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葛城市役所新庄庁舎和室会議室改修及び備品調達等業務
プロポーザル仕様書

1．業務名称

葛城市役所新庄庁舎和室会議室改修及び備品調達等業務

2．実施場所

葛城市柿本 166番地

葛城市役所 新庄庁舎 2階 和室会議室内

面積 約 186.8 ㎡

3．事業目的

葛城市役所新庄庁舎では、葛城市役所旧當麻庁舎の除却に伴う人事異動により、令和 4年 1

月以降職員数が大幅に増加し、打合せ（作業）スペースの不足や書類保管スペースの不足が課

題となっています。

現在、新庄庁舎２階、和室会議室については、建築当初からのワークスタイルの変化により

和室の活用がしづらく、利用率が低下しています。また、働き方の変化に合わせた多目的に活

用のできる執務空間を求める声も高まっており、和室会議室の改修によりスペースの課題を解

決するとともに、職員のチームビルディングの促進によりモチベーションの向上を図ることが

有効だと考えています。

そこで、①小規模～中規模の打合せ（作業）が行える空間の創出、②文書を適切に管理でき

る空間の創出、③働き方の変化に対応した空間の創出の3点を基本方針とし、民間活力が最大

限有効に活用できるよう、改修及び内装に対する提案の幅を設けた公募型プロポーザルを実施

します。

4．契約期間

契約日から令和 5年 3月 17日(金)まで

（ただし、改修プラン案は令和４年 11月末、改修プランの確定は令和４年12月末までに提出

してください。）

5．改修期間

1) 搬出入および騒音等、市役所業務の妨げになることが想定される施工は閉庁日(土日祝)に

実施すること。

2) 作業スケジュールは本市の窓口業務の妨げとならないよう配慮すること。また、作業日及

び作業手順については本市と協議し、了承の上実施すること。

3) 施工にあたり、やむを得ず市役所内通路をふさぎ、一部市役所運営をとめる必要がある場

合は、最短期間とし、本市と協議、了承の上実施すること。
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4) 搬出入にエレベーター及び階段を使用する場合を含め、搬出入経路は適切に養生を行うこ

と。

６．業務概要

(1)レイアウト検討

①改修プランの作成（什器・備品の配置、内装デザイン、機材設備等を含めた室内空間の環

境改善計画）

②改修プランの作成に必要な各種調査

③レイアウトの変更に必要な許認可等の手続き(関係機関との協議及び申請等の手続き)

⑤その他本業務を実施する上で必要な関連業務

(2)改修工事

①改修工事の施工

②工事に必要な許認可等の手続き(関係機関との協議及び申請の手続き)

③その他本業務を実施する上で必要な関連業務

(3)備品納入

①什器及び備品の調達及び設置

②その他これらを実施する上で必要な関連業務

７．内装提案の概要

1) 基本的には職員のみが入室及び利用可能な居室を想定している。

2) 既設の LED蛍光管はリース品のため、改修後も流用すること。

3) アクセスポイント（無線 LANルーター）を1台以上設置すること。

4) 有線 LAN・電話線・コンセント数は、現況以上の増設（ブレーカーの増設を含む）を前提

とし、各用途に合わせて適切に配置すること。

5) 窓については、個人情報保護の観点から必要に応じてブラインド・カーテン等の外部から

視線を遮ることのできる備品を設けること。

6) 各用途に合わせた環境（音・局所照明等）を適切に計画すること。

7) 各用途に合わせた間仕切りや視線等に配慮した計画とすること。

8) 内装仕上は、素材感や色合いの工夫など、事業目的及び公用施設という特性にふさわしい

計画とし、居心地の良い雰囲気・清潔な印象づくりに努めること。

9) 既設の内装仕上の一部を残置し、有効に活用した提案を可とする。

10) 既設の仕上を利用するにあたっては、劣化状況等を確認し、安全性を確保した上で利用

すること。なお、不良個所の改修については、本業務範囲に含むものとする。

11) 関連する法令基準を満たす計画・製品とすること。
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①小規模～中規模の打合せ（作業）が行える空間の創出

1) ２人から 8人程度の打合せが行える区画を１か所以上確保すること。

2) 上記に加え、一定期間専用的に利用のできる作業区画(1 区画は４ｍ×３ｍ程度)を２

か所以上確保すること。

3) 1)2)の区画は、什器等の移動による組み合わせで様々なシーンに対応のできる提案を

可とする。

4) 今後の使用方法、配置の変更に対応し、配線等を含めた可変性に配慮すること。

5) 今後導入を予定しているコピー機及びプリンターの設置場所に配慮すること。

6) 以下の什器及び備品を調達し、設置すること。

②文書を適切に管理できる空間の創出

1) 文書を保管する書棚（横幅1.8 m奥行×50ｃｍ×高さ2.1 m(4～5段)程度で換算）

を10台以上確保すること。

2) 造作による提案も可とするが、耐荷重を考慮し、適切に設置すること。

3) 文書を文書保管箱に入れた状態や、物品を段ボールに入れた状態で一時保管するケー

スが多くなるため、適応に配慮した書棚とすること。

③働き方の変化に対応した空間の創出

1) 様々なフェーズ・シーンに対応することのできる機能を兼ね備えた設備及び空間とす

ること。

2) 職員の休憩時間の利用等、フレキシブルに活用ができる機能と空間に配慮すること。

3) 現状の給湯設備については、撤去の上、給湯機能を備えた、簡単な洗い物ができる程

度の流し台に更新すること。

4) 冷蔵庫（150L程度）等を備品に含めて調達すること。

5) 姿見を設置すること。

項目 条件等 数量

机

・平机を基本とし、用途に応じた大きさや高さ、

組合せ等の提案があることを想定。

・造作による提案も可とする。

15台以上（2人掛け換算）

椅子

・一人掛け平机を基本とし、机に応じた大きさや

高さ、組合せ等の提案があることを想定。

・造作による提案も可とする。

30台以上（1人掛け換算）

ホワイトボード 1台

遠隔会議用備品

（可動式モニター、マイクスピーカー、ヘッドセット等）
各1台以上

紙折り機 1台

ラミネーター（A3） 1台

ごみ箱 適宜
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8．各種申請等業務

レイアウトの変更に伴う各種申請の手続きについて、事業スケジュールに支障がないよう適

切な時期に実施すること。

9．引渡し

本事業全体の引渡し日は募集要項記載のとおり。なお、施工者が、不可抗力又は施工者の責

めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を請求した場合は、延長

期間を含め本市と施工者が協議して決定するものとする。

①基本的な考え方

1) 建設工事請負契約書に定められた各業務は、本市が実施することとしている業務を除

き、施工者の責任において実施すること。

2) 建設業務に当たって必要な関係諸官庁との協議において施工者に起因する遅延につい

ては、施工者の責めとする。

②業務遂行上の留意点

1) 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な改修工事計画を策定する

こと。

2) 騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事による近隣住民の生活環境に

与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を実施すること。

3) 改修工事に伴う影響(特に車両の交通障害・騒音・振動)を最小限に抑えるための工夫

を行うこと。

10．施設の改修工事

①改修工事着工前

1) 各種申請業務

改修工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施すること。

必要な場合には、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。

2) 施工計画書等の提出

施工者は改修工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等を作成し本市に提出し、承諾

を得ること。

②改修工事期間中

1) 改修工事

各種関連法令及び改修工事の安全等に関する指針等を遵守し、改修プラン及び施工計画

に従って改修工事及び工事管理を実施すること。施工者は工事現場に工事記録を常に整備

すること。

改修工事の実施においては、本市に対し、以下の事項に留意すること。

(ア) 施工者は、工事管理者を通じて工事進捗状況を本市に定期的に報告するほか、本市
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から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。

(イ) 施工者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこ

と。なお、検査・試験項目及び日程については、事前に本市に連絡すること。

(ウ) 本市は、施工者が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて随時、

工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。

(工) 改修工事中における当該関係者及び庁舎使用者への安全対策については万全を期

すこと。

2) その他

原則として改修工事中に第三者に及ぼした損害については、施工者が責任を負うものと

するが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。

③改修工事完成後

1) 自主完了検査及び完了検査

自主完了検査及び完了検査は、以下の規定に則して実施する。ただし、これらの規定のう

ち該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。

(ア)施工者による自主完了検査

a 施工者は、施工者の責任及び費用において、自主完了検査を実施すること。

b 自主完了検査の実施については、実施日の７日前までに本市に書面で通知すること。

c 施工者は、本市に対して自主完了検査結果を報告すること。

(イ)本市の完成検査

本市は、施工者による上記の自主完了検査終了後、以下の方法により完了検査を実施する。

a 本市は、施工者、改修プラン作成担当者及び備品納入担当者の立会いの下で、完了検

査を実施する。

b 完了検査は、本市が確認した改修プラン図書との照合により実施する。

c 施工者は、設備機器の取扱説明書を本市に提出し、その説明を行うこと。

d 施工者は、本市の行う完了検査の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその

内容について是正し、再検査を受けること。なお、再検査の手続きは完了検査の手続

きと同様とする。

e 施工者は、本市による完了検査後、是正・改善事項がない場合には、本市から完了検

査完了の通知を受け、引渡しするものとする。

(ウ)完成図書の提出

施工者は、本市による完成検査完了の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。

なお、提出時の体裁等については、別途本市の指示するところによる。

a 工事記録写真 1部

b 完成図(建築) 一式(製本図1部、原図及びCD)

c 完成図(電気設備) 一式(製本図1部、原図及びCD)

d 完成図(機械設備) 一式(製本図1部、原図及びCD)

e 完成図(什器・備品配置表) 一式(製本図1部、原図及びCD)



6

f 改修プラン検討資料 一式

g 備品納品書 一式

h 備品説明書 一式

i 完成写真 1部

j その他必要書類 一式

k 上記のすべてのデジタルデータ 一式

l 各種申請等書類 一式

④共通仕様

本業務仕様書に記載されていない事項は、原則として国土交通大臣官房官庁営繕部改修「公

共建築工事標準仕様書（最新版）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」によるも

のとする。

⑤特記仕様

1)工事用電力

無償とする。

2)工事用水

無償とする。

3)材料置場等

(ア)下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。

(イ)下小屋、材料置場等の設置については、あらかじめ発注者と打合せ、承諾を得るもの

とする。

(ウ)無償貸与とする敷地は、工事用車両の駐車スペースを含め、駐車場5台分程度とする。

4)産業廃棄物の処理

関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を提出する。

なお、県外の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良県産業廃棄物税相当額を支払

うこと。

11．備品等の納入

①日本オフィス家具協会の定める品質基準を満たすものであること。

②修理等の費用は、市の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1年間は無償とすること。

ただし、メーカー保証期間が 1年を超える場合には、当該期間を対象とする。

③取扱いについては、十分説明を行うこと。

④納入する備品は、未使用品であること。


