
１. 件名 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 オフィス環境整備計画等支援業務 

 

２. 目的 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）においては、現在第四期中期計

画の方向性や今後数年の採用計画等を踏まえ、また、職員間のコミュニケーションの活

性化を図るために、オフィスレイアウトの見直しの検討を進めており、これを契機に、

働きやすい職場環境を構築することや働き方改革の一環として将来を見据えた職場作

りを目指してオフィス環境整備を進めることとしている。 

本仕様書は、平成 31 年 1 月末までに内部移転を伴うオフィス環境整備を完了するた

めに、プロジェクトマネージャー（以下、PM）を含む支援業務一式を調達し、オフィス

環境整備計画に係る各種作業を計画的に且つ円滑に行うことを目的とする。 

 

３. 契約期間 

契約締結日から平成 30 年 9 月 28 日（金）まで 

 

４. 内部移転時期等 

４．１ オフィス環境整備完了時期（予定） 

平成 31 年 1 月 31 日（木） 

４．２ 規模（面積） 

新霞が関ビル（千代田区）内の PMDA 賃貸借総面積は、17,056 ㎡（賃貸借している

ウイング数は 21。オフィス環境整備完了時には 19 ウイングに集約する予定） 

 

５. 請負者の要件 

５．１ 支援実績 

過去 3 年以内において床面積 10,000 ㎡以上のオフィス環境整備計画等支援業務

（レイアウト計画、内外移転計画、工程管理等）の受注実績を有していること。 

５．２ 支援体制 

（１） 請負者は、契約締結後 3営業日以内に、本業務に関して判断・意思決定ができ

る PM 及び PMDA 担当者からの連絡・調整担当として、問い合わせ等に常に直接的

かつ迅速に対応できる者、1 名ないし 2 名（兼務可）を含む体制を定め、本業務

が円滑に実施できる支援体制図を作成し提出すること。 

（２） 請負者は、(1)で提出する支援体制図に各作業工程における支援実施体制、役

割分担を明確に記載すること。また、再委託を行なうことを想定している場合、

再委託先を含めて記載すること。 

（３） 請負者は、原則本業務完了まで継続して続けられる者を PM 等（作業者含む。

以下同じ）とすること。 

（４） 請負後に一度示した支援体制をやむを得ない事情により変更（再委託含む）す

る場合、必ず事前に PMDA 担当者と協議し、変更後の支援体制を書面にて提示した

上で PMDA 担当者の承諾を得ること。なお、PM 等を変更する際は、十分な引継期



間を設けて、本業務に影響しないように配慮し、引継期間に要した追加の稼働費

用については請負者が負担すること。 

（５） 適切な支援が期待できないと PMDA 側が判断した場合、PM 等の変更を求めるこ

とがあるので対応すること。 

 

６. 業務内容 

６．１ 作業工程表の作成及び工程管理等 

本オフィス環境整備計画等支援業務の実施にあたり、支援業者が行なう作業の明確

化及び進捗状況等の管理を行なうため、以下の通り作業工程表を作成し、工程管理を

行うこと。 

（１） 作業工程表の作成 

‧ 作業工程を以下に記載するプログラミング業務（調査・計画業務）、基本設計

業務、実施設計業務に分け、その工程を細分化した作業工程表（案）を契約締

結日から 14 日以内に作成し、PMDA 担当者に提示するとともに、直接説明し了

承を得ること。 

‧ その後工事施工業者や関係業者等と調整・打合せを行った結果、作業項目及

び工程に変更が生じた場合は、速やかに作業工程表の修正等を行い、PMDA 担

当者に提示するとともに、直接説明し了承を得ること。 

（２） 工程管理及び報告等 

‧ 週 1回（場合によっては 2週に 1回）、PMDA 担当者との定例会を開催し、打合

せおよび進捗状況を報告すること。 

‧ 定例会では、各作業工程のスケジュール管理を行うために週間作業報告書お

よび課題管理表等を用意し、時点での状況を関係者間で共有できるようにす

ること。 

‧ 定例会の議事録を 3日営業日以内に作成し、PMDA 担当者に提出すること。 

‧ 当初予定していた作業工程に遅延が生じる恐れが予想される場合は、その理

由とともに直ちに PMDA 担当者に報告すること。また、作業の遅延について

PMDA 担当者から懸念が示された場合、懸念事項に対する状況説明をするとと

もに、必要に応じて対応策を講ずること。 

６．２ プログラミング業務（調査・計画業務） 

（１） 現状調査等 

‧ 本業務を実施する上で必要な、調査計画の立案、調査内容・方法の検討、調査

の実施等を行う。 

‧ 調査には、現状レイアウトの立入調査、文書量の実態調査、什器・備品類の確

認調査、必要に応じて職員に対するヒアリング調査を含むこと。 

（２） スタッキング案の作成 

‧ 現状調査等を踏まえ、基本コンセプトを策定し、スタッキング案を作成するこ

と。 

‧ スタッキング案の作成にあたっては、部署間の近接性を十分考慮すること。 

６．３ 基本設計業務 



（１） オフィススタンダードの構築 

‧ 什器スタンダード（1 人当たりに割当てる什器のサイズや種類等を決める）、

空間スタンダード（1人当たりの使用面積、空間のデザイン等を決める）を策

定すること。 

‧ 什器スタンダードの策定にあたっては、ユニバーサルデザインのオフィスレイ

アウトになるよう配慮することとし、また、PMDA の指定する一部の部署につ

いては将来的なフリーアドレス化も視野に入れたプランを作成すること。 

‧ 現状調査等の結果も踏まえ、部署の業務の特性（10 セグメントを想定）を考

慮した上で、最適なプランを作成すること。 

（２） ゾーニングプランの検討 

各種調査やオフィススタンダードを踏まえて、ゾーニングの検証を行うこと。 

（３） オフィススタンダードに基づいた基本レイアウトの作成 

（４） 概算費用の算出 

基本レイアウト作成時点において、新規什器・備品類購入費用、什器・備品

類廃棄処分費用、引越し費用の概算費用（内訳含む）を算出すること。 

６．４ 実施設計業務 

（１） 基本レイアウトに基づいた実施レイアウトの作成 

（２） 実施工程表の作成 

（３） 各種調達仕様書案の作成支援 

‧ 実施レイアウトプランに基づき、什器・備品類、引越しに係る調達仕様書の作

成支援を行うこと。 

‧ 什器・備品類の調達仕様書については、メーカーを統一する必要はないが、汎

用性のある製品とし、自社製品を扱う者においては、他社製品を含めた複数の

同等品を提示すること。 

‧ 各種調達にあたっては、後日一般競争入札で業者選定を行う予定であることか

ら、特定の業者に有利に働くような記載は避けること。 

（４） 什器・備品類各種計画案の作成 

① 既存什器・備品類の転用計画案の作成 

現状調査の結果及び実施レイアウトプランをもとに、転用する什器・備品類の

リストを作成すること。その際、転用先についても図面などを用いて明確にす

ること。 

② 新規什器・備品類の購入計画案の作成 

現状調査の結果、実施レイアウトプラン及び転用計画をもとに、新規購入什器・

備品のリストを作成すること。 

③ 不要什器・備品類の収納計画案等の作成 

現状調査の結果、実施レイアウトプラン及び転用計画をもとに、不要什器・備

品類のリストを作成すること。また、廃棄処分をしない什器・備品等について

は、収納に必要となる面積や収納方法、管理などの収納計画を作成すること。 

  ６．５ その他 

検討過程の中で、上記６．１～６．４以外の業務が発生した場合においても、



請負者と PMDA 側で相談の上、可能な範囲で誠実に対応すること。 

 

７. 提供資料 

７．１ 電子媒体 

（１） 現状配置図（直近の座席表 簡易版） 

作図ソフトは Microsoft Visio です。請負者において操作できない場合は PDF も

しくは紙媒体にて提供します。 

（２） 現状オフィスレイアウト図面（平成 29 年 10 月時点） 

提供データは CAD（computer-aided design）です。なお、当該データは今年の 10

月に現地調査を反映した図面になります。 

 

８. 成果物等 

８．１ 提出物 

（１） 提出する提出物、部数、保存形式は以下のとおり。 

 提出物 
本仕様書 

該当項目 
保存形式 

1 支援体制図 5.2(1) MS-Excel 等 

2 作業工程表 6.1(1) MS-Excel 等 

3 付帯業務（定例会議事録、課題管理表、作業進

捗管理表等） 

6.1(2) MS-Excel 等 

4 スタッキング案 6.2(2) MS-Excel 等 

5 基本レイアウト図面 6.3(3) CAD および 

MS-Excel 等 

6 B 工事、新規購入什器・備品類、引越しに係る

概算費用資料（内訳含む） 

6.3(4) MS-Word 等 

7 実施レイアウト図面（基本レイアウトから変更

がない場合、省略可） 

6.4(1) CAD および 

MS-Excel 等 

8 実施工程表 6.4(2) MS-Excel 等 

9 各種調達仕様書素案（什器・備品、引越し） 6.4(3) MS-Word 等 

10 既存什器・備品類の転用計画案 6.4(4)① MS-Excel 等 

11 新規什器・備品類の購入計画案（什器・備品類

の購入に係る参考資料を含む） 

6.4(4)② MS-Excel 等 

12 不要什器・備品類の収納計画案 6.4(4)③ MS-Excel 等 

※ 提出部数は指示する部数とし、電子媒体でも PMDA 担当者に送付することとする。 

（２） 提出期限 

具体的な期限については請負者と PMDA 担当者とで相談して決めることとする。 

８．２ 納品物 

（１） 納入物 

請負者が行なった支援内容や提出物について「（独）医薬品医療機器総合機構 

オフィス環境整備計画等支援業務報告書」としてまとめることとする。 



（２） 納入部数 

紙媒体 3部、電子媒体 1部（CD-R、DVD-R のいずれかの媒体に収納すること） 

（３） 納入期限 

平成 30 年 9 月 28 日（金） 

８．３ 提出・納品場所 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部総務課 

 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 19 階東 

 

９. 再委託について 

受託者は、受託業務の全部を第三者に再委託することはできない。 

 

１０. その他 

１０．１ 守秘義務及び機密情報の取扱い 

（１） 請負者は、本請負業務実施の過程で知り得た情報を、本請負業務以外に使用ま

たは第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置

を講ずるものとする 

（２） 契約締結時に秘密保持等に関する誓約書を別途提出し、これを遵守すること 

１０．２ 環境への配慮 

本件に係る納入成果物および提案内容については、「国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成15年7月16日法律第119号）の

基準を可能な限り満たすこと 

１０．３ その他 

（１） 本仕様書に定めのない事項及び本誌要所に記載された事項について疑義が生

じた場合、PMDA 担当者と協議の上、決定することとする 

（２） 本調達業務に係る作業一切の費用は請負者の負担とする 

 

１１. 連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

総務部総務課 総務係長 中村 裕哉 

TEL 03-3506-9541 

E-Mail nakamura-hiroya@pmda.go.jp 


