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災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務 

共通仕様書 

 

１ 適用範囲 

(１)「災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務共通仕様書」（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「災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務」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、「災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務特記

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、受注者は監督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 

 契約締結日の翌日から令和 5年 2月 28 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

21 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

7 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、発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 21 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 6 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。 
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（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。 
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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 

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）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 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長  長濱 寿夫 殿 

 

 

受注者 

住所 

氏名                

 

 

令和  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 7条

に基づく管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務請負契約書第 7 条に基づき通知しま

す。 

 

 

契約件名：災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務 

 

 

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別記様式５に変更がある場合は、新たに別記様式５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 

令和  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 長濱 寿夫 殿 

 

受注者 住所 ○○○○○○ 

株式会社○○○○ 

氏名 ○○ ○○  

 

契約名称：災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務 

 

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、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。 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名） ：○○ ○○ ○○ 

   担 当 者（会社名・部署名・氏名） ：○○ ○○ ○○ 

※２ 連絡先（電話番号）１ ：○○○-○○○-○○○○  

    連絡先（電話番号）２ ：○○○-○○○-○○○○  

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及 

び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号＋内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主等で、 

複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

以 上  
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災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務 

特記仕様書 

第１章 総則 

 

１－１ 適用範囲 

   本業務は、契約書及び「災害対応力強化に向けた宅地造成技術資料の収集と活用方策検討業務

共通仕様書」（以下｢共通仕様書｣という。）によるほか、「災害対応力強化に向けた宅地造成技術資

料の収集と活用方策検討業務特記仕様書」（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。 

 

１－２ 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和 5年 2月 28 日とする。 

 

１－３ 管理技術者 

   管理技術者は、技術士（建設部門または総合技術監理部門）又はこれと同等の能力と経験を保 

有する技術者あるいはＲＣＣＭの資格保有者でなければならない。 

 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十分に理解し、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。 

 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。 

 

１－４ 打合せ等 

   打合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。なお、業務着手時と業務完了時には管理技術 

者が立ち会うものとする。 

 また、業務に関する打合せ記録の作成は受注者が行い、速やかに監督員に提出し、打合せ内容、 

決定事項に誤りがないことを相互に確認するものとする。 

項 目 回数 

(1)業務着手時 １ 

(2)中間時 ３ 

(3)業務完了時 １ 

 

第２章 業務 

 

２－１ 業務の目的 

本業務は、当機構が実施してきた大規模造成事業等における各造成技術資料やデータ（以下、技

術資料等）について、今後多様化する他事業への利活用が図れるよう、既存技術資料等の中から必

要となる技術資料等を収集及び整理し、それら資料について検索・閲覧等ができるシステムを機構

のポータルサイトにある既存データベース内に構築することを目的とする。 

 

２－２ 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。 

 

２－３ 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。 
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（１）技術資料等の収集作業 

    監督員が指示する機構所有パソコン内や書庫に保存されている各資料の内容を確認したうえ

で、技術資料等を収集する。 

①技術資料等の収集方法の検討 

技術資料等の収集作業を効率的かつ的確に実施できるよう、下記の「参考」に示す収集す

る各技術資料内容の例を参考に、既存資料内から対象となる資料項目を絞って検索するた

めの「キーワード」設定などの収集方法等について検討し、監督員の承諾を得たうえで作

業を開始すること。 

 

②-1 各技術資料等のリスト化と収集（機構所有パソコン内保存データ） 

・機構所有パソコン内に保存されている既存技術資料等の中から、上記①で検討した複数の

キーワード検索により一覧などで抽出された資料（ファイル）について、「抽出番号」、「件

名」、「現在のデータ保存先」などを記したリストを作成すること。なお、リストの作成様

式（項目）については、事前に監督員へ提案し、承諾を得たうえで作業を開始すること。 

〈既存データ件数：約 20,000 件⇒抽出件数（リスト化）：想定 2,000 件〉 

 

・抽出した各資料については、データファイルを展開し、収集する技術資料等の内容と合致

しているか否かを選別（判断）すること。 

 

・受注者側で収集する資料と判断した各技術資料等について、該当資料であるかどうか監督

員が内容確認できるよう、選定した資料については、上記で作成したリストの該当番号に

マーキング等で分かるように示すと共に、そのリスト番号を付した仮の保存フォルダー

（仮称：アーカイブデータ候補）を作成し、データを保存した上で監督員へ提出すること。 

〈抽出件数（リスト化）：想定 2,000 件⇒：アーカイブデータ候補：想定 500 件〉 

 

・作業については、機構が貸与する機構所有のパソコンで実施し、作業場所は機構本社８階

技術・コスト管理部の執務室内とする。 

      また、作業時間帯は月曜日から金曜日の 9:30 から 17:40 までとし、作業を行う際は事前

に監督員と協議し承諾を得ること。 

 

②-2 各技術資料等のリスト化と収集（機構所有書庫内保存資料） 

・機構から提供される機構所有の書庫に保存されている技術資料名が記された一覧表（エク

セルデータ）の中から、上記①で検討した複数のキーワード検索により一覧で抽出された

資料（図書）について、上記②-1の作業と同様のリストを作成すること。 

〈既存資料件数：約 20,000 件⇒抽出件数（リスト化）：想定 2,000 件〉 

 

・そのリストの中から収集する技術資料と思われる資料名を選定し、上記で作成したリスト

の該当番号にマーキング等で分かるように示したリストを監督員に提出すること。 

 

・監督員は受注者から提出を受けたリストに記されているマーキング等で示された資料名を

確認した上で、機構所有の書庫から該当資料を取り寄せ、受注者側へ提供する。受注者は

受領した資料内容が収集すべき資料内容と合致しているか否かを選別（判断）すること。 

 

・受注者側で収集する資料と判断した各技術資料等について、該当資料であるかどうか監督

員が内容確認できるよう、上記で作成したリストの該当番号にマーキング等で分かるよう

に「アーカイブデータ候補」を示すと共に、その該当資料を監督員へ提出すること。 
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〈抽出件数（リスト化）：想定 2,000 件⇒：アーカイブデータ候補：想定 500 件〉 

 

（参考）収集する各技術資料等の内容についての例 
・過去の機構事業における各種宅地造成に係る実施事例等について 
⇒軟弱地盤や耐震対策等を実施した地区の各種報告書等 

   ・機構における盛土等の宅地造成技術基準類 
     ・機構における宅地地耐力等の宅地品質管理基準 

 

③未電子化資料の電子化 

・監督員が受注者側から提出を受けた「アーカイブデータ候補」の技術資料等の内容を確認

し、収集する資料と確定した資料（想定：500 件）の内、未電子化資料についてはデータ

ベースに掲載できるよう電子化すること。 

なお、電子化は PDF 形式にてスキャニング作業を行い、スキャニングの解像度は 300dpi と

する。スキャニングは白黒を基本とするが、着色されたものでカラーでないと判別できな

いものについては、カラーでスキャニングを行うものとする。 

〈資料電子化件数：想定 50 件（A4版 10,000 枚想定）〉 

 

 

（２）検索・閲覧等システムの構築と収集資料の整理 

    （１）の作業により監督員が確認した上で最終的に確定した収集すべき技術資料等について、監

督員が指定する機構社内ポータルサイトにある既存データベース内に体系的に整理し、収集し

た技術資料等を検索・閲覧等ができるシステムを構築する。 

     

     ①技術資料等の体系的な整理と保存先の検討 

     ・収集した技術資料等を踏まえ、データベースの使用者が検索・閲覧がし易いよう、下記に

示すインターフェース（イメージ）の「検索画面及び一覧表画面」の横軸にある「計画」、

「調査・調査発注」等や、縦軸の「建築」、「電気」等にあたる各項目について検討し、監

督員と協議し承諾を得ること。 

     ・監督員の承認を得た「検索画面及び一覧表画面」における設定した項目に基づき、（１）で

収集した技術資料等をどこの項目に保存するべきか検討し、監督員と協議し承諾を得るこ

と。 

 

②検索・閲覧等システムの構築 

     ・収集した技術資料等の保存先となる既存データベースの機構のシステム管理者から、シス

テムの概要や注意点等について説明を受け、内容を把握した上で、上記①で検討した内容

を踏まえた検索・閲覧等ができるシステムの構築を行うこと。 

なお構築にあたり、下記に示すシステム構築の概要、留意点、及びインターフェース（イ

メージ）を参考に検討し、監督員と協議し承認を得ること。 

     

③検索・閲覧等システムへの資料保存（格納） 

     ・監督員の承諾を得た検索・閲覧等システムの内容を機構のデータベース内に構築し、（１）

の作業にて収集した技術資料等を保存し、運用開始ができるようにすること。 

 

 【システム構築の概要】 

・ユーザーインターフェース：４画面 

・登録対象項目数：10項目程度 
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    なお、データベースは以下の仕様とする。 

 既存メニュー画面へのボタン追加   既存ユーザーマスタ画面への情報追加 
 検索画面及び一覧表画面（１画面）   項目別詳細画面（１画面） 
 編集画面（１画面）   新規登録画面（１画面） 

 【システム構築の留意点】 

・システム構築にあたり、下記の「インターフェース（イメージ）」を参考にすること。 

・「登録対象項目」は、下記の一覧表画面の記載例の「計画」、「調査・調査発注」等の各項目を指す。 

・各項目をクリックすると、登録されたデータファイルおよびデータファイルに係る情報が「項目

別詳細画面」として表示できるようにすること。 

・項目別詳細画面の内容は「編集画面」で編集することができようにすること。 

・ユーザーテスト環境構築とシステム設置 

   既存データベース上で本システムを稼働させる前に、別途、テスト環境を準備して稼働テストを

した上で、監督員がシステム機能等の確認作業が行えるようにすること。 

監督員の確認作業完了後、既存データベース上で稼働できるよう、システムを構築する。 

 

 【インターフェース（イメージ）】 

  ・検索画面及び一覧表画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・項目別詳細画面 
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項目設定を行う 
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（1）作業①：技術資料等の収集方法等の検討 

（収集する資料内容、検索キーワード設定等の検討） 

 
 

作業①に基づき既存データからキーワード 

検索等により絞込み 

【既存データ件数：約 20,000 件の内⇒ 

想定抽出件数：2,000 件をリスト化】 

各データ内容確認 

・抽出データの中から『アーカイブデータ候補』を

収集しデータ仮保存 

 【想定件数：500 件】 

作業①に基づき既存図書一覧表から資料名を 

キーワード検索等により絞込み 

【既存資料件数：約 20,000 件の内⇒ 

想定抽出件数：2,000 件をリスト化】 

監督員が資料名の検索結果一覧表に基づき機構所

有の書庫から資料を取り寄せ、受注者側へ提供 

・『アーカイブデータ候補』を収集 

 【(【【想定件数：500 件】 

各資料内容確認 

監督員によるアーカイブデータ候補の内容確認 

【想定件数：1,000 件】 

（2）作業①：収集した技術資料等の体系

整理と保存先の検討 

（2）作業②：検索・閲覧等システムの構築と保存 

 【想定件数：500 件】 

 

検索・閲覧等システムの運用開始 

（1）作業③：未電子化資料の電子化 

確定資料（500 件）の内、未電子化資料の 

電子化（pdf 化）【想定件数：50 件】】 

(1）作業②-1：各技術資料等の収集とリスト化 

（機構所有パソコン内保存データ） 
（1）作業②-2：各技術資料等の収集とリスト化 

（機構所有書庫内保存資料） 

リストと収集データ・資料を 

監督員へ提出 

【保存・活用すべき技術資料等の確定【想定件数：500 件）】 

 

（作業フロー） 
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２－４ 業務の成果 

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

てはならない。また、提出時期及び提出方法については監督員と別途協議すること。 

   ①本業務にかかる報告書一式（A4 版）  ２部 

    業務概要、収集した資料の内容、作成した資料（保存データのリスト等）の内容、データベー

スの操作方法等を記載 

②上記①に関する電子データ 

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 

※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。 

 

第３章 その他 

 

３－１ 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。 

・発注者が提供する地区関連情報、各種関連情報 

 

３－２ 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。 

 

３－３ 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。 

 

３－４ 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。 

 

３－５ 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。作業内容に変更が生じた場合も同様とする。 

 

３－６ その他 

（１） 中間成果の提出 

業務履行中、監督員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとする。 

 

（２）訂正時の措置 

受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良個所が発見された場合に 

は、発注者の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。 

 

（３）提出書類仕様 

受注者は、提出書類作成に当たっては、グリーン購入法の規定に基づく再生紙を使用するもの

とする。 
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（４）業務成績評定について 

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用すること

がある。 

 

 

 

以 上 

 


