
 

仕様書 

 

１ 業務の名称 

文書保管（デリバリーサービス付トランクルーム賃貸借）等業務（福島） 

 

２ 履行期間 

  令和３年２月１日から令和７年３月 31 日まで（50 か月間） 

  なお、業務の都合により、期間を短縮する場合がある。 

 

３ 業務の内容 

（１）文書の保管業務 

請負者は、搬入された文書保存箱等を以下の条件を満たした場所で保管すること。 

①保管環境 

常温、常湿とし、倉庫業法施行規則第 3 条に規定する「1類倉庫」の設備基準を満

たし、文書及び図面を長期間安定的に保管することが可能な倉庫。 

  ②保管方法 

    棚置き又は棚と同程度の保管環境が維持できる方法で保管すること。ただし、加重

による破損を防ぐ配慮・処置を施す場合は、これに限らない。 

  ③セキュリティー 

    保管場所の出入口は厳重に施錠管理され、ID カード及び監視カメラ等による入退

室等のアクセス管理システムを備え、不正侵入を防止する体制となっていること。 

④立地 

別記の機構事業所から公共交通機関または自動車等を利用し 3 時間以内で到着で

きるところに保管場所が位置していること。 

  ⑤防災 

    各公共団体が定める津波及び洪水ハザードマップにおいて、浸水区域外に立地し

ていること、又は浸水区域内に立地している場合は、想定される浸水高以上の高さに

保管すること。また、各公共団体が指定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒

区域に立地していないこと。 

⑥その他 

倉庫敷地内での文書閲覧や廃棄文書の確認作業等が可能であること。 

（２）文書の新規預入に伴う作業 

①搬出及び搬入作業 

 機構から文書の新規預入の指示があった場合、請負者は、別記の機構事業所内から

文書保存箱等を搬出し、請負者の保管場所へ輸送し、文書保存箱等を搬入する。 

②預入れした文書保管箱への管理番号付番作業 

新規預入れする文書保存箱等については、それぞれの文書保存箱を識別するため

に請負者は箱管理番号（以下「箱番号」という。）を付番し、そのデータを一覧表の
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様式（microsoft excel形式）により機構に提出する。 

③保存箱の納品 

    機構から文書保存用の箱の納入依頼があった場合は、指示した数量の箱を納品す

ること。なお、配送料金は単価に含むものとする。 

④文書保存箱等のサイズ例 

文書保存箱 Ｗ420×Ｄ310×Ｈ310 他 

成果物等 Ｗ700×Ｄ400×Ｈ80 他 

    ※上記と大きくサイズの異なる文書保存箱等については別途協議することとする。 

 ※成果物等のイメージについては、別紙１を参照。 

（３）保管した文書保存箱等の配達及び回収業務 

請負者は、機構から文書保存箱等について配達の指示を受けた場合は請負者の保管

場所から出庫し、別記の機構事業所内の指定する部署へ配達する。 

また、回収の指示を受けた場合は、保管場所へ回収及び入庫する。 

なお、機構からの指示は、電子メール等にて行うものとし、原則、午後３時までに依

頼したものについては、翌々日午後５時までに配達・回収を行うもの（ただし、土日・

祝日・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）・請負者が定める休日（ただし、機構

が妥当と認めたものに限る。）は除く。）とする。 

配達・回収に当たっては、請負者の専用の車両を利用するものとする。ただし、書面

により機構の承諾を予め得た場合には、特定信書便事業者へ配達・回収を委託すること

ができるものとする。 

（４） 保管した文書保存箱等の廃棄への協力 

 機構が預け入れた文書保存箱等の廃棄を実施する場合は、請負者は、機構職員及び機

構から廃棄業務を請け負う者へ当該文書保存箱等の受渡しに協力するものとする。 

 

４ 契約単価について 

契約単価については、別紙２単価表のとおりとし、これに記載のない項目については、

別途協議する。  

    

５ 寄託金額について  

１箱当たり５，０００円とし、請負者の負担にて火災保険を付保する。 

 

６ その他留意事項 

（１）請負者は、福島震災復興支援本部総務企画部総務企画課と十分に連携を図り業務を実

施すること。 

（２）機構の業務依頼にあっては、福島震災復興支援本部の各課及び事務所の文書管理担当

者から電子メール等により行うものとし、請負者は、その完了報告書とともに請求事項

の内訳を添えて、機構へ請負代金の請求を行うものとする。 

（３）請負者は、知り得た重要な情報及び個人情報の漏えい及び紛失については十分に注意

すること。 

（４）請負者は、文書保管（デリバリーサービス付トランクルーム賃貸借）等業務（宮城・
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福島 第２期）（以下「前契約」という。）の履行期間満了日（令和３年３月 31 日）ま

でに、機構、前契約請負者及び当期請負者で保管文書の移管に係る日程等の調整を行い、

当期の履行開始日から随時、保管文書の移管を開始するものとする。前契約請負者倉庫

（所在地：宮城県名取市内）からの出庫（輸送車への積込を含む）を除く、当期請負者

倉庫への移管作業（輸送及び入庫）は、原則として全て当期請負者が行い、移管作業は

原則業務履行開始後２か月以内に全て完了すること。 

また、現物の移管に係る費用及び当機構文書管理データベースとの紐付作業等に係

る費用は、全て当期請負者が負担することとする。（管理用データは当機構から提供す

る。提供データイメージは別紙３を参照。） 

なお、前契約請負者倉庫からの出庫単価は、１箱当たり 50 円（税抜）である。 

※前契約請負者倉庫から当期請負者への文書の移管は発生しない予定である。 

（５）次期契約を行うにあたって請負者の変更があったときは、当期の履行期間満了日まで

に、機構、当期請負者及び次期請負者で保管文書の移管に係る日程等の調整を行い、次

期の履行開始日から随時、保管文書の移管を開始するものとする。当期請負者倉庫から

の出庫（輸送車への積込を含む）を除く、次期請負者倉庫への移管作業（輸送及び入庫）

は、原則として全て次期請負者が行い、移管作業は原則業務履行開始後２か月以内に全

て完了すること。 

また、現物の移管に係る費用及び当機構文書管理データベースとの紐付作業等に係る

費用は、全て次期請負者が負担することとする。 

（当期請負者から次期請負者へ保管文書を移管する際の出庫単価は、１箱当たり 50円

（税抜）とする） 

なお、次期請負者への管理用データの提供は、当期請負者から行うこととする。 

 
当期請負者倉庫からの

出庫 
次期請負者倉庫への輸送 

次期請負者倉庫への

入庫 

作業 当期請負者 次期請負者 次期請負者 

費用負担 次期請負者 次期請負者 次期請負者 

※通常の搬出元は別記の機構事業所であるが、次期請負者倉庫への移管のみ、当期請負者倉

庫が搬出元となる。 

 

７ 再委託等の制限等 

請負者は、単価契約書に定める再委託等（廃棄作業・溶解処理等）を行う場合は、機

構に申請し、承諾を得るものとする。この場合、再委託等の申請に当たっては再委託等

に係る見積書を添付するものとし、機構から再委託等に係る契約書、請求書、領収書等

の書類を求められた場合はこれを機構に提出するものとする。 

 

８ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点

で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 
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（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により機構に報告すること。 

（３）暴力団員等による不当介入を受けたことにより３に記す業務に遅れが生じる等の被

害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。 

 

９ その他 

   この仕様書に定めのない事項については、発注者と請負者の協議の上、決定するもの

とする。 

 

以 上  
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別記 

 

福島震災復興支援本部 事業所所在地一覧【令和２年 12月時点】 

 

事業所名 課及び事務所の名称 所在地 

福島震災復興支援本部 

総務企画課 

経理課 

復興企画課 

福島県いわき市平字田町 120 

ラトブ８階 

地域再生課 

建築計画課 

基盤工事課 

福島県いわき市平字小太郎町 1-6 

いわきセンタービル３階 

浪江復興支援事務所 

双葉復興支援事務所 

大熊復興支援事務所 

福島県いわき市平字大町 7-1 

平セントラルビル９階 
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別紙１ 

 

成果物等のイメージ 

 

項目 サイズ 材質 イメージ写真 

報告書 Ｗ240mm×Ｈ290mm

×Ｄ45mm 

（主に）レザー 

 

報告書 Ｗ315mm×Ｈ320mm

×Ｄ260mm 

（主に）レザー 

 

図面本 Ｗ210mm×Ｈ290mm

×Ｄ45mm 

（主に）紙 

 

製 図 フ ァ

イル 

Ｗ226mm×Ｈ315mm

×Ｄ37mm 

（主に）厚紙 
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別紙２ 

単 価 表 

 

契約期間 令和３年２月１日～令和７年３月 31 日（50 か月） 

 

項目 

予定数量 

月平均 

（箱） 

予定数量 

期間全体 

（箱） 

※延べ数 

単価 

（円／箱） 
算定方法 

文書保存料金 

（文書保存箱） 
244 12,200  

1年目：100箱×12か月＋2か月 

2年目：200箱×12か月※新規100箱 

3年目：300箱×12か月※新規100箱 

4年目：400箱×12か月※新規100箱見込み 

文書保存料金 

（成果物等） 
122 6,100  

1年目：50箱×12か月＋2か月 

2年目：100箱×12か月※新規50箱 

3年目：150箱×12か月※新規50箱 

4年目：150箱×12か月※新規50箱見込み 

文書保存箱の入庫 12 600  
新規預け入れ（文書＋成果物）計600箱 

1年目150箱＋2年目150箱＋3年目150箱＋4年目150箱 

文書保存箱の出庫 12 600  入庫と同様（600箱） 

文書の配送・回収 

※ 
24 1,200  入庫600箱＋出庫600箱 

文書の閲覧 1 50  ひと月あたり1×50か月 

文書保存箱の納品 16 800  

新規預け入れ（文書＋成果物）計600箱 

1年目150箱＋2年目150箱＋3年目150箱＋4年目150箱 

保存箱納品数（新規預け入れ＋50箱ずつ納品）計800箱 

1年目200箱＋2年目200箱＋3年目200箱＋4年目200箱 

 

※文書の配送及び回収頻度 

１ヶ月あたり 平均５回 

 

※単価については自然数とし小数点を含まないこと。 

※予定数量はあくまでも参考値であり、業務を確約した数量ではないことに留意すること。 
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別紙３ 

 

提供データイメージ 

 

保存箱番号 
ファイル管理番号 

（11 ケタ） 

保管対象 

（文書／成果品） 
保管開始年月日 管理部署 

soumu01 00001234567 文書 2021年 3月 1 日 総務企画課 

kiban01 00002345678 成果品 2021年 3月 2 日 基盤工事課 
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