20 01 011 00002010101 0
2 20150416 1200111000201102 20 01 011 00002010102 0
3 20150416 1200111000201103 20 01 011 00002010103 0
4 20150416 1200111000201104 20 01 011 00002010104 0
5 20150416 1200111000201105 20 01 011 00002010105 0
6 20150416 1200111000201105 20 01 011 00002010105 0

街区（半角） 号棟（半角） 号室（半角） 型式（半角） タイプ（半角） 画像タイプ（半角） 概要書タイプ
00 0201 0101 4DK ﾏ 4D31
00 0201 0102 4DK ﾏ 4D31
00 0201 0103 4DK ﾏ 4D31
00 0201 0104 4DK ﾏ 4D31
00 0201 0105 4DK ﾏ 4D31
00 0201 0105 4DK ﾏ 4D31

概要書図面ファイル名（半角） バリエーション（半角） 反転（半角） その他バリエーション（半角） ８方位（半角）
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01.gif n1SW n 1 SW
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01.gif n2SW n 2 SW
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01.gif n3SW n 3 SW
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01.gif n1SW n 1 SW
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01.gif n2SW n 2 SW
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01.gif n3SW n 3 SW

ポータル用間取図ファイル名（半角） 修正前ポータル用間取図ファイル名（半角） 備考（修正内容等）
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n1SW.jpg 20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n1SW.jpg
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n2SW.jpg 20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n1SW.jpg
20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n3SW.jpg 20_145_0-00-0001_2L1_RA_01_00001_n1SW.jpg
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n1SW.jpg 20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n1SW.jpg
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n2SW.jpg 20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n2SW.jpg
20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n3SW.jpg 20_145_0-00-0001_3L1_RA_01_n3SW.jpg
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別紙様式２ 

 

令和○○年○月○日 

独立行政法人都市再生機構 御中 

○○○○株式会社等 

 

納品書 

 

令和○○年○月○日付けでご注文いただいた不動産ポータルサイト掲出用間取図作成業務につい

て、下記のとおり納品いたします。 

 

発注内容 

 

１．作成            枚 

 

 

 

納品内容 

 

１．作成            枚 

 

 

 

 

  



8 

別紙様式３ 

令和○○年○月○日  

再委託承諾申請書  

独立行政法人都市再生機構  

総務部長 小澤 宗弘 殿  

受注者  住所  

          株式会社○○○○  

氏 名  ○○ ○○ 印  

 

契約件名：２０２２年度不動産ポータルサイト掲出用間取図作成業務 

 

令和○○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、氏名）  

〒○○○－○○○○ ○○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履行期間内での確

実な業務遂行に努めるため。  

（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。  

 

 



ポータル用間取図作成手順書

1

令和４年１月２５日
独立行政法人都市再生機構
本社住宅経営部営業推進課

別添１

※詳細な作成手順については、受注者との
打ち合わせにより変更となる可能性があります。



ポータル用間取図作成フロー

（１）発注
ポータル用間取図の作成対象を通知
する。

①注文書（別紙様式１）の送付
②概要書図面の送付
③修正補足資料※の送付

※PDF等、原図またはポータル用間
取図に赤を入れた紙をスキャンして
データ化した資料。文字だけの指示が
できない場合は、この資料も送付する。

（２）作成
ポータル用間取図の作成・
修正を行う。
また、発注者に対して見積
書の送付を行う。

（３）納品
以下のフォルダ構成で納品を行う。ほか、
仕様書第５章に規定する成果物について
納品を行う。

・ポータル用間取図
（jpg）
・紐付ファイル（csv）

・編集可能なポータル用
間取図（ai）

・概要書図面（gif等）

（納品zipファイル）

納品データに修正がある
場合は、別途指示。修正
後、再納品がされる。

修正指示が不明確であった場合、原図の提
供に不足があった場合などは、差戻し。修正
後、再送付を行う。
また、バリエーション数が少ない等、注文書に
疑義があった場合は、都度確認を行う。

＜発注者＞

＜受注者＞

＜発注者＞

（取込用zipファイル）

2

※取込用zipファイルについては、jpg及びcsvファイルを直接圧縮することとし、フォルダを挟んだ圧縮を行わないこと。

※紐付ファイルについては、文字コードをshift-JISとすること。



ポータル用間取図 作成の流れ

①作成
各グループごとに、ＵＲから提供される注文書・概要書図面等の資料から、バリエーションの分岐ごとに間取図を作成する。

3

グループ 組織
タイプごとの
概要書図面

バリエーション
分岐

方位マーク 命名規則 エクセル管理表

東日本

東日本 ＧＩＦ形式

①反転
②反転以外

・専用庭
・バルコニー
・出窓
・妻側
・最上階 等

③方位分かれ

により分岐され、
注文書から転載
する。

注文書または概
要書図面から転

載

概要書図面のファイル名
_

反転（nまたはp）

＋反転以外の
バリエーション（1～99）

＋住戸の8方位
（S,N,E,W,SE,SW,NE,NW）

.jpg及び.ai

発注者側におい
て、別添２「ポー
タル用間取図管
理表」にて管理

千葉 ＧＩＦ形式

神奈川 ＧＩＦ形式

埼玉 ＧＩＦ形式

中部 中部 ＧＩＦ形式

注文書から転載西日本 西日本 ＧＩＦ形式

九州 九州 ＪＰＥＧ形式

命名規則は、概要書のファイル名に半角アンダーバーを付した後、

①住戸の反転の有無によりnまたはpを、②反転以外の住戸バリエーション（その他バリエーション）により1～99を、

③方位分かれ（方位マーク）より住戸の８方位であるS,N,E,W,SE,SW,NE,NWを設定する。

※なお、①反転、②その他バリエーション、③方位分かれ が全く同じものの、別図面として扱う可能性が存在する。

（同バリエーションで、住棟の向きが８方位では違わない程度に違うケース等）。

この場合は③方位分かれの後に1～99を必要に応じて付番する。



ポータル用間取図 作成方法

①作成（東日本のケース） ※作業ステップはこの順番・方法に限定しない。

4

①提供する概要書図面名
20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002.gif

②提供する概要書図面及び注文書により、バリエーション分岐を確認
※このケースでは２住戸が反転、壁厚違い

⇒当該概要書図面からポータル用間取図３枚を作成

③寸法、注記（破線内）等の不要な情報を削除

④ポータル用間取図に変換
※詳細仕様・完成イメージはＰ８～９参照

⑤命名規則に従ってポータル用間取図を保存
20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_n1S.jpg（.ai）
20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_p1S.jpg（.ai）
20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_p2S.jpg（.ai）
※反転タイプあり、1をバリエーションなし、2を壁厚違いとし、南向きの

場合。 その他バリエーションである1、2の部分は、基本的には注文
書により設定する。（バリエーションについて、注文書に記載する数よ
りも更に発生が想定される場合は、都度発注者へ確認を行うこと。）



ポータル用間取図 作成方法

①作成（中部・九州のケース） ※作業ステップはこの順番・方法に限定しない。
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①提供する概要書図面名
90_129_0-00-0011_33D_RA_01_00002.JPG

②提供する概要書図面及び注文書により、バリエーション分岐を確認
※このケースでは妻側バルコニーと北側バルコニー
※間取図上表現されない天窓や地袋は分岐としない

⇒当該概要書図面からポータル用間取図３枚を作成

③寸法、注記（破線内）等の不要な情報を削除

④ポータル用間取図に変換
※詳細仕様はＰ８参照

⑤注文書から方位マークを読み取り、ポータル用間取図に加筆

⑥命名規則に従ってポータル用間取図を保存
90_129_0-00-0011_33D_RA_01_00002_n1SW.jpg（.ai）
90_129_0-00-0011_33D_RA_01_00002_n2SW.jpg（.ai）
90_129_0-00-0011_33D_RA_01_00002_n3SW.jpg（.ai）
※反転タイプあり、1をバリエーションなし、2を壁厚違いとし、南向きの

場合。 その他バリエーションである1、2の部分は、基本的には注文
書により設定する。（バリエーションについて、注文書に記載する数よ
りも更に発生が想定される場合は、都度発注者へ確認を行うこと。）



ポータル用間取図 作成方法

①作成（西日本のケース） ※作業ステップはこの順番・方法に限定しない。
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①提供する概要書図面名
80_233_0-00-0010_C01_RA_01_00001.gif

②提供する概要書図面及び注文書により、バリエーション分岐を確認
※このケースでは分岐なし

⇒当該概要書図面からポータル用間取図１枚を作成

③寸法、注記（破線内）等の不要な情報を削除

④ポータル用間取図に変換
※詳細仕様はＰ８参照

⑤注文書から方位マークを読み取り、ポータル用間取図に加筆

⑥命名規則に従ってポータル用間取図を保存
80_233_0-00-0010_C01_RA_01_00001_n1SW.jpg（.ai）
※反転タイプあり、1をバリエーションなし、2を壁厚違いとし、南向きの

場合。 その他バリエーションである1、2の部分は、基本的には注文
書により設定する。（バリエーションについて、注文書に記載する数よ
りも更に発生が想定される場合は、都度発注者へ確認を行うこと。）



【概要書図面を生かすもの】
・Ｌ、Ｄ、Ｋ、洋室、和室、納戸の表記
・洋室（１）、洋室（２）といった居室番号の表記
・各部屋の畳数、（約・大といった表記も含む）
・洗濯機位置（ 洗 ）の表記
・コンロの口数のピクト
・システムキッチンのピクト
・バルコニー、ルーフバルコニー、出窓の表記
・ロフト、メゾネット、サンルームの表記
・専用庭、
・押入、収納、物入、クローゼット、CL、WIC、棚、下足入、玄関収納の表記
・方位マーク
・ＰＳ（パイプスペース）、ＭＢ（メーターボックス）
・ブレース部分
・複数の扉が重なっている場合の扉の形状
（下図の○の例のように概要書にて複数の扉が重なる場合は、両方の扉の形状が視認できる形にすること）

ポータル用間取図 詳細仕様

①作成 ※この項に記載のないものは別途協議。
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【概要書図面から削除するもの】
・寸法
・団地名、型式名、タイプ名、号室名、図面Ｎｏ
・注意書き（※部分）、凡例
・共用部分（廊下、エレベーター等）
・隣室部分（隣室玄関等）
・エアコン（室外機含む）
・床暖房位置
・ガス暖房設置可能位置
・避難階段
・洗面、洗面所、洗面脱衣所の表記
・トイレ、浴室、ユニットバスの表記
・ホールの表記
・カウンターの表記
・腰窓、下部FIX窓の表記

【必要に応じて提案のうえ統一的に加筆するもの】
・方位マーク
・Ｌ、Ｄ、Ｋ、洋室、和室、水回り、廊下の色
・各日本語表記のフォント

【概要書図面から書き換えるもの】
・各部屋の平米数（畳数の記載がない場合）
⇒不動産公正競争規約に沿って1帖を1.62㎡として畳数に換算し表記
※割り切れない場合は小数点第二位を切り捨てて表記すること

・居間、リビングの表記⇒Ｌ
・食事室、ダイニングの表記⇒Ｄ
・台所、キッチンの表記⇒Ｋ
・ベランダ⇒バルコニー
・クローゼット⇒ CL
・ウォークインクローゼット⇒ WIC
・シューズインクローゼット⇒ SIC
・オフィス、フリースペース、書斎など⇒洋室
※ただし法的に居室扱いできない部屋である場合は発注者より指示を行う。その際は納戸と表記すること

・収納関係で【概要書図面を生かすもの】意外の表記(食品庫など) ⇒収納
・ボイラー⇒ □

○ ×



ポータル用間取図 完成イメージ

①作成
既に作成しているポータル間取図のイメージを引き継いで作成すること。
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【完成イメージ】



ポータル用間取図 作成の流れ

②修正
・受注者が作成・納品したポータル用間取図※の修正となる。

※過年度の業務で作成されたものや機構で過去に作成した間取図を含む。
・注文書及び修正補足資料をメールにより送付する。
・この指示によりバリエーションがさらに分岐した場合は、分岐した分の間取図を作成する。注文書に記載するバリエーション数よりも更に
発生が想定される場合は、都度発注者へ確認を行うこと。

9

※リニューアル等に伴う修正を想定しており、瑕疵を修正する場合はこの限りではない。

洋室化（６畳）

図面番号：
80_233_0-00-0010_C01_RA_01_00001_n1SW.gif

注文書と合わせてメールにて修正指示

【修正イメージ】



別添２　概要書図面とポータル用間取図の管理表
住戸表示（１１桁） バリエーション（反転＋反転以外バリエーション＋方位）

支社 団地 丁目 街区 号棟 号室
画像
タイプ

概要書図面ファイル名 反転
その他
バリエーション

８方位 ポータル用間取図ファイル名

20 666 00000111109 0 00 0011 1109 01 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002 n1S n 1 S 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_n1S
20 666 00000111208 0 00 0011 1208 01 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002 n2S n 2 S 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_n2S
20 666 00000111307 0 00 0011 1307 01 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002 n3S n 3 S 20_666_0-00-0011_01_RA_01_00002_n3S


