
仕様書 
 
本仕様書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「甲」という。）が請負付

託する「執務室環境整備計画の立案業務」に関して、受注者（以下「乙」という。）が実施すべき業務内

容について記載したものである。 
 
Ⅰ．件名 
執務室環境整備計画の立案業務 

 
Ⅱ．業務の目的 
本業務は、甲の執務室環境改善を検討するにあたり、執務室や設備の現状調査、分析及び職員からのヒ

アリング等を行い、甲の「将来型オフィスのあり方」を検討して執務室環境整備計画を立案する。 
 
Ⅲ．整備計画対象場所 
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
16 階、17 階、18 階、19 階、20 階、21 階（別図 1 から 6 を参照） 

１．対象エリアの床面積：約 8,000 ㎡（対象外エリアも含むフロア全体の延床面積：約 11,000 ㎡） 
（対象エリア：執務室、執務室内の会議スペース、休憩スペース） 
（対象外エリア：受付エリア、役員室エリア、個室の会議室、倉庫等） 

２．執務室の在席人数：約 1,200 名 
 
Ⅳ．履行期間 
契約締結日から 2020 年 2 月 28 日（金） 

 
Ⅴ．業務内容 
１．共通事項 
本業務を行う際は、以下に留意して進めること。 

（1）各業務内容については、甲乙協議のうえで、詳細を決定すること。 
（2）各業務の成果物については、業務完了の都度、甲の確認を受けること。 
（3）打合せを実施した際は、乙は議事録を速やかに提出し、甲の確認を受けること。 

 
２．運営 
（1）人員の手配 
①契約締結後速やかに、乙は本業務の履行を統括する責任者（履行責任者）を選任し、氏名及びオフィ

スデザインに関する業務実績等を書面にて甲に提出すること。 
②本業務担当者（履行責任者を含む。）には、ファシリティやオフィスに関する有識者として以下のい

ずれかの資格者を含めること。 



（ａ）認定ファシリティマネジャー 
（ｂ）認定オフィス管理士 

③「４．設計及び計画」に係る業務を実施するときは、乙に在籍する一級建築士も関与すること。 
 
（2）スケジュールの作成 

契約締結後速やかに、乙は本仕様書に基づき「スケジュール表」を作成のうえ、甲に提出し、甲の了

承を得ること。 
 
（3）進捗管理 
①進捗状況の管理 
作成した「スケジュール表」に基づき業務を推進し、進捗状況を管理すること。 
また、「スケジュール表」作成後も定期的に進捗状況を記入し、スケジュールを変更した場合は甲に

報告し、甲の了承を得て、「スケジュール調整記録」として記録すること。 
②課題／懸案事項等の管理 
本業務を実施するうえでの課題／懸案事項等をまとめた「課題／懸案事項等一覧」を作成し、対応状

況等を管理すること。 
 
３．調査 
（1）現状執務室調査 

甲の執務室の現状について、以下の調査を行うこと。 
①レイアウト調査 
執務室のレイアウトを調査し、「現状執務室レイアウト図」を作成すること。 

②什器調査 
什器の設置状況を調査し、「現状什器リスト」を作成すること。 

③保管中の文書量調査 
保管中の文書量を調査し、「部署別文書量一覧」を作成すること。 

④設計要件に関わるその他の情報調査 
設計要件に関わるその他の情報（職員数／男女比／役職者数等）を調査し、「部署別設計要件一覧」

を作成すること。 
⑤ICT 導入状況調査 
執務環境及び会議・打合せ環境について、情報通信技術（ICT）の導入状況を調査し、「執務環境 部

署別 ICT 装備一覧」及び「会議・打合せ環境 ICT 装備一覧」を作成すること。ただし、個室の会議

室は対象外とする。 
 
（2）自社モデル職場の見学会の実施 

甲の職員を対象に、乙の自社モデル職場の見学会を実施し、「職場見学会実施報告書」を作成するこ

と。 
なお、甲の参加者は、のべ 20 名程度を想定しており、甲にて決定する。また、乙の自社モデル職場



は、実際に執務を行っている環境であること。 
 
（3）ICT 活用事例の見学会の実施 

甲の職員を対象に、新規性・実効性のある ICT 活用事例の調査を目的とした職場見学会を実施し、

「ICT 環境見学会実施報告書」を作成すること。 
なお、甲の参加者は（2）に同じ。また、（2）と（3）の見学会は兼ねることも可とする。 

 
（4）現状の問題点及び運用状況等の把握 
①アンケート及びヒアリング調査 
各部署に対してアンケート及びヒアリングを行い、執務室の問題点／改善意見／希望等を把握し、

「アンケート結果報告書」及び「ヒアリング結果報告書」を作成すること。 
なお、アンケート対象は 80 名程度、ヒアリング対象は 20 名程度を想定。それぞれの対象者につい

ては甲と相談して決定すること。 
②執務室環境の視察 
甲の執務室環境の現状を視察し、有識者による考察も記載した「視察結果報告書（執務室環境）」を

作成すること。 
③ワークスタイルの視察 
甲のワークスタイルの現状を視察し、有識者による考察も記載した「視察結果報告書（ワークスタイ

ル）」を作成すること。 
 
４．設計及び計画 
以下の（1）から（7）により構成される 3 通りの執務室環境整備計画を立案すること。 

（1）オフィスコンセプト立案 
「２．調査」の結果を基に、甲の執務室としての必要機能の設定とゾーニングの計画を検討して、以

下の計画を立案すること。 
①基本計画（空間環境／ICT 環境） 
「基本計画書（空間環境／ICT 環境）」を作成すること。その際、調査結果からコンセプトを導き出

した根拠について必ず記載すること。また、防災（地震、火災）対応及びユニバーサルデザインについ

ても十分配慮した計画にすること。 
②文書削減計画 
現状ある文書（紙ファイル等）について、捨てる／整理する／外部倉庫を利用する／電子化する等の

分類と検討をして、紙ファイル等の削減（将来的にはペーパーレス化を目指す）を目的とした「文書削

減計画書」を作成すること。 
 
（2）執務室設計 

上記（1）に基づき、甲の執務室について以下のとおり設計を行うこと。 
①甲の執務室のレイアウトプランを検討し、「レイアウト計画書」を作成すること。 
②甲の執務室について、以下の設計を行い、設計書を作成すること。 



（ａ）間仕切設計 
建築基準法及び消防法を順守した「間仕切設計書」を作成すること。 

（ｂ）内装設計 
ビルの内装設計指針書を順守した「内装設計書」を作成すること。 

（ｃ）平面図／パース作成 
（ａ）及び（ｂ）の設計書に基づいた「平面図／パース」を作成すること。 

 
（3）什器計画 

甲の執務室に必要及び不要な什器を検討し、「新規購入什器リスト」及び「転用／廃棄什器計画書」

を作成すること。 
 
（4）ICT 環境計画 

甲の執務室に必要な ICT 環境を計画し、「ICT 環境計画書」を作成すること。 
 

（5）レイアウト変更計画立案 
上記（1）から（4）に基づき、甲の執務室内の引越、執務室改修作業等を進める段取りを計画し、「全

体日程表（案）」を作成すること。その際、「居ながら改修」を前提とした計画にすること。 
なお、工事日程に関してビル側との調整は不要である。 

 
（6）什器整備計画立案 

上記（3）に基づき、甲の執務室における什器整備計画を立案し、「什器移動／調達日程表（案）」を

作成すること。 
 
（7）予算作成 

上記（1）から（6）で立案した計画を実行するうえで必要になる予算を検討し、「概算見積書」を作

成すること。 
 
５．その他付帯業務 
その他、１．から４．に付帯する業務を行うこと。 

 
Ⅵ．納期等 
１．成果物の納期等 
各項目で作成した成果物の提出期限は、成果物一覧表のとおりとする。 

 
  



成果物一覧表 
Ⅴ．業務内容 成果物 提出期限 

２．運営 
（2）スケジュールの作成 スケジュール表 

更新の都度 
（3）進捗管理 

スケジュール調整記録 
課題／懸案事項等一覧 

３．調査 

（1）現状執務室調査 

現状執務室レイアウト図 

2020 年 1 月

15 日（水） 

現状什器リスト 
部署別文書量一覧 
部署別設計要件一覧 
執務環境 部署別 ICT 装備一覧 
会議・打合せ環境 ICT 装備一覧 

（2）自社モデル職場の 
   見学会の実施 

職場見学会実施報告書 

（3）ICT 活用事例の 
   見学会の実施 

ICT 環境見学会実施報告書 

（4）現状の問題点及び 
   運用状況等の把握 

アンケート結果報告書 
ヒアリング結果報告書 
視察結果報告書（執務室環境） 
視察結果報告書（ワークスタイル） 

４．設計 
  及び 
  計画 

（1）オフィスコンセプト立案 
基本計画書（空間環境／ICT 環境） 

2020 年 2 月

28 日（金） 

文書削減計画書 

（2）執務室設計 

レイアウト計画書 
間仕切設計書 
内装設計書 
平面図／パース 

（3）什器計画 
新規購入什器リスト 
転用／廃棄什器計画書 

（4）ICT 環境計画 ICT 環境計画書 
（5）レイアウト変更計画立案 全体日程表（案） 
（6）什器整備計画立案 什器移動／調達日程表（案） 
（7）予算作成 概算見積書 

 
２．成果物の提出方法 
（1）成果物一覧表の成果物（各 5 部）を提出期限までに甲に提出すること。提出方法は、A4 判ファイ

ル綴じ又は印刷製本とし、A3 判を使用する場合は折込むこと。 
（2）成果物の電子データ一式（2 部）を 2020 年 2 月 28 日までに甲に提出すること。電子データの形式

は以下のとおりとする。 



①データは編集が可能であるデータ形式（MS-PowerPoint、MS-Excel、MS-Word 等）とする。 
②データは直接印刷が可能な解像度の完成原稿の形式（PDF）についても格納するものとする。 
③データは整理して Windows 対応の電子媒体（DVD-R 等）に格納するものとする。 

 
Ⅶ．業務完了の通知 
乙はすべての業務が完了したときは、完了報告書を履行期限までに書面により甲に通知すること。 

 
Ⅷ．その他 
（1）本業務に係る成果物のすべての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）及

び所有権は、成果物の引渡し時にすべて甲に帰属するものとし、乙は著作物及びこれに類するもの

について著作者人格権を行使しないものとする。 
（2）第三者の著作物を使用する場合の著作権の取扱い 
①成果物に第三者が権利を有する既存著作物を使用する場合は、使用許諾条件を確認したうえで、無償

かつ無制限に使用できるものを優先し、手続き等に必要な費用は乙が負担すること。 
②成果物に第三者が権利を有する既存著作物が含まれる場合は、乙は当該既存著作物使用に必要な費

用負担及び無制限に使用できる使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。この場合、乙は当

該既存著作物の内容について事前に甲の了承を得ること。 
（3）乙は、甲の承諾なく成果物（未完成の成果物及び業務を行ううえで得られた記録等を含む。）を他人

に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 
（4）乙は、本業務を通じて知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 
（5）本業務に必要な消耗品、交通費（甲に係るものを除く。）及び諸経費等は、乙にて負担すること。 
（6）仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、甲と協議のうえ解決すること。 
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：整備計画対象エリア
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：整備計画対象エリア
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：整備計画対象エリア
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：整備計画対象エリア

２０階
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＜凡例＞

：整備計画対象エリア

２１階

賃借エリア外


