
令和4年5月18日

総務部　総務課長

財産管理課長

NO 項　　　　　目 内　　　　　　容 回　　　　　答

1
実施要領
５．プロポーザルに係る審査の
方法等（２）審査

審査委員会のメンバーは貴市職員様のみでしょう
か？外部審査委員の方はいらっしゃいますか？可
能であればメンバーの所属・役職等をお教え願い
ます。

本市内部委員による委員会です。（実施要領５
記載のとおり）

2
実施要領
6　（4）、（6）

参加申込書と企画提案書は、事務局持参又は郵
送により午後４時必着とありますが、宅配便での送
付は可能ですか。

宅配便での送付も可能ですが，事務局へ締め切
り必着とします。

3
実施要領
6　（7）

プレゼンテーションの時間は1社あたりどれくらいを
予定されていますか。

プレゼンテーション20分以内，質疑応答20分以
内，併せて40分以内を予定しています。

4
実施要領
7-(1)⑦

配置予定技術者の実績には民間のオフィス環境
整備業務等を含んでも宜しいでしょうか。

国の機関又は地方公共団体における実績を記
載ください。
なお，提案書６（取組体制・実施方針）等におい
て，配置技術者の民間での実績等記載いただく
ことは可能です。

5

実施要領
７．提出書類について
⑦様式４
（配置予定技術者調書）

管理技術者1名および執務環境整備業務と文書
管理適正化等支援業務の主たる担当技術者各1
名の計３名分を作成提出すればよろしいでしょう
か？管理技術者および主たる担当技術者を複数
配置する場合は、その人数分提出してもよろしい
でしょうか？

管理技術者もしくはプロジェクトマネージャーのい
ずれか1名，執務環境整備業務と文書管理適正
化等支援業務の主任技術者各1名の計３名につ
いて提出願います。

6
実施要領
8（３）

質問書に対する回答は「参加表明書」を出した全
事業者にメール回答，とありますが「質問書」と読
み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7
実施要領
7 提出書類について
（2）企画提案書類

様式7-1、7-2、7-3は、別のフォーマット（パワー
ポイント等）でよろしいでしょうか。

8
実施要領
9

様式6及び７はご提供いただいたExcel形式ではな
く、Power Pｏｉｎｔの形式で作成してもよろしいです
か。

9
実施要領
９（2）③

自由提案の記載について、今回の見積に含まない
提案を記載しても宜しいでしょうか。

提出いただく見積金額（実施要領記載の事業費
範囲内）に見合った提案を記載ください。
なお，業務仕様書（案）は参考資料であり，提案
内容によっては変更が生じるものと考えておりま
す。

10
業務仕様書（案）
５（1）エ）

業務工程の検討にあたり、建築設計・施工の工程
案を共有していただけますでしょうか。

提案要請時に資料共有する予定です。

お見込みのとおりです。
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11
業務仕様書（案）
6-1（１）

イ～オ）基本設計業務と並行して行う中で、各種
調査の精度と迅速性、効率性を高める為、アン
ケート形式での調査を併用しても宜しいですか。

提案内容に必要な調査を記載ください。
なお，業務仕様書（案）については市想定の業務
の仕様書（案）であり，提案内容によっては変更
が生じるものと考えています。事業費の上限は実
施要領に記載のとおりです。

12

業務仕様書（案）
6-1 （１）執務環境整備基本計
画 イ） 窓口利用状況調査・分
析

左記について、窓口における対応件数の記録や番
号発券機の記録等、現状の窓口の利用状況がわ
かる記録データを業務受託後にご提供していただ
くことは可能でしょうか？

受託後に提供可能な資料について共有する予
定です。

13
業務仕様書（案）
6-1 執務環境整備に関する業
務について

（１）執務環境整備基本計画 ウ）会議室等利用状
況調査・分析
 
上記について、会議室の予約履歴など現状の庁
舎内の会議室の利用状況を示すような記録デー
タを業務受託後にご提供していただくことは可能で
しょうか？

受託後に提供可能な資料について共有する予
定です。

14
業務仕様書（案）
6-1 執務環境整備に関する業
務について

（１）執務環境整備基本計画 エ）与条件整理調
査・分析
 
上記について、与条件とは具体的に何を想定され
ていらっしゃいますでしょうか？一般的には執務環
境整備基本設計を行う上での基礎的条件（人員
構成、部門特性、特殊要件、部門近接度等）の整
理調査と捉えていますが、この捉え方でよろしいで
しょうか？

提案いただく内容に必要な与条件整理調査・分
析と考えてください。
　なお，業務仕様書（案）については市想定の業
務の仕様書（案）であり，提案内容によっては変
更が生じるものと考えています。事業費の上限は
実施要領に記載のとおりです。

15

業務仕様書（案）
6-1，(2)執務環境整備基本設
計
コ）パイロットオフィス計画の作成

パイロットオフィスで想定されている規模（対象の部
門数、人員等）をご教示ください。また、家具の納
入までは含まないという認識でよろしいでしょうか。

16
業務仕様書（案）
6-1　（2）

コ）パイロットオフィス とはモックアップのことでしょう
か。

17

業務仕様書（案）
6-1（２）執務環境整備基本設
計
イ）サイン基本設計

サイン基本設計は窓口カウンター業務におけるサ
イン部分のみでしょうか。それとも、庁舎全体のサ
イン計画でしょうか。

18

業務仕様書（案）
6-1（３）執務環境整備実施設
計
イ）サイン実施設計

サイン実施設計は窓口カウンター業務におけるサ
イン部分のみでしょうか。それとも、庁舎全体のサ
イン計画でしょうか。

19
業務仕様書（案）
6-1

(2)執務環境整備基本設計 イ）サイン基本設計
(3)執務環境整備実施設計 イ）サイン実施設計
とありますが、サイン計画の範囲は、建築工事のサ
イン計画との工事区分はどうなるでしょうか。

20
業務仕様書（案）
6-1（２）

イ）サイン基本設計の対象範囲をお示しください。

サイン基本設計・実施設計について，対象範囲
は屋内のみで，窓口カウンター等の市民利用範
囲を想定しています。
なお，業務仕様書（案）については市想定の業務
の仕様書（案）であり，提案内容によっては変更
が生じるものと考えています。事業費の上限は実
施要領に記載のとおりです。

業務仕様書（案）においては，パイロットオフィス
は５課程度を想定し，家具の納入・モックアップ
（実物大模型）の想定はしておりません。
なお，業務仕様書（案）については市想定の業務
の仕様書（案）であり，提案内容によっては変更
が生じるものと考えています。事業費の上限は実
施要領に記載のとおりです。
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21
業務仕様書（案）
6-1（３）

イ）サイン実施設計の対象範囲をお示しください。

22
業務仕様書（案）
6-1 執務環境整備に関する業
務について

（２）執務環境整備基本設計 イ）サイン基本設計
（３）執務環境整備実施設計 イ）サイン実施設計
 
上記について、業務範囲を把握するため、既に発
注されている建築設計業務との業務分担を具体
的にお示し願います。消防検査時に必要となる建
築付帯サイン以外の屋外・屋内サインはすべて本
業務範囲という認識でよろしいでしょうか？

23
業務仕様書（案）
6-1（５）

オ）開庁準備基本計画作成（体制・作業区分等）
及び課題整理・調整とは具体的にどのような業務
となりますでしょうか。

業務仕様書（案）記載のとおりです。
なお，業務仕様書（案）については市想定の業務
の仕様書（案）であり，提案内容によっては変更
が生じるものと考えています。事業費の上限は実
施要領に記載のとおりです。

24
業務仕様書（案）
6-1 執務環境整備に関する業
務について

（２）執務環境整備基本設計 ウ）建築工事に附随
する家具、間仕切りの計画
 
上記について、業務範囲を把握するため、既に発
注されている建築設計業務との業務分担を具体
的にお示し願います。本業務では平面レイアウトレ
ベルでの計画を行い、実際の設計は建築設計とい
う認識でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

25
業務仕様書（案）
6-1 執務環境整備に関する業
務について

（２）執務環境整備基本設計 エ）設備機器に係る
床荷重の摺り合わせ
 
上記について、設備機器とは具体的にどのような
機器を想定されていらっしゃいますか？本業務で
計画する、特に重量のある什器（金庫や集密書架
等）について、建築設計側と床荷重の調整を行う、
という認識でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

26
業務仕様書（案）
6-2 文書管理適正化支援に関
する業務ｊについて

本市では、令和４年度から文書管理システムによ
る電子決済を開始しているが、～

上記について、貴市で導入されている「文書管理
システム」の概要がわかる資料（商品名・カタログ・
仕様・マニュアル等）を、ご提案前に（難しいようで
あれば業務受託後に）ご提供をお願いできないで
しょうか？

27

業務仕様書（案）
6-2文書管理適正化支援に関
する業務について

「令和４年度から文書管理システムによる電子決
裁を開始」とありますが、サービス名を教えて頂け
ないでしょうか。（会社名、サービス名、バージョン）

28
業務仕様書（案）
9（３）

「本業務の実施に当たり，新しい文書管理システ
ムの導入又はファイル基準表システム等補完シス
テムの導入は行わず，本市が導入している文書管
理システムを前提とした提案とすること」とあります
が現在、導入されている文書管理システムについ
て可能な範囲でご教示下さい。

本市で導入している文書管理システムはOEC株
式会社「ORCESS 文書管理システム」となりま
す。
システムカタログ，仕様書については提供可能で
すが，提案要請時の提供となります。
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29

業務仕様書（案）
９．（３）本業務の実施にあたり
～本市が導入している文書管
理システム～

左記について、貴市で導入されている「文書管理
システム」の概要がわかる資料（商品名・カタログ・
仕様・マニュアル等）を、ご提案前に（難しいようで
あれば業務受託後に）ご提供をお願いできないで
しょうか？（前項と同じ文書管理システムであれば
質問が重複しますので前項のみのご回答で構いま
せん。）

30
業務仕様書（案）
９（３），6-2（３）ア）

既存のファイル基準表(文書分類表)の項目と内容
の見直しは実施して問題無いかお示しください。

実施して問題ありません。

31
業務仕様書（案）
９（３），6-2（３）ア）

文書管理ルールについて文書管理規程以外のも
のがあればご教示下さい。

文書管理ルールについては，気仙沼市公文書
管理規程のみです。その他文書に関わる例規と
しては気仙沼市公用文規程があります。

32
業務仕様書（案）
10

受託後現庁舎の躯体図面のＣＡＤデータ若しくは
紙資料の貸し出しは可能ですか、可能であれば庁
舎毎に媒体（ＣＡＤ／紙）の有無をご教示頂けます
でしょうか。

受託後の貸し出し可能です。
（貸与可能な資料）
本庁舎・第２庁舎・第３庁舎・ワン・テン庁舎　各
階平面図（CAD）
三日町庁舎　間取り図（PDF）
東分庁舎・第２東分庁舎　なし（配置図のみ）

※ご質問いただいた内容を変えない程度の，加筆・省略を加えています。
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