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新庁舎備品購入等支援業務委託仕様書 

 

１ 件名 

  新庁舎備品購入等支援業務委託 

 

２ 業務の目的 

  新庁舎建設に伴い、大量の初度備品の購入や既存備品の処分（買取・他施設

への移設、資源化、廃棄）等に加え、過年度に作成した新庁舎オフィスレイア

ウトについて、組織変更や職員数の変動等を踏まえた見直しが必要となる。 
  これらを新庁舎（おもや）の供用開始及び現庁舎の解体のスケジュールにあ

わせ、遺漏なく、正確に行うことはもちろん、計画的かつ効果的、効率的に行

うため、本業務を実施するものである。 
 

３ 履行期間 

契約締結の日の翌日から令和５年３月３１日まで  

 

４ 対象庁舎の概要 

 (1) 新庁舎の概要 

  ア 職員数 約９８０名（令和２年４月１日時点） 

   (ｱ) おもや 約７８０名 

   (ｲ) はなれ 約２００名 

  イ 住所 府中市宮西町２丁目２４番地 

ウ 延床面積  

 (ｱ) おもや １７，７０６.０７㎡ 

   (ｲ) はなれ １４，５９４.６５㎡ 

エ 階数 

   (ｱ) おもや 地下１階 地上６階 

   (ｲ) はなれ 地下１階 地上４階 

 (2) 既存庁舎の概要 

  ア 職員数 約７８０名（令和２年４月１日時点） 

   ※ 第二庁舎・ふるさと府中歴史館の職員数は含まない。 

  イ 住所 府中市宮西町２丁目２４番地 

ウ 延床面積 

 (ｱ) 西庁舎       ４，７７４．７７㎡ 

 (ｲ) 東庁舎       ９，８６２．１３㎡ 

 (ｳ) 北庁舎       ７，５４９．５９㎡ 

 (ｴ) 第二庁舎      ９，３６１．６７㎡ 
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 (ｵ) ふるさと府中歴史館 ２，１３４．００㎡ 

エ 階数 

 (ｱ) 西庁舎       地上３階/地下１階 

 (ｲ) 東庁舎       地上８階/地下１階 

 (ｳ) 北庁舎       地上５階/地下２階 

 (ｴ) 第二庁舎      地上７階/地下３階 

 (ｵ) ふるさと府中歴史館 地上３階 

 

５ 業務内容 

(1) 備品等発注業務支援 

   備品等の調達に関し、予算・スケジュール等の観点から、総合的に均整のと

れた備品等発注計画を策定すること。 

  ア 備品等発注計画の作成 

   (ｱ) 発注方式の検討 

     発注者と協議の上、効率的かつ公平で公正な備品等の発注を可能にす

る発注方法を検討すること。 

   (ｲ) 発注・納品スケジュールの検討 

     発注者と協議の上、効率的な備品等の発注及び納品を可能にする発注・

納品スケジュールを検討すること。 

   (ｳ) 発注件数の検討 

     発注者と協議の上、効率的かつ公平で公正な備品等の発注を可能にす

る発注件数を検討すること。 

  イ 転用備品リストの作成 

    過年度に作成した転用基準書をもとに、転用備品リストの備品が転用可

能か見直しを行い、転用備品リストに記載されていないが転用可能な備品

がある場合は追記すること。なお、(3)ウ(ア)の現地調査と併せて行うこと。 

  ウ 購入備品リストの作成 

   (ｱ) 各課ヒアリング実施支援 

     発注者とともにヒアリング方法及びヒアリングシートの内容を検討し、

ヒアリングを円滑に行えるように業務支援を行うこと。 

  (ｲ) 購入備品リストの更新 

     発注者の指示に基づき、必要な調査を行い既存の購入備品リストの更

新を行うこと。 

  エ 概算予算書の作成 

    購入備品リストをもとに、見積を取り、概算予算書の作成を行うこと。 

  オ 備品等発注仕様書（案）及び添付資料の作成 

    発注者が指定する要件と備品等発注計画を満たす備品等発注仕様書（案）

を作成するとともに、発注に必要な添付書類等の素案作成を行うこと。 
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    なお、備品等調達における公平性確保を目的として、３社以上の製品（本

業務の受注者及びその関連企業（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条

の規定する親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社

同士にある者、又は、一方の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者）

の製品を除く。）を例示した備品等発注仕様書（案）を作成すること。 

 (2) 備品等処分業務支援 

  ア 備品等処分計画の作成 

   (ｱ) 処分方法（買取、他施設への移設、資源化、廃棄）の検討 

     廃棄事業者への調査などを行い、処分方法を検討すること。 

   (ｲ) 処分スケジュールの作成 

     廃棄事業者への調査などを行い、処分スケジュールを検討すること。 

  イ 概算予算書の作成 

    現状備品リストを基に処分費用に係る見積を取り、概算予算書を作成す

ること。 

  ウ 備品等処分業務仕様書（案）及び添付書類の作成 

    備品等処分計画を基に、仕様書の素案及び必要な添付書類を作成するこ

と。 

 (3) オフィスレイアウトの更新等 

   平成３０年３月に作成した「府中市新庁舎オフィスレイアウト設計等業務

委託報告書」等により、新庁舎が目指す新しい執務環境について習熟し、職員

の業務効率の向上に資するとともに、人事異動や組織改編、変化する市民ニー

ズに柔軟に対応できるより具体的かつ効率的な執務環境を提案すること。 

  ア 「おもや」オフィスレイアウト実施設計の更新 

   (ｱ) 各課ヒアリングの実施支援 

     発注者とともにヒアリング方法及びヒアリングシートの内容を検討す

るとともに、ヒアリングを円滑に行えるように業務支援を行うこと。 

   (ｲ) 図面の更新作業 

     発注者が指摘した変更箇所、内容を図面に反映すること。また、組織変

更に伴う人員配置の変更や備品等（ＯＡ機器を含む。）の配置及び数量に

ついて、図面の変更・追記を行うこと。 

   (ｳ) 文書量調査と収納配置案の検討、提案 

     調査を行い各課の文書量を把握し、それに基づき収納備品の各課持ち

分を検討し、図面に反映すること。 

  イ 庁舎執務室内什器配置等基本方針の更新 

    平成２６年度に作成した庁舎執務室内什器配置等基本方針の更新を行う

こと。また、議会等への説明資料の作成を行うこと。 

  ウ 現状オフィスレイアウトの更新 

   (ｱ) 調査員による現地調査 
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     現庁舎の各執務室及び諸室を回り、レイアウト及び現状備品の修正箇

所の洗い出しを行うこと。 

   (ｲ) 図面更新作業 

     現地調査の結果に基づき、人員、備品等（ＯＡ機器を含む。）の配置及

び数量について、図面の変更・追記を行うこと。 

   (ｳ) 現状備品リストの更新 

     現地調査の結果に基づき、現状備品リストの更新を行う。また、新たに

備品の素材も明記すること。 

  エ イメージパースの作成 

    発注者、府中市新庁舎建設基本・実施設計委託事業者、府中市新庁舎建設

工事の施工業者と連携し、購入備品を反映した執務室及び諸室のイメージ

パース及びイメージパースの説明資料の作成を行うこと。 

 (4) その他業務 

   定例会を開催すること。また、必要に応じて、府中市新庁舎建設基本・実施

設計委託事業者、府中市新庁舎建設工事の施工業者等との打合せを行う。 

 

６ 業務スケジュール 

  本業務のスケジュールについては、別紙「スケジュール表」のとおりとするが、

必要に応じて協議することとする。 

 

７ 業務範囲 

  本業務の目的を達成できることを前提とし、「５ 業務内容」における業務範

囲としては、既存庁舎から新庁舎（おもや）へ移転する部署及び会議室等の諸

室を基本とする。 

なお、既存庁舎から新庁舎（はなれ）に設置する一部の部署（選挙管理委員会

事務局・監査事務局・広報課）についても、新庁舎（おもや）の完成までに仮移

転を予定しているため、業務範囲に含むものとする。詳細は次のとおり。 

 

該当課 職員数 移転先 移転時期 

広報課・事務室 
７名 第二庁舎 

令和４年度を

想定 広報課・記者クラブ室 

広報課・市政情報公開室 １名 

ふるさと文化財課ふ

るさと府中歴史館内

公文書資料室 

令和４年度を

想定 

選挙管理委員会事務局 ７名 第二庁舎 
令和４年度を

想定 

監査事務局 ６名 新庁舎（おもや） 令和５年度 
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８ 業務計画書の提出 

 (1) 遅滞なく業務が進行するように課題の整理を行い、業務計画書を作成し、提

出すること。 

 (2) 業務計画書には、次の事項を記載すること。 

 ア 検討業務内容 

 イ 業務遂行方針 

 ウ 業務詳細工程 

 エ 業務実施体制及び組織図 

 オ 業務責任者、担当者一覧表 

 

９ 成果品 

 (1) 成果品については、「５ 業務内容」に則した調査結果報告書として、次の

「成果品一覧」のとおり納品すること。なお、詳細については協議の上決定す

るものとする。 

 (2) 提出方法は、Ａ４版ファイル(必要に応じてＡ３版)にとじ込んだ出力デー

タ各３部と、電子データを電子媒体(CD-R 等)に格納し、納品すること。 

 (3) 納品する電子媒体(CD-R 等)には、タイトルを記載するとともに、内部のデ

ータについても製本版と同じタイトルを付したフォルダやファイル名を作成

し、焼き付けること。 

 (4) データについては、製本版と同じ体裁で作成したＰＤＦ版とともに、以下の

形式により格納すること。 

  ア 文書：Microsoft Word 形式又は Microsoft Excel 形式 

  イ 表、グラフ：Microsoft Excel 形式又は Microsoft PowerPoint 形式 

  ウ 写真データ：Jpeg 形式 

  エ レイアウト図面：Jw_cad 形式又は dxf 形式 

 (5) 本業務の成果品の著作権及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとす

る。また、著作者人格権については、これを行使しないものとする。 

 

成果品一覧 提出期限 

(1)  備品等発注業務支援報告書   

  ア 備品等発注計画 

令和３年９月末 

令和４年３月末 

変更の都度提出 

  イ 転用備品リスト 令和３年６月末 

  ウ 購入備品リスト 
令和３年９月末

令和４年３月末 
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変更の都度提出 

  エ 概算予算書 
令和３年９月末 
令和４年９月末 

  オ 備品等発注仕様書（案）及び添付書類等 令和４年４月末 

(2)  備品等処分報告書   
  ア 備品等処分計画書 令和４年６月末 

  イ 概算予算書 令和４年７月末 

  ウ 備品等処分業務仕様書（案）及び添付資料 令和４年７月末 

(3) 「おもや」オフィスレイアウト実施設計に関する報告書   
  ア オフィスレイアウト実施設計図 随時 

イ 庁舎執務室内什器配置等基本方針 令和４年１月末 

  ウ 現状レイアウト図 随時 

  エ 現状備品リスト 令和３年６月末 

  オ イメージパース 令和４年４月末 

(4) 業務計画書 契約日の翌日 

(5) 各種提案や打合せ等に使用する資料 随時 

(6) 協議の議事録 随時 

(7) その他、市との協議において必要とされたもの 随時 

 

10 委託料の支払時期等 

  年度ごとに支払う。 

 

11 実施手法 

  本業務については、平成２７年３月に策定した「市庁舎執務環境調査等業務報

告書」及び平成３０年３月に策定した「府中市新庁舎オフィスレイアウト設計等

業務委託報告書」を十分に踏まえて実施すること。 

 

12 秘密の保持 

  受注者は、本業務遂行のために知り得た情報について、第三者へ漏えいしては

ならない。 

 

13 個人情報の保護 

  受注者は、本業務遂行のために個人情報を取り扱う場合は、府中市個人情報保

護条例を遵守しなければならない。 

 

14 その他 

 (1) 本業務の遂行に当たっては、発注者との連絡を密に行い、疑義が生じた時は
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発注者と十分に協議の上、決定するものとする。 

 (2) 本仕様書に明記されていない事項については、随時、協議の上、決定するも

のとする。 

 (3) 備品等の仕様検討に当たっては、競争性、透明性等を考慮し、特定の技術や

製品に偏らないこと。 

 (4) 移転計画の作成及び移転に係る業務については、別途、他業者に委託する予

定であることから、図面等の引き渡し及び引き継ぎには真摯に対応すること。 

 

15 資料の貸与 
  契約後に必要な図面等は貸与するが、その主なものは次のとおりである。な

お、(1)から(11)の書類についてあらかじめ貸与を希望する場合は、募集要項「９ 

資料の貸与」の記載の通りに申し出ること。 
 (1) 資料１  府中市新庁舎建設実施設計の概要 

 (2) 資料２  新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針 

 (3) 資料３  新庁舎オフィスレイアウト（全体版） 

 (4) 資料４  新庁舎オフィスレイアウト（拡大版） 

 (5) 資料５  府中市役所本庁舎・現状図 

 (6) 資料６  転用備品リスト 

 (7) 資料７  転用計画案（図面着色） 

 (8) 資料８  現状備品リスト 

 (9) 資料９  各課文書量表（Ｈ２６年１２月時点） 

 (10) 資料１０ 庁舎執務室内什器配置等基本方針 

 (11) 資料１１ 購入備品リスト 

  


