
企業局職場環境改善事業業務委託仕様書（案） 

 

長野県企業局経営推進課  

 

この仕様書は、長野県企業局（以下「企業局」という。）が行う職場環境改善事業を委託するに当

たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

企業局職場環境改善事業業務委託 

 

２ 目 的 

現在、企業局では県民生活に最も身近なライフラインである電気事業及び水道事業を実施して

おり、公営企業として安定経営が不可欠である。 

一方で、脱炭素社会の構築に向けた再生可能エネルギーの拡大、大量更新期を迎える水道施設

の老朽化対策、大規模地震に備えた安定供給体制の構築などの喫緊の課題に限られた人的資源で

的確に対応することが求められている。 

そのため、次のコンセプトに基づき、働き方改革・しごと改革を推進することにより、前例に

とらわれない柔軟な発想や、職員の能力を最大限発揮できる環境を整備し、仕事の質の一層の向

上を図る。 

なお、全体的なプロジェクト管理、レイアウトプランの策定、物品の調達・設置を一体的に委

託することにより、合理的かつ効率的な事業遂行体制を確保する。 

 

【コンセプト】 

１ オフィス及びワークスタイルの変革による生産性の向上 

○ 時間や場所にとらわれない仕事の仕方により、働き方改革・ワークライフバランスを 

実現 

○ 既存 ICT 基盤の活用と職員の配席の見直しにより、チーム力の強化と仕事の質を向上 

   ○ 多様な執務空間の創出により、個人とチームの能力を最大限発揮 

※柔軟でイノベーティブな発想の誘発、コミュニケーションの活性化 等 

○ 職員及び来庁者間の適切な境界及び円滑な動線の確保により、ホスピタリティの向上、 

  仕事の効率化、セキュリティを確保 

○ 健康経営の推進 

  ※職員の心身の健康に資するオフィスへの転換 

２ ペーパレス化と公文書の適正管理の推進 

○ 書類の整理整頓、不用文書の廃棄、ペーパーレス化等により書類を削減 

（事務室内の省スペース化により新たな執務空間を創出） 

○ 個人のデスク周りの公文書を共有書架に配置し、公文書管理の一層の適正化と事務効率化 

を実現 



３ 履行場所 

長野県企業局（長野市大字南長野字幅下 692‐2長野県庁 7階） 

 

４ 履行期間 

契約締結日から平成 31 年２月 15 日（金）まで。ただし、基本となるレイアウト変更は本年内

に完了すること。 

 

５ 業務内容 

(1) 本業務の業務項目 

本業務委託の実施に当たっては、前記２に沿った執務環境整備を行うため、他の地方公共団

体や民間企業における職場環境改善の取組や最新の市場動向を踏まえ、専門的視点に立って次

の業務を実施すること。 

ア プロジェクト管理 

イ レイアウト設計 

ウ 什器等物品計画策定(購入・転用・引取り) 

エ レイアウト改修作業計画策定 

オ 物品の調達及び搬入・設置 

カ 不要物品の引取り（リサイクルを含む。） 

キ ＬＡＮ回線及び電源の敷設並びに壁及び床改修工事 

ク ペーパーレス化推進支援 

 

(2) 委託詳細 

ア プロジェクト管理 

(ｱ) 業務計画書の作成 

本業務委託を実施する上で必要な事項を記載した業務計画書（スケジュールを含む。）

を作成し、企業局の承認を得ること。 

(ｲ) スケジュール及び品質管理 

前記(ｱ)の業務計画書に沿って、スケジュール及び品質を管理すること。 

(ｳ) 会議の開催 

受託者は、企業局との認識の共有を図るため、必要に応じて会議（テレビ会議を含む。）

を開催し、進捗状況、課題等を報告し、企業局の指示を受けること。 

また、会議終了後、速やかに議事録を作成し、企業局の承認を得ること。 

 

イ レイアウト設計 

現状調査を行った上で、別紙１のレイアウト（案）を参考に、執務空間の構築（空間のコ

ンセプトに沿った什器選定並びに壁及び床の改修）に係るレイアウト図を作成するものとす

る。 

なお、各エリアは、電源及び庁内ＬＡＮ設備を有し、既存のＩＣＴ機器等（別紙２参照）

が最大限活用可能なものとすること。 



また、県産材の効果的な活用に配慮すること。 

(ｱ) フリーアドレスエリア 

以下に記載の課（係）ごとに、それぞれの要件を満たす設計を行うこと。 

また、執務室内に書庫及びポスト機能を有する施錠可能な個人用ロッカーを 30名分設 

置すると共に、個人の机周りのごみ箱は廃止することを想定し、共有のごみ箱を設置する

こと。 

なお、ICT 基盤（Wi-Fi、パソコン及び仮想デスクトップ等）及び固定電話は、既存環境

の利用を前提とし、本委託業務には含まない。 

a 経営推進課総務係（主な所管事務：人事、広報、総務） 

・６名の職員を想定した机、椅子及び可動式キャビネットを配置すること。 

b 経営推進課経営企画・財務係（主な所管事務：企画、計画策定、経理） 

・通常時５名、最大利用時８名の職員を想定した机及び椅子を配置すること。 

・既存のディスプレイモニター（４台）の設置を想定すること。 

c 電気事業課（主な所管事務：電気事業の経営、収支計画、発電所の建設計画等） 

・８～10名の職員を想定した机、椅子及び可動式キャビネットを設置すること。 

・既存のディスプレイモニター（７台）の設置を想定すること。 

d 水道事業課（主な所管事務：上水道事業の経営、収支計画、浄水場等の建設計画等） 

・８～10名の職員を想定した机、椅子及び可動式キャビネットを設置すること。 

・既存のディスプレイモニター（５台）の設置を想定すること。 

 

(ｲ) イノベーションエリア 

以下に記載の４区分ごとに、それぞれの要件を満たす設計を行うこと。 

なお、(ｱ)フリーアドレスエリアとの境界については、書類が効率的に収納できる構造

とし、壁面（ブラインドの更新を含む。）及び床面の改修を併せて行うこと。 

a ミーティングエリア 

(a)  コンセプト 

ICT 機器を活用し、会議のペーパーレス化と意思決定の迅速化を図る。 

特に、災害発生時等の緊急時に現地機関とのテレビ会議を実施し、被災状況の早期

把握及び対応方針の迅速な決定を図る。 

(b)  必要な機能 

・最大 15名程度が利用可能な机、椅子を配置すること。 

・既存の電子黒板及びディスプレイの配置を想定すること。 

・スタンドアップ・ミーティングの開催も想定すること。 

 

b ロックイン（集中）エリア 

(a)  コンセプト 

職員が集中して業務ができる空間を新設し、執務効率の向上を図る。 

(b)  必要な機能 

・３名程度の利用者を想定した机、椅子を配置すること。 



・既存のディスプレイモニター（１台）の設置を想定すること。 

 

c Fika（フィーカ）エリア 

(a)  コンセプト 

職員がリフレッシュ及びインフォーマル・コミュニケーションを行うことのでき

る空間を新設し、柔軟でイノベーティブな発想を誘発するとともに職員の執務効率

の向上を図る。 

(b)  必要な機能 

・最大９名程度が利用可能な机及び椅子を設置すること。 

・冷蔵庫、マガジンラック等を設置すること。 

・少人数でのブレインストーミングや簡易な打合せを行うことを想定すること。 

 

(ｳ) マネジメント（意思決定）エリア 

a  コンセプト 

所属長により構成される経営会議、公営企業管理者の執務、賓客の応接に適し

た空間を再構築する。 

b  必要な機能 

以下の３つのエリアが独立して機能するようパーテーション等を設置するととも

に、適切な動線が確保される空間を提案・構築すること。 

① 公営企業管理者の執務スペース 

・書架（数量１）を新設すること。（他の什器は、原則として既存のものを利用） 

・ブラインド、壁紙を更新すること。（床は県産材を利用することとし、本委託業務 

には含まない。） 

       ・②賓客の応接スペースとの間にローパーテーション（執務中に圧迫感がないサイ

ズ、色調、素材等に配慮したもの）を設置すること。 

       ・③経営会議等の会議スペースとの間にパーテーション（動線は確保しつつ、会議

中は完全に仕切ることができるもの。ただし、双方の空調を阻害しないものに限

る。）を設置すること。 

② 賓客の応接スペース 

・執務室への動線確保のため、既存の壁面にドアを新設すること。 

・ブラインド、壁紙を更新すること。（床は県産材を利用することとし、本委託業務 

には含まない。） 

・什器は、原則として既存のものを利用すること。 

③ 経営会議等の会議スペース 

・13 名の利用者が打合せ可能な机、椅子を配置すること。 

・机の周囲に補助者・傍聴者が 10名程度座れる椅子を配置すること。 

・壁紙を更新すること。 

 

 



(ｴ) レセプションエリア 

a  コンセプト 

受付機能及び職員の執務空間と来庁者との適切な間仕切り（境界）機能を有する空間を

新設し、来庁者の利便性及び職員の執務効率の向上を図る。 

b  必要な機能 

・間仕切りは、書類が効率的に収納可能なこと。 

・床面を改修し、その色・材質等により明確に認識されるよう配慮すること。 

・来庁者の応接、打合せ、水力発電の啓発用ジオラマの設置スペースを想定すること。 

 

ウ 什器等物品計画策定業務(調達・転用・引取り) 

上記イの「レイアウト設計」に対応した「物品調達・継続使用計画書」を作成すること。 

「物品調達・継続使用計画書」には、品目、品名、数量及びサイズ並びに新規調達設備、

既存設備の別を明記すること。 

なお、不要となる既存物品について、「不要物品活用計画書」を作成すること。 

また、調達する物品は、下記の①～④の基準を満たす製品であること。 

《調達物品の基準》 

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、企業局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、メーカー保証が１年以上ある場合には当該期間とする。 

③ 取扱いについては、十分説明を行うこと。 

④ 納入する物品は、未使用品であること。 

 

エ レイアウト改修作業計画策定業務 

上記ア〜ウを踏まえ、下記①〜③の内容を記載した「レイアウト改修作業計画書」を作成

すること。 

なお、改修は、土日、祝日に行うことを原則とするが、これによりがたい場合には、企業

局と協議の上、決定すること。 

《改修計画の内容》 

① スケジュール（作業工程を含む。） 

② 搬出入経路 

③ その他必要な事項 

 

オ 物品の調達、搬入及び設置業務 

上記ウの「物品調達・継続使用計画書」に記載されている新規調達物品を改修作業実施日

までに調達し、上記イのレイアウト設計に従い設置すること。 

なお、書棚等は、必要に応じて転倒防止策を講ずること。 

また、設置作業に当たり、一時的に執務室から搬出する必要がある場合は、企業局が指定

する仮置き場に搬出すること。 

 



カ 不要物品の処理 

上記ウの「不要物品活用計画書」に記載されている机、椅子、書棚等の物品は、受託者が

引き取り、法令等に基づいた適正なリサイクル等を行うこと。 

 

キ ぺーパーレス化支援 

ペーパーストックの削減や業務効率の向上に資する、既存書類の電子化及び効率的な保存

方法等に係る提案及び実施支援を行うこと。 

 

ク 電源、ＬＡＮ回線工事及び壁等補修工事 

・イノベーションエリア及びマネジメントエリアの電源並びに有線 LAN の敷設工事を行うこ 

と。 

・各エリアのコンセプトに沿った壁、柱及び床の補修工事並びにブラインドの交換を行うこ

と。 

・ドアの移設工事を行うこと。 

 

ケ その他 

(ｱ) 改修作業時の養生及び破損時の対応 

改修作業に当たっては、建物や設備を破損しないよう、必要な養生を施すこと。 

万一、建物等を破損した場合は、企業局の指示に従い原状復旧すること。 

(ｲ) 改修作業終了後の清掃等 

改修作業終了後には、作業場所を清掃するとともに不要となった梱包資材等を回収する

こと。 

(ｳ) 完了検査 

改修作業終了後、速やかに企業局による検査を受けること。その際、是正が必要な事項

があった場合は、対応期限を明らかにした上で、速やかに是正措置を講ずるとともに、改

めて企業局による検査を受けること。 

 

(3) 納入成果物 

項目 成果物 提出期限 

プロジェクト管理 業務計画書 契約締結後 10日以内 

会議議事録 会議終了後５日以内 

レイアウト設計 レイアウト図 

企業局と別途協議の上

決定 

什器等物品計画策定 物品調達・継続使用計画書 

不要物品活用計画書 

レイアウト改修作業計画策定 レイアウト改修作業計画書 

物品の調達及び搬入・設置 改修工事工程表 



納品書 

完了報告書 

不要物品の引取り等 搬出工程表 

※成果物の提出に当たっては、事前に企業局の確認を受け、承認された上で提出すること。 

※本業務における成果物の著作権は、企業局に帰属するものとする。 

また、受託者は企業局の承認を得ずに、成果物を公表してはならない。 

 

６ 再委託 

(1) 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前に企業局に

対し、再委託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を報告し、企業局の承諾を得た場合は

この限りではない。 

(2) 受託者は、業務を第三者に再委託した場合は、当該委託先に対して、本仕様書に定める受託

者の義務と同等の義務を負わせるとともに、企業局に対して当該再委託先の全ての行為及びそ

の結果についての責任を負うものとする。 

 

７ 秘密の保持 

受託者は、業務上知り得た情報を本契約の継続中はもとより、本契約が終了し、又は解除され

た後においても、第三者に漏洩してはならない。 

 

８ 提供資料 

受託者は、本契約締結後、企業局が保有する資料等について、業務遂行上必要がある場合は、

企業局に申し出て、企業局が妥当と判断した場合に限り、資料提供を行うこととする。 

 

９ 留意事項 

(1) 受託者は、法令並びに本県の条例、規則及び規程を遵守し、企業局が最適な成果を得られる

よう誠実に本委託業務を遂行すること。 

(2) 受託者は、本業務遂行の際は、本仕様書の記載事項その他の必要な事項について、企業局と

十分協議を行うとともに、指示を受けること。 

また、作業内容等について疑義が生じた場合は、企業局と協議の上、速やかに対応すること。 

(3) 受託者が報告書等作成のために作業する環境及びそのために必要な経費は、受託者が準備す

ること。ただし、受託者が必要に応じて本県庁舎内で作業、会議等を行う場合は、可能な限り

企業局がこれを準備する。 

(4) 受託者は、成果物に瑕疵が見つかった場合には、本委託業務完了後においても速やかに企業

局の指示に基づき、関係図書等の改正を行わなければならない。 

なお、同改正作業に要する費用は、受託者の負担によるものとする。 

(5) 受託者は、本委託業務完了後においても、本委託契約の範囲内における企業局の問合せ等に

応じるものとする。 

(6) 本契約期間中は、企業局の執務時間内(土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時 30 分から午



後５時 15分まで)に企業局から常に連絡が取れるようにすること。 

(7) 受託者は、契約締結後速やかに、本業務の業務項目ごとの作業工数及び費用内訳を書面によ

り企業局へ提出すること。 


