
別紙 

新庁舎議場家具購入仕様書 

１件名 新庁舎議場家具購入 

２品名、規格及び数量等 別紙「設計書（１）」・別紙「議場家具 詳細図面」による 

３納入場所 広川町役場新庁舎（4 階議場）※エレベーター有 

      ※新庁舎完成予定（令和 4年 5月末） 

４納入期限 令和 4年 7月 29日 

５納入、搬入、設置等 

(1) 新庁舎完成後から令和 4 年 7 月 29 日までの間で、納入場所に搬入設置するものとし、

日時等については総務課庁舎建設推進室担当者（以下「担当者」という。）との打ち合わ

せを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「設計書（１）」に記載のとおりとし、詳細

は、担当者と協議の上決定すること。 

(2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。た

だし担当者から別途指示がある場合はこの限りではない。 

(3) 納入した物品の梱包材など、不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。 

(4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、

確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議の上、対応に

ついて決定すること。 

(5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備または納品する物品等に損傷を与える恐れがあ

る場合は、適切な養生等を行い納入すること。 

(6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者へ報告し、現状に

復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。 

(7) 別紙「設計書①」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。 

６その他 

(1) 受注者は契約締結後、本町が別に発注している新庁舎建設工事業者、議場システム納入 

業者などと必要に応じて協議を行い、各種調整を行うこと。 

(2) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価が分かる明細を担当者に書面にて

提出すること。ただし、入札時に内訳書を提出した場合は不要とする。 

(3) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議の上決定する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

物品調達の特記仕様 

（１）共通事項 

① 製品は、別紙「設計書（１）」に記載された製品とし、木部塗装色や張地等は協議の上

決定する。 

② 参考品番に記載されていない製品による応札を希望する場合は、以下に記載する【議

場家具】基本仕様をすべて満たし、同等以上の品質・性能を有することを証明する資料

（ページ数がわかるカタログ、製品原寸図面、現物サンプル）と同等品確認書（様式第

２号）を期日までに提出し、担当者の審査を受けること。なお、製品は国際品質保証規

格【ISO9001】認証取得の国内工場で製造された製品とし、カタログ規格品以外の特注

品等は不可とする。 

③ 下記（３）に掲げる費用はすべて本体製品の価格に含むこと。なお、「設計書①」には、

本体製品を通常の使用に必要と思われる製品番号のみを記載していることに留意し、

記載製品以外にも製品や材料が必要となる場合には、その調達費用及び諸費用も見込

むこと。 

 

（２）納入及び設置 

① 製品を納入する際は、納入 2週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に

提出し承認を得ること。 

② 担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。 

③ 組立品については、完成したものを設置すること。 

④ 納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。 

 

（３）費用 

① 本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用

も見込むこと。 

② 設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。 

③ 組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。 

④ 設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。 

⑤ 転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についても

その費用を見込むこと。 

⑥ 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらに係る費

用も見込むこと。 

⑦ その他、納品等に係る費用の一切を見込むこと。 



⑧ 搬入路は引っ越し業者による養生を行うが、その他養生が必要な場合は、養生資材等 

は受注者により準備を行うこと。 

 

（４）保証期間 

 通常の使用により、万一製品に故障が発生した場合、保証期間は下記のとおりとする。 

 

 保証期間１年：外観・表面仕上げ（塗装の変色、張地の摩耗） 

 保証期間２年：構造部・可動部（引出し、スライド機構、扉の開閉、昇降機構の故障） 

 保証期間３年：構造体（構造体・強度にかかわる破損） 

 

【議場家具】基本仕様 

(1) 物品名・数量  

添付「設計書（１）」及び添付「議場家具 詳細図面」のとおり 

 

(2) 購入の目的 

新庁舎のなかでも特に配慮を要する空間での使用を目的とし、建築意匠との調和及

び、製品の仕上げ精度を求める為、各品目全てにおいて、他自治体に議場家具の納入実

績が多い家具メーカー規格品とする。また、製品の木部表面材は全て同一突板（ヒノキ

柾目練付）染色ポリウレタン塗装で統一された製品とする。 

 

(3) 仕様  

  ①議長席机＋雛壇（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３０ＮＡ－ＳＴ型） 

   ・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材不可）とし、天板のみ

メラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×１ヶ所、コ

ンセント(２口)×１ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合板

（80R）とする。可動式で、脚先にキャスターを４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下

に棚板を１段設け、腰板内部で通線できるようにケンドン取外し式パネ

ルを設ける。 

   ・雛壇  側面は机本体と同材とし、上部は四方縁を廻し、床面はロールカーペット

（議場床同色仕上）とする。内部脚先にキャスター４ヶ所取付し、全てス

トッパー付きのリフトロックできるものとする。置き式の階段を１台設

け、机本体と雛壇は簡易固定できるようにする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

   ・その他 書見台×１台付とする。 



 

 

 

②事務局長・書記席机＋雛壇（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３０ＮＡ－ＳＴ型） 

   ・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材不可）とし、天板のみ

メラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×１ヶ所、コ

ンセント(２口)×１ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合板

（80R）とする。可動式で、脚先にキャスターを４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下

に棚板を１段設け、腰板内部で通線できるようにケンドン取外し式パネ

ルを設ける。 

   ・雛壇  側面は机本体と同材とし、上部は四方縁を廻し、床面はロールカーペット

（議場床同色仕上）とする。内部脚先にキャスター４ヶ所取付し、全てス

トッパー付きのリフトロックできるものとする。置き式の階段を１台設

け、机本体と雛壇は簡易固定できるようにする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

 

③議員発言台・執行部発言台（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３１ＮＡ－ＳＴ型） 

・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材不可）とし、天板のみ

メラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×１ヶ所、コ

ンセント(２口)×１ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合板

（80R）とする。可動式で、脚先にキャスターを４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下

に棚板を１段設け、腰板内部で通線できるようにケンドン取外し式パネ

ルを設ける。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

   ・その他 書見台×１台付きとする。 

 

④議員・執行部席机（１人用）（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３２ＮＡ－ＳＴ型） 

・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材不可）とし、天板のみ

メラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×１ヶ所、コ

ンセント(２口)×１ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合板

（80R）とする。可動式で、脚先にキャスターを４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下



に棚板を１段設け、腰板内部で通線できるようにケンドン取外し式パネ

ルを設ける。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

 

⑤執行部席机（２人用）（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３３ＮＡ－ＳＴ型） 

・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材不可）とし、天板のみ

メラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×2ヶ所、コ

ンセント(２口)×2 ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合板

（80R）とする。可動式で、脚先にキャスターを４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下

に棚板を１段設け、腰板内部で通線できるようにケンドン取外し式パネ

ルを設ける。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

 

⑥補助席机（議場システム）（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－６５３７ＮＡ－ＳＴ型） 

・本体  表面材はヒノキ柾目練付（ヒノキ無垢材及び集成材は不可）とし、天板の

みメラミン樹脂化粧板（黒）とする。天板には配線孔キャップ×2 ヶ所、

コンセント(２口)×１ヶ所設ける。コーナー部はヒノキ柾目練付成形合

板（80R）とする。可動式で、脚先にキャスター４ヶ所取付し、前輪はス

トッパー無、後輪はストッパー付きのリフトロック機能付とする。天板下

に棚板を１段設け、腰板内部に議場システム機器を収納できる仕様とす

る。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

 

⑦名札（参考品番 ㈱天童木工 Ａ－００３８ＳＡ－ＢＬ型） 

・本体  表面材はヒノキ柾目練付とする。起倒式とし、机に設置する面には当たり

ゴムを取付すること。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。      

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

   ・丁番  トルクヒンジ（スガツネ工業程度）を使用する。 

   ・その他 ネームプレートは前後２面設け、脱着式とする。ネームプレートはアクリ

ル板を使用し、アクリル板に名前用紙を差込できる仕様とする。 

 



⑧議長席椅子（参考品番 コトブキシーティング㈱ ＡＣ－３７５６Ｈ型） 

・本体  背は t15 成形合板にウレタンフォーム入り張包みとし、座は t15 合板に

張り包みとする。肘木部はヒノキ無垢材または、ヒノキ柾目練付とする。

背と座面にクッション付きとする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。 

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

   ・張地  耐次亜塩素酸・耐アルコール機能付きのビニールレザー（黒）とする。 

   ・脚   アルミ合金鋳物（合成樹脂コーティング・黒）の５本脚の可動キャスター

付とする。ガス上下昇降機能付きとする。 

 

⑨事務局長・補助席椅子  ⑩議員・執行部椅子・議員発言台椅子 

（参考品番 コトブキシーティング㈱ ＡＣ－３７５６Ｌ型） 

・本体  背は t15 成形合板にウレタンフォーム入り張包みとし、座は t15 合板に

張り包みとする。肘木部はヒノキ無垢材または、ヒノキ柾目練付とする。

背と座面にクッション付きとする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。 

   ・塗装  染色ポリウレタン塗装（指定色）とする。 

   ・張地  耐次亜塩素酸・耐アルコール機能付きのビニールレザー（黒）とする。 

   ・脚   アルミ合金鋳物（合成樹脂コーティング・黒）の５本脚の可動キャスター

付とする。ガス上下昇降機能付きとする。 

   ・その他 ⑧議長席椅子と同デザインのロータイプとする。 

 

⑪記者席椅子（参考品番 コトブキシーティング㈱ ＦＣ－３１４Ｔ型） 

・本体  背と座は合成樹脂成型品にウレタンフォーム入り張包みとし、座芯材は樹

脂繊維コアを使用する。背と座面にクッション付きとする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。 

   ・張地  座面は K2401/14(Knoll Textiles)、背面は K2397/2(Knoll Textiles)と

し、張地指定に伴う暫定品とする。 

   ・脚   鋼管 合成樹脂焼付塗装（黒）とする。 

   ・その他 スタッキングが可能で、メモ台付きとする。メモ台はメラミン化粧板 

(MK-63 クールグレー)とする。 

⑫傍聴者席椅子（参考品番 コトブキシーティング㈱ ＦＣ－３１０型） 

・本体  背と座は合成樹脂成型品にウレタンフォーム入り張包みとし、座芯材は樹

脂繊維コアを使用する。背と座面にクッション付きとする。 

   ・寸法  別紙【議場家具 詳細図面】記載寸法の±5mm 以内であること。 

   ・張地  座面は K2401/14(Knoll Textiles)、背面は K2397/2(Knoll Textiles)と



し、張地指定に伴う暫定品とする。 

   ・脚   鋼管 合成樹脂焼付塗装（黒）とする。 

   ・その他 スタッキングが可能で、⑪記者席椅子と同デザイン形状とする。 

 

・製品①～⑫は、グリーン購入法適合製品であること。 

・仕様は全て必須要件とし、同等品を申請する場合は、上記の仕様を満たす製品である

こと。 

 


