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第1章 総則 

（仮称）御所市防災市民センター建設事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、

御所市（以下「本市」という。）が「（仮称）御所市防災市民センター建設事業」（以下、「本

事業」という。）の実施にあたって、本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）

に要求する施設の設計、建設及び工事監理に関するサービス水準を示すものである。なお、

官民連携事業の持っている本来の特性である事業者の創意工夫、アイディア、ノウハウ及

び技術力等を 大限に生かすため、各要求水準については、基本的な考え方を示すに止め、

本事業の目標を達成する具体的な方法・手段等は、事業者の発想に委ねることとする。よ

って、事業者の提案内容における業務水準が、要求水準書に示された水準を上回るときは、

当該提案内容における水準を本事業の要求水準として優先的に適用するものとする。 

また、本市は、事業者の業務についてモニタリングを行い、「要求水準」の内容をモニタ

リング時の基準として用いる。事業者は、設計、建設及び工事監理のすべての業務につい

て、本市のモニタリングに先立ってセルフモニタリングを行い、要求水準書及び事業提案

との整合性についての確認結果を本市に報告するものとする。 

 

要求水準書に併せ公表する以下の資料は、要求水準書を含め、「関連書類」と定義し、参

加者は関連書類の内容を踏まえ応募するものとする。 

・ 募集要項：公募型プロポーザル方式において、事業者を募集及び選定するための必要事

項を示すもの。 

・ 建設工事請負仮契約書（案）：設計、建設及び工事監理業務の実施に係る契約の内容を

示すもの。 

・ 事業者選定基準：参加者から提出された提案書を評価する基準を示すもの。 

・ 様式集：提案書の作成に使用する様式を示すもの。 
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第1節 本事業の目的 

近年、豪雨災害等の激甚化によって、災害発生時の避難の重要性が高まっていることか

ら、本市では、市民に安全安心な行政サービスの提供と市民生活の向上を図ることを目的

とし、旧御所市民会館・中央公民館跡地に、地域の防災拠点となる（仮称）御所市防災市

民センター（以下「本施設」という。）の建設に向け、「（仮称）御所市防災市民センター

整備基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定している。その中で、本施設は、市民

活動の場の提供と市民生活の向上を図り、防災センター及び地域のコミュニティ活動機能

の拠点となる施設としての役割を担うことが期待されており、市民の防災拠点として、で

きる限り早期の整備が求められている。 

本事業は、このような背景を踏まえ、本施設の建設において、できる限り早期の整備及

び財政負担の軽減を図るために、事業者が設計、建設及び工事監理を一貫して実施する「デ

ザインビルド方式（DB 方式）」を適用することにより効率的かつ効果的な事業実施を目指

すものである。 
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第2節 本事業の基本理念 

本事業では、市民の安全・安心な暮らしを守り、様々な活動の拠点となる施設づくりを

目指すため、基本計画で定めた施設のあり方を基本理念として掲げる。本施設の整備にあ

たっては、以下に示す基本理念を十分に踏まえ、実施するものとする。 

 

(1) 地域住民の防災拠点として、地域の防災機能を強化する 

本施設は、地域防災の拠点として、災害時における情報管理や支援活動の中心機能

となるとともに、食料等を備蓄した地域住民等の避難者を収容するための防災拠点と

して、地域の防災機能の強化を図る中心的役割を目指す。また、高齢者や障がい者等

の要配慮者にも対応した施設とし、誰もが利用することのできる防災拠点とする。 

 

(2) 様々な機会の創出により、多様な地域住民が交流する 

生涯学習活動や町内会、子ども会等の集まり、健康・体力づくり等の利用を通じた

地域住民の交流の場として、多様な活動、多世代の地域住民の交流の機会を広げ、住

民相互の交流ができる施設づくりを目指す。 

 

(3) 地域の福祉やボランティア活動を支援する 

地域の子どもや高齢者に対応し、全ての世代が互いに支えあい、暮らすことができ

るよう、子育て支援スペース、高齢者・障がい団体活動スペース等を設け、地域の健康

増進や福祉、ボランティア活動を支援できる施設づくりを目指す。 

 

(4) 安全・安心で誰もが気軽に利用できる 

本施設は、防災、コミュニティ活動、福祉・ボランティア活動の支援、公共サービ

ス等の地域生活の拠点として、特定の団体等の活動の場だけではなく、地域住民が日常

的に利用し、立ち寄ることができる施設づくりを目指す。 
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第2章 本事業の概要 

本事業の対象施設及び事業範囲は、以下に示すとおりとする。 

 

第1節 事業の対象となる施設 

本事業で対象とする施設は、（仮称）御所市防災市民センター（以下「本施設」という。）

である。なお、本事業は、本施設を整備するにあたって、必要となる敷地造成や擁壁改修、

外構等の整備を含めるものとする。 

 

第2節 事業の対象範囲 

本事業の対象範囲は、次のとおりとする。 

(1) 設計業務 

1) 事前調査業務（必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び変位測定等） 

2) 基本設計・実施設計業務（造成設計、外構設計等を含む） 

3) 積算業務 

4) 電波障害調査業務 

5) 本事業に伴う各種申請等の業務 

6) 国庫補助金申請図書等作成補助業務 

7) その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

(2) 建設業務 

1) 建設業務（造成工事、外構工事等を含む） 

2) 什器・備品等の調達及び設置業務 

3) 近隣対応・対策業務（周辺家屋影響調査を含む） 

4) 電波障害対策業務 

5) 本事業に伴う各種申請等の業務 

6) その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

(3) 工事監理業務 

1) 工事監理業務（造成工事、外構工事等を含む） 

2) 本事業に伴う各種申請等の業務 

3) その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 
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第3節 セルフモニタリングの実施 

事業者は、設計、建設・工事監理業務等のすべての業務について、次の方法によりセル

フモニタリングを行い、確認結果を本市に報告するものとする。 

 

i) 事業者が実施する業務の水準を維持改善するよう、事業者自らセルフモニタ

リングを実施すること。 

ii) 事業者は、要求水準（要求水準書及び事業者の提案内容）を達成しているか

否かを確認するための基準を設定すること。また、すべての基準は、合致し

ているか否かで判断できるよう設定すること。 

iii) 要求水準の内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、

セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの

内容は、協議の上設定する。 

iv) 協議の上設定したセルフモニタリングの内容を適宜実施すること。 

v) 基本設計完了時、実施設計完了時、竣工引渡し時において、本市にモニタリ

ング報告書を提出すること。 

vi) セルフモニタリング報告書には、次の内容を記載すること。 

 セルフモニタリングの実施状況、自らの達成度や成果等についての分析・

評価 

 セルフモニタリングを行った結果、発見した不具合、改善点等 

 要求水準未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等 

 要求水準未達が発生した場合の改善方策 

 

第4節 事業スケジュール（予定） 

本事業の事業スケジュールは、以下のとおり予定している。 

なお、事業者の提案により、供用開始日を供用開始期限日よりも早めることは可能であ

り、本市との協議により確定するものとする。 

表 1 事業スケジュール（予定） 

事業契約締結 令和 2 年 12 月 

事業期間 設計建設工事請負契約締結日の翌日～事業者が提案する期日 

設計期間 設計建設工事請負契約締結日の翌日～事業者が提案する期日 

建設・工事監理

期間 

①建設期間：事業者が提案する期日～事業者が提案する期日 

②工事監理期間：事業者が提案する期日～事業者が提案する期日

供用開始期限日 令和 5 年 10 月 1 日 
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第5節 用語の定義 

要求水準書中において使用する用語の定義は、本文中において特に明示されたものを除

き、「資料 1 用語の定義」において示すとおりとする。 

 

第6節 遵守すべき法制度等 

本事業の実施にあたっては、以下に掲げる関係法令（当該法律の施行令及び施行規則等

の政令、省令等を含む）を遵守するとともに、関連する要綱・基準及び上位関連計画につ

いても、適宜参照すること。なお、関係法令及び関連する要綱・基準については、 新の

ものを適用すること。 

 

(1) 関係法令等 

1)  建築基準法 

2)  都市計画法、道路法、道路交通法、駐車場法 

3)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

4)  消防法 

5)  水道法、下水道法、浄化槽法、水質汚濁防止法 

6)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

7)  土壌汚染対策法、大気汚染防止法、悪臭防止法 

8)  電気事業法 

9)  騒音規制法、振動規制法 

10) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

12) 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） 

13) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法） 

14) 地球温暖化対策の推進に関する法律 

15) エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

16) 屋外広告物法、景観法、電波法 

17) 環境基本法 

18) 食品衛生法 

19) 健康増進法 

20) 文化財保護法 

21) 地方自治法 

22) 警備業法 
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23) 個人情報の保護に関する法律 

24) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

25) 電気設備に関する技術基準を定める省令 

26) 建設業法、その他各種の建築関係法令及び労働関係法令 

27) その他関連する法令等 

 

(2) 関係条例等 

1)  奈良県建築基準法施行条例 

2)  奈良県都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 

3)  奈良県環境基本条例 

4)  奈良県生活環境保全条例 

5)  奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 

6)  奈良県小規模企業振興基本条例 

7)  奈良県景観条例 

8)  奈良県広域消防組合火災予防条例 

9)  奈良県大和川流域における総合治水の推進に関する条例 

10) 御所市水道事業給水条例、御所市下水道条例 

11) 御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 

12) 御所市市道の構造の技術的基準を定める条例 

13) 御所市個人情報保護条例 

14) その他関連する条例等 

 

(3) 要綱・基準等 

1)  官庁施設の基本的性能基準及び同解説 

2)  官庁施設の総合耐震・津波計画基準及び同解説 

3)  官庁施設の環境保全性基準 

4)  官庁施設の設計業務等積算基準 

5)  官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

6)  官庁施設の防犯に関する基準 

7)  建築設計基準及び同基準の資料 

8)  建築構造設計基準及び同基準の資料 

9)  構内舗装・排水設計基準及び同基準の資料 

10) 建築設備計画基準及び同解説、建築設備設計基準 

11) 敷地調査共通仕様書 

12) 雨水利用・排水再利用設備計画基準 

13) 建築工事設計図書作成基準及び同基準の資料 
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14) 建築設備工事設計図書作成基準 

15) 建築工事標準詳細図 

16) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

17) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 

18) 建築工事監理指針 

19) 電気設備工事監理指針 

20) 機械設備工事監理指針 

21) 建築工事安全施工技術指針 

22) 公共建築工事積算基準 

23) 公共建築工事共通費積算基準 

24) 公共建築工事標準単価積算基準 

25) 公共建築数量積算基準 

26) 公共建築設備数量積算基準 

27) 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

28) 公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 

29) 土木設計業務等共通仕様書（奈良県） 

30) 土木工事共通仕様書（奈良県） 

31) 土木工事施工管理基準及び規格値（奈良県） 

32) 土木工事安全施工技術指針 

33) 土木工事積算基準 

34) 建設リサイクル推進計画 

35) 建設副産物適正処理推進要綱 

36) 建設リサイクルガイドライン 

37) 奈良県環境配慮指針 

38) 御所市開発指導要綱 

39) その他関連する要綱・基準等 

 

(4) 上位関連計画 

1)  御所市第 5 次総合計画 

2)  御所市都市計画マスタープラン 

3)  御所市地域防災計画 

4)  御所市公共施設等総合管理計画 

5)  (仮称)御所市防災市民センター整備基本計画 

6)  その他関連する上位関連計画等 
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第7節 諸条件 

(1) 敷地条件 

本施設が立地する事業予定地の前提条件は、次のとおりである。 

表 2 敷地条件 

事業予定地 奈良県御所市三室 111 番地 

敷地面積 約 8,600 ㎡ 

都市計画

による制

限等 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第一種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

防火指定 なし 

高度地区 15m 高度地区 

日影規制 高さが 10ｍを超える建築物（測定面 4.0ｍ、4 時間／2.5 時間）

接続道路 北西側道路：幅員約 6m～8m 

東側道路：幅員 4m 以下 

給水 敷地北側から取出し可能 

排水 敷地北側へ接続可能 

ガス 事業予定地周辺における既設の埋設管はなし 

その他 事業予定地内東側に埋蔵文化財包蔵地の分布あり 

（本市の試掘調査により文化財がないことが確認されてい

る） 

 

なお、事業予定地の敷地条件に関しては、以下に示す資料をあわせて参照すること。 

 

・資料 2「事業予定地位置図」 

・資料 3「現況測量図」 

・資料 4「道路現況図」 

・資料 5「地盤調査資料」 

・資料 6「設備インフラ現況図」 

・資料 7「埋蔵文化財包蔵地」 

 

(2) 本施設の条件 

本施設の災害時を想定した施設収容者数は、1,000 人である。本施設の延べ面積

及び階数は、事業者の提案によるものとするが、要求水準書に示された水準及び敷

地条件等による各種法令等を遵守すること。 
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第3章 一般事項 

事業者は、業務の実施にあたり本要求水準書及び提案審査に関する提出書類等を基に、

本市と十分に協議調整を行い、誠実に業務を実施すること。 

 

i) 事業を実施するにあたり、周辺地域住民への説明を行う等、近隣に配慮して

業務を進めること。 

ii) 事業を完遂するために必要な一切の手続き等は、原則として事業者の責によ

り行われるものとする。これは法的な手続きのほか、周辺地域住民への説

明・協議調整等を含む。 

 

1. 総合業務計画書の提出 

i) 業務の実施に先立ち、調査業務から引き渡しまでの実施内容、実施体制、工

程、進捗管理方法等を網羅した総合業務計画書を作成・提出し、本市の承諾

を得なければならない。なお、記載内容は、本市と協議すること。 

ii) 調査、設計等の段階を経て、総合業務計画書の内容が変更となる場合には、

変更総合業務計画書を作成・提出し、本市の承諾を得ること。 

iii) 総合業務計画書は、各業務の概要と取組方針を把握するために作成するもの

であり、実施事項の詳細は、各業務の着手時に提出する業務計画書等に記載

すること。 

 

2. 各業務の報告 

i) 事業者は設計業務、建設業務、工事監理業務の内容及び進捗について、定期

的に本市に説明を行わなければならない。当該説明の時期及び回数は、事業

者の提案によるものとするが、1 ヶ月に 1 回程度は実施すること。 

ii) 本市は、設計業務、建設業務、工事監理業務の内容及び進捗について、事業

者に対し随時報告を求めることができる。 

 

3. 各業務の進捗状況の管理 

i) 各業務の進捗管理は、事業者の責任において実施すること。 

ii) 各業務の進捗に併せて（概算）事業費を事業者にて都度算出し、適切な事業

費となっていることを確認しなければならない。 
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4. 要求水準達成状況の確認 

i) 事業者は、各業務の実施において、事業者が実施する業務水準が要求水準書

及び提案審査に関する提出書類等で示した水準を達成していることを確認

すること。 

ii) 事業者は、業務着手時に、要求水準書及び提案審査に関する提出書類等にお

いて提案された水準をどのように達成するかを確認する方法、確認する時期、

確認の頻度等について定めた要求性能確認計画書を作成し、本市に提出する

こと。なお、要求性能確認計画書の様式は事業者の提案によるものとするが、

作成にあたっては、本市と協議のうえ作成することとし、本市の承諾を受け

ること。 

iii) 事業者は本市の承諾を受けた要求性能確認計画書に基づき、要求する水準・

性能が達成されていることを確認し、その結果をとりまとめ、要求性能確認

報告書を作成し、本市に提出すること。なお、要求性能確認報告書の様式は

事業者の提案によるものとするが、要求水準の達成状況の評価、評価の根拠、

参照する図書等をわかりやすく記載すること。 

iv) 設計業務における要求性能の確認は、設計結果の照査とあわせて、照査技術

者または管理技術者が指名した技術者が実施すること。 

 

5. その他の事項 

i) 成果物の一切に関する著作者人格権の使用に関して、事業者は主張をしない

ものとする。また、二次著作物を含む著作物の使用権は本市に対して無制限

にあるものとする。 

ii) 各業務について、その業務対象・内容ごとに適切な資格要件を満たした技術

者を配置し、業務が円滑に実施すること。また、該当する業務対象・内容ご

とに対象となる契約書及び要求水準に基づき、適切な時期に書類を提出する

こと。 
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第4章 設計業務 

設計業務を遂行するにあたっては、以下の各節に示す要求内容及び水準を遵守すること。 

 

第1節 設計業務における基本的な考え方 

本事業の設計業務に関する基本的な考え方は、以下に示すとおりとする。 

1. 意匠計画の考え方 

(1) 全体配置 

全体配置は、敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティ対策を考慮に

入れ、以下の項目に留意して、均衡のとれた死角の少ない計画とすること。 

 

i) 本施設は、施設建物及び駐車場・ロータリー等で構成することとする。なお、

全体配置は、利用者の利便性に考慮し、類似する機能を有する諸室を集積し

て計画することが望ましい。 

ii) 本施設は、効率的なメンテナンス、ランニングコストの抑制、管理・運営の

しやすさに配慮した計画とすること。 

iii) 本施設へのアクセス、車両動線等を配慮した上で、歩車分離を明確にし、安

全性を確保した配置とすること。 

iv) 備蓄倉庫・物資集配所への搬入経路を適切に配置し、資機材や備蓄生活品等

の搬入や取り出し、救援物資等の受入れや仕分けのしやすさに配慮した計画

とすること。 

v) 本施設の整備によって、近隣への日照障害を発生させない規模・配置とする

こと。また、電波障害が発生しないよう配置、建物高さに配慮した計画とし、

電波障害等が発生した場合、適切な処置を行うこと。 

vi) 間取りの変更等、施設の利用方法等の変化に対応できる柔軟性を持たせた建

物構造とする等、施設整備費及び長期にわたる維持管理費を含むライフサイ

クルコストの低減に向けた各種の工夫を盛り込むこと。 

vii) 合理的な耐久性と将来の更新や変化に配慮したゆとりとフレキシビリティ

を確保することで施設の長寿命化を図ること。 

viii) 近隣の住宅等との離隔距離を可能な限り確保すること。 

ix) 既存樹木は撤去し、適切に処分すること。 
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(2) 必要諸室・什器等 

1)  必要諸室 

本施設に必要な諸室及び面積・規模は、「資料 8 必要諸室リスト」のとおりとす

る。なお、全体のバランスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫によ

る提案を期待する。 

 

2)  什器・備品等 

什器・備品等は、「資料 9 建設業務に含む什器・備品等リスト」に基づき、「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）」に則って調

達・配置すること。なお、設置に際して工事を伴う什器・備品等で、かつ施設と一

体化するものは、原則として、建設業務に含めるものとする。 

 

(3) 仕上計画 

1)  共通 

i) 本施設の外観及び内観は、周辺環境との調和を図るとともに、清掃しやすく

維持管理しやすい仕上計画とすること。 

ii) 仕上げ材は、各機能の用途及び利用頻度、並びに各部位の特性を把握した上

で適切な組合せを選択し、長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努め

ること。また、危険な凹凸を避ける等、怪我をしない素材を使用し、特に身

体の不自由な利用者等への安全性に配慮すること。 

iii) 外気・風雨に接する部位では、原則、木材を使用しないこと。 

iv) 経年劣化を想定した仕様とすること。また、ライフサイクルコストの低減に

配慮し、交換費用が高価なものは、原則避けること。 

v) 使用材料は、健康等に十分配慮し、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等

の化学物質の削減に努めるとともに、建設時における環境汚染防止に配慮す

ること。仕上方法等の選定にあたっては、「建築設計基準」（国土交通省大臣

官房官庁営繕部）に記載されている項目の範囲と同等以上であることを原則

とする。 

vi) 外気に面する外壁や屋根スラブコンクリートをはじめ、配管を行う際には、

打込み配管や埋め込み配管は原則行わず、二重天井や LGS 等で壁を付加す

る等して、メンテナンス性や配管等の増設の容易性に配慮した仕様とするこ

と。 

 

2)  外装 

i) 使用材料、断熱、漏水防止、結露防止方法等を十分検討し、建物の長寿命化

に寄与する計画とすること。 
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ii) 屋根及び外装には、交換頻度や交換費用を考慮し、耐候性のある素材を使用

すること。 

iii) 大雨や台風等による風水害、積雪や凍結等による雪害に耐えうる構造とし、

変形・破損等に伴う漏水が発生しないよう留意すること。 

iv) 利用者等の安全確保の観点から、屋根は、点検が容易な陸屋根を基本とする

こと。 

v) 屋上には塔屋を設置し、平常時は利用者等が立ち入らないような対策を行う

こと。 

vi) 保温ラッキング配管上を通行できるよう、ブリッジ等を設置すること。 

vii) 漏水を防ぐため、屋根について十分な防水を講じること。特に、空調ダクト、

供給管等の周囲とのジョイント部分、雨樋と付帯の排水管及び階間のシール

部分等は、漏水を防止する措置を講じること。 

viii) 結露を防ぐため、外壁、屋根等を必要に応じて断熱化する等、十分な対策を

講じること。また、廊下等の空調の無い空間や、ピロティ等の外気に面する

空間の直上の床等についても、断熱化する等、考慮すること。 

ix) 外壁面は、割れ・落下の危険性やメンテナンス費用を考慮し、磁器質タイル

の使用を避けること。 

x) 雨樋は、軒天及び建物内部への漏水を防止するため、建物外部を通すこと。 

xi) 屋外への出入口には、雨に濡れないよう、庇を設けること。 

xii) 外壁カーテンウォール等を設ける場合は、窓ガラスの清掃方法を十分に考慮

した計画とすること。 

xiii) 窓まわりは、Low-E ガラスを用いる等、断熱性能の高い仕様とすること。 

xiv) 半屋外スペースの軒裏、高所や換気フード、排水口等において、鳥類及び鼠

族、昆虫の侵入並びにそれらの住み着きを防ぐ構造とすること。 

 

3)  内装 

i) 壁の仕上げ材は、作業時の物品等の衝突に耐える設えとすること。 

ii) 消火器等は壁面収納とする等、突起物がないよう計画すること。 

iii) 可動間仕切りを用いる場合は、収納が容易（収納時は壁面に納める等、目立

たぬよう工夫）で、たわみやゆるみ等の変形が生じにくく、かつ、防音性や

耐久性に配慮すること。 

iv) 大きな扉や重い扉は、使い勝手や耐久性の観点から、必要以上の開口寸法と

しないこと。 

v) 多目的スペース以外の天井は、特定天井に該当しないよう計画すること。 

vi) 多目的スペースの天井は、軽量な天井材を用いる等、地震等発生時の天井材

落下による被害等に配慮すること。 
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(4) 動線計画・セキュリティ計画 

i) 敷地内は、歩車分離等、安全性に配慮した動線計画とすること。 

ii) 歩行者や自転車、自動車の出入口は、利用者等のアクセス経路を考慮するこ

と。 

iii) 敷地内には、防犯灯を兼ねた外灯を適宜設置すること。 

iv) 敷地外周部全周には、フェンスによるセキュリティラインを施すこと。なお、

敷地外周部にある既存フェンスは、すべて更新すること。 

v) 緊急車両が、建物出入口付近へアプローチできる動線とすること。 

vi) 物資搬入・搬出用車両の通行・駐車は、可能な限り建物に接近できるように

すること。 

vii) 本施設への各出入口及びフロントロビー、エレベーターホールには、防犯カ

メラを設置するとともに、事務室 2 にモニターを設置し、防犯カメラの映像

を確認できるようにすること。 

 

(5) ユニバーサルデザイン 

i) 利用者等が本施設（屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチを含む）を

不自由なく安心して利用できることはもとより、障がい等の有無、年齢、性

別、国籍にかかわらず、すべての利用者等にとっても、安全・安心かつ快適

に利用できるよう、ユニバーサルデザインの視点に立った施設整備を行うこ

と。 

ii) 建物内での移動動線については、高低差が無いよう、各階において同一のフ

ロアレベルとすること。 

iii) 建物出入口には外部スロープを設ける等、車椅子に対応できる計画とするこ

と。 

iv) 屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチは、バリアフリー対応とし、主

要な部分は、美観に優れ排水性のよい仕上げとすること。 

v) 外構及び建物内には、統一性があり、空間と調和したサイン計画を行うこと。

また、サインは、ユニバーサルデザインの観点から、認知が容易であるもの

とすること。 
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2. 周辺環境・地球環境への配慮 

(1) 地域性・景観性 

地域及び事業予定地周辺との調和を図りつつ、地域のコミュニティ活動の拠点とし

て、親しまれる景観の創出に努めること。建物は、自然採光や自然換気に配慮し、明

るく開放感のある親しみのあるデザインとし、景観性を重視すること。 

地域環境への対応としては、住宅や病院に近接する公共施設であることを考慮して、

視覚的な圧迫感等を和らげる工夫を凝らし、本施設から周辺住宅への視線を遮る計画

とすること。 

また、建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気による影響を 大限抑制す

る計画とすること。 

 

(2) 環境保全・環境負荷低減 

本施設は、地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討

するとともに、負荷の抑制・自然エネルギーの利用を行った上で、エネルギーの供給

には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用する他、二酸

化炭素の吸収源やヒートアイランド現象抑制の観点から、対策を図ること。 

また、太陽光発電システムを導入するとともに、自然採光の利用、節水器具の採用、

リサイクル資材の活用等により、施設・設備機器等の省エネルギー化や廃棄物発生抑

制等を図ること。なお、太陽光発電システムの導入にあたっては、停電等発生時にお

いても稼動可能な計画とし、原則、自立運転機能等の防災機能を付加すること。 
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3. 構造計画の考え方 

本施設の構造計画は、次の適用基準に基づいて計画し、建築基準法によるほか、日本

建築学会諸基準及び「建築構造設計基準及び同基準の資料（平成 30 年版）」（国土交通

省大臣官房 官庁営繕部整備課監修）、「建築物の構造関係技術基準解説書（2018 年追補

版）」（国土交通省住宅局建築指導課他編集）、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平

成 25 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）等に準拠すること。なお、これらの基

準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。 

 

(1) 施設の建築構造体の耐震安全性の分類 

本施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成

25 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）のⅠ類とする。 

 

(2) 施設の建築非構造部材の耐震安全性の分類 

本施設の非構造部材の耐震安全性能分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

（平成 25 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）の A 類とする。 

 

(3) 建築設備の耐震安全性の分類 

設備の耐震対策は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年版）」（国土

交通省大臣官房官庁営繕部）の甲類とする。 
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4. 設備計画の考え方 

設備計画は、「建築設備計画基準（平成 30 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部設

備・環境課監修）、「建築設備設計基準（平成 30 年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕

部設備・環境課監修）に準拠し、次の項目を考慮した上で、電気設備、空調換気設備、

給排水衛生設備、ガス設備の計画を行うこと。 

なお、「資料 11 電気・機械要求性能表」の設備計画を標準案として事業者の創意工

夫ある提案を期待する。 

 

(1) 共通 

i) 更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。 

ii) 各種機器の集中管理パネルを事務室等に設置し、一括管理できる計画とする

こと。 

iii) 省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備

とすること。 

iv) 地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、燃焼時に有害物質を発生しない

エコマテリアル電線の採用を積極的に行うこと。 

v) 自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の削減について、十分配慮した

計画とすること。 

vi) 設備機器の更新、メンテナンス及び電気容量の増加等の可能性を踏まえ、受

変電設備に予備スペース、配電盤内に電灯、動力の予備回路を計画すること。 

vii) 設備類の故障等を想定し、故障等の際には、本施設の運営への影響が 小限

となる計画とすること。また、多目的スペース等の高所に設置せざるを得な

い機器類は、容易に交換や清掃等の維持管理ができるよう配慮すること。 

viii) 設備スペースの大きさは、主要機器の設置スペース、付属機器類の設置スペ

ース、保守管理のスペース、機器の搬入・搬出スペース等に留意して計画す

ること。 

ix) 資機材、部品等について、特注品の使用をやむを得ない場合に限定し、汎用

品の積極的使用を図ること。 

x) 必要に応じて凍結防止対策、防塵対策を講じること。 

 

(2) 電気設備 

1)  照明・電灯コンセント設備 

i) 照明器具、コンセント等は、利用者等の事故防止のため設置高さ等に配慮の

うえ、各諸室の用途に応じた形式・容量や照度を確保すること。非常用照明、
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誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコンセント

には避雷対策を講じること。 

ii) 照明器具は原則として、LED 照明とすること。 

iii) 照明器具は、容易に交換や清掃ができるよう配慮するとともに、入手困難な

電球・電池等を使用しないこと。 

iv) 自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の削減について、十分配慮した

計画とすること。 

v) 外灯及び屋内灯のうち必要箇所は、自動点灯及び時間制御が可能な仕様とす

ること。 

vi) 各室において、照明の一括管理ができるようにすること。また、事務室 2

においてもすべての照明や電源の一括管理ができ、多目的スペース等の用途

ごとに照明や電源の一括管理ができるように計画すること。また、コンセン

トは本市と協議の上、各室に適した数を設置すること。 

vii) 1 コンセントにつき 1 回路とする等、ブレーカーが落ちないように配慮する

こと。 

viii) コンセントは、災害時等に自家発電設備からの電力供給の有無が識別できる

よう、該当するコンセントを色分けする等、系統別に分類すること。 

ix) 多目的スペースやフロントロビーは、必要に応じた照度、演色性を得ること

ができる照明器具とし、電球等の破損による破片の飛散を防止する保護装置

又は破損防止に対応した器具を設け、落下防止対策を行うこと。 

x) 屋外コンセントを適切に配置すること。なお、防雨対策とともに、鍵付きと

する等、盗電対策を適切に行うこと。 

 

2)  情報通信設備 

i) 情報通信のネットワーク対象施設（「資料 11 電気・機械要求性能表」参照）

において、有線 LAN 用の配管配線・情報コンセント（中継 HUB を含む）

を設けておくとともに、無線 LAN（Wi-Fi ルーター含む。）が建物外部及び

内部から利用できるよう整備すること。 

ii) 無線 LAN（Wi-Fi ルーター含む。）は、ネットワーク帯域を「10GBASE-T

対応」とする等、多人数が同時接続しても快適に使用できる仕様とすること。 

iii) ネットワーク技術の革新に対応するため、配線交換の容易な設備を設置する

こと。 

iv) 配線仕様は、提案時点の 新のもので計画すること。 

v) 事務室の情報通信設備については、別途、本市の情報ネットワークに接続可

能な情報回線を引き込む配管配線工事を行うため、本市と協議の上、必要な

計画・設計等を行うこと。 
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vi) エレベーター、多目的トイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、表

示窓の点灯と音等により知らせる設備を設置し、事務室 2 に表示盤を設置す

ること。 

 

3)  電話・施設内放送・テレビ受信設備 

i) 電話（3 回線以上）、施設内放送及びテレビ放送受信設備（CATV 放送受信

設備を含む）の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。 

ii) 本施設の施設内放送設備は、事務室等から施設内に放送可能な設備とするこ

と。 

iii) 施設内放送設備の配線は、消防法上の非常用放送設備に対応できる仕様とす

ること。 

iv) 施設内の各諸室からの職員応答等、本施設における内線電話設備等の設置及

び配管配線工事を行うこと。  

 

4)  受変電設備・太陽光発電設備・非常用自家発電設備・蓄電池 

i) 受変電設備及び太陽光発電設備、非常用自家発電設備は、メンテナンスのし

やすさに配慮した計画とすること。 

ii) 太陽光発電設備及び非常用自家発電設備は、停電時に 3 日間の電力が賄える

発電設備とし、災害時には「資料 14 太陽光発電設備及び非常用自家発電

設備の電力供給範囲の想定」を基本として、電源確保及び照明設備の点灯を

可能とすること。 

iii) 非常用自家発電設備の設置にあたっては、照明の間引き等により、危険物取

扱者の配置基準未満となるよう設置すること。なお、「資料 14 太陽光発電

設備及び非常用自家発電設備の電力供給範囲の想定」に示す内容を満たすた

め、危険物取扱者の配置基準以上となる場合には、本市と協議の上、非常用

自家発電設備の電力供給範囲を計画すること。 

iv) 太陽光発電設備及び非常用自家発電設備は、停電時に稼働できるよう自立運

転機能を備えること。 

 

5)  警備・消防設備 

i) 警備システムは、本市が別途契約する機械警備を基本とし、本施設内及び敷

地全体の防犯・安全管理に十分留意して空配管の整備も含めて計画を行うこ

と。 

ii) 警備システムは、システムの内容等について、本市と協議の上、設計内容に

反映すること。 
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iii) 緊急事態時において、各諸室から事務室等に即座に連絡がとれるよう通信シ

ステムを構築すること。特に火災発生時には、施設内に緊急放送が流れる設

備（非常用放送設備）を整備すること。 

iv) 消防設備は消防法に準拠するとともに、維持管理、点検しやすい設備を整備

すること。 

 

(3) 空調換気設備 

1)  空調設備 

i) 原則として、空調（冷暖房）設備は、「資料 11 電気・機械要求性能表」に

示す諸室を対象とする。 

ii) 各諸室の用途・目的に応じた空調システムを採用し、適切な室内環境を確保

すること。ゾーニングや個別空調の考え方について、 適なシステムを提案

すること。 

iii) 多目的スペースやフロントロビー等の大空間は、自然換気を図る等、夏の高

温防止対策を講じること。 

iv) 各諸室のリモコンのほかに、事務室 2 の集中リモコンで、すべてのエアコン

の電源管理、温度管理、スケジュール設定等ができる計画とすること。また、

電気使用量の見える化を図るため利用率や使用量等をデータ出力等が可能

なものとすること。 

v) 集中リモコンにはデマンド管理機能を持たせ、4 段階以上でデマンド制御可

能なものとすること。 

vi) 調理室・配膳室の空調及び換気設備の計画にあたっては、衛生管理に配慮し、

天井等が結露しない等、工夫すること。 

vii) 可能な限り、諸室の静音環境を保つ設備計画に努めること。 

viii) 修理、更新に要する費用や時間を低減するため、空調機器は汎用品を選定し、

電気ヒートポンプ式エアコンを導入する場合、修理対応が迅速なメーカー及

び代理店等を選定すること。 

 

2)  換気設備 

i) 各諸室の換気設備は、その用途・目的に応じた換気システムを採用し、シッ

クハウス対策に十分配慮すること。また、各諸室に換気扇を設ける等、各諸

室において十分な換気（湿気・結露対策）ができる計画とすること。 

ii) 給排気口は、粉塵・害虫・雨水の侵入を防止する構造とすること。 

iii) 外気を取り込む換気口には、汚染された空気の流入を防ぐため、フィルター

等を備えること。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換、取り付けが容易

な構造とすること。 
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3)  熱源設備 

i) 地球環境やライフサイクルコストに十分配慮したシステムを適切に採用す

ること。 

 

(4) 給排水衛生設備 

1)  共通 

i) メンテナンス性を考慮し、天井内ではなく PS 等に、器具、機器（特に厨房

機器）及び系統ごとにバルブを設けること。 

ii) 免震構造とする場合は、建物導入部や別の構造体同士を跨る場合には、フレ

キシブルジョイントを適切に設置する等、変位吸収を考慮すること。 

 

2)  給水設備 

i) 原則として、給水設備は、「資料 11 電気・機械要求性能表」に示す諸室を

対象とすること。 

ii) 上水設備と雑排水設備は、設備系統を分離し、それぞれの系統を明確に表示

すること。 

 

3)  給湯設備 

i) 施設内の各箇所の給湯量、利用頻度等を勘案し、使い勝手に応じた効率の良

い方式を採用すること。 

ii) 原則として、中央給湯方式ではなく、局所給湯方式とすること。 

iii) 電気温水器を設置する場合は、飲料可能な仕様とすること。 

 

4)  排水設備 

i) 汚水及び雑排水は、適切に下水道に接続し、通気管やマンホール等からの臭

気により不快感を与えないよう配慮すること。なお、排水に関しては、自然

勾配によることを基本とし、ポンプアップは原則行わないこと。 

ii) 必要に応じて、グリストラップを設けること。グリストラップは防臭蓋とし、

床面の水や砂埃等が流入しない構造とすること。 

iii) 空調機器や給湯器から発生するドレン排水は、バルコニー等の屋外であって

も垂れ流しとせず、直接排水溝又は排水管へ排出される計画とすること。 

iv) 冷却装置が備えられている場合、その装置から生じる水は、臭気対策等を行

うとともに、害虫の進入防止措置を講じて適切に排水溝へ排出される計画と

すること。 
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5)  衛生設備等 

i) 衛生設備は、清掃等の維持管理が容易な器具・機器を採用すること。 

ii) 多目的トイレは、高齢者及び障がい者等が使いやすい仕様とすること。 

iii) トイレの衛生対策、特に臭気対策には万全を期すこと。 

 

(5) ガス設備 

i) ガス管を床下に配管する場合には、ピットを設けること。 

ii) ガス設備を設置する場合は、使用目的に応じて、利便性、快適性、耐久性に

配慮した設備とすること。 

iii) ガス漏れ警報器や緊急遮断弁等の設置により安全性を高めること。 

 

5. 周辺インフラとの接続 

(1) 接続道路 

i) 敷地との接続箇所及び接続方法は、利用者動線に十分配慮し、敷地北側とし

計画すること。 

 

(2) 給水・雨水・汚水 

i) 上水引込管からの給水管の引込み及び公共下水道への排水設備の接続方法

は、提案によるものとし、法令等や関係機関との協議結果等を遵守して事業

者の責任及び費用負担により適正に実施すること。 

ii) 業務の実施にあたっては、事業者が関係機関に協議及び確認を行うとともに、

必要に応じて現地を確認すること。 

 

(3) 電力・通信等 

i) 電力、通信等の設備の引込み及び接続方法は、提案によるものとし、法令等

や関係機関との協議結果等を遵守して事業者の責任及び費用負担により適

正に実施すること。 

ii) 業務の実施にあたっては、事業者が関係機関に協議及び確認を行うとともに、

必要に応じて現地を確認すること。 

 

(4) ガス 

i) 具体的な引き込み方法等は、事業者にて供給事業者への確認、調整の上、提

案すること。 

ii) 工事費用、工事負担金等の初期費用が必要となる場合には、本事業のサービ

スの対価に含むものとする。 
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6. 防災安全計画の考え方 

(1) 災害時等の施設安全性の確保 

地震等の自然災害発生時や非常時において安全性の高い施設とするほか、火災時の

避難安全対策や浸水対策、強風対策及び落雷対策に十分留意すること。 

特に多目的スペースやフロントロビー、その他の災害発生時における避難者の滞在

スペースは、天井材や照明器具等の落下防止、窓ガラスの破損・飛散防止等の安全対

策を施すこと。 

 

(2) 避難所利用を想定した施設計画 

地域の拠点となる避難所として、避難者を受け入れ、一定期間（3 日間程度）滞在さ

せることを想定し、諸機能の配置や動線、防災設備、非常用自家発電設備等を計画し、

トイレ・シャワー・更衣休憩室等を適切に配置すること。 

 

(3) 平時の施設安全性の確保 

ガラス窓については、台風等の飛来物への対応や防犯対策に配慮し、ガラスの衝突

安全性を確保すること。また、屋内の扉等についても、ガラスが割れにくくするとと

もに、割れた際の安全性に十分配慮すること。 

 

(4) 保安警備の充実 

日中の不審者対策や夜間等における不法侵入を防止する等、本施設の保安管理に留

意した計画とし、施錠装置は全諸室に設けること。また、必要に応じて、防犯上、適

切な照明設備を設置すること。 
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第2節 設計業務対象施設に係る要件 

本事業の設計業務対象は、事業予定地の造成設計（敷地造成、擁壁改修等）及び本施設

の建築設計（敷地内の外構を含む）とし、その詳細は以下に示すとおりとする。なお、各

諸室の面積・規模や諸室機能については、「資料 8 必要諸室リスト」を参照すること。ま

た、敷地造成や擁壁改修の範囲については、「資料 10 敷地造成・擁壁改修の範囲」を参

照すること。 

 

1. 造成設計 

i) 事業予定地の進入箇所によっては、事業予定地と北側道路の高低差があるた

め、必要に応じて、進入路を整備するための敷地造成を行うこと。なお、進

入路は「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

（平成 18 年）」に準拠するとともに、進入路の勾配を 5％以下とし、車椅子

利用者等の安全性を考慮し、適切な勾配で計画すること。 

ii) 進入路の整備にあたっては、必要に応じて新たな擁壁を整備すること。 

iii) 事業予定地北東部の敷地境界は、周辺への圧迫感低減のため、地面を 0.5m

程度掘り下げること。また、それに伴って既存の擁壁を解体・撤去し、新た

な擁壁を整備すること（「資料 10 敷地造成・擁壁改修の範囲」参照）。 

iv) 事業予定地西側の敷地境界にある既存擁壁は、解体・撤去し、新たに擁壁を

整備すること（「資料 10 敷地造成・擁壁改修の範囲」参照）。なお、擁壁

の高さ等は、既存擁壁を基本とし、安全性に十分配慮すること。 

v) 調整池（雨水流出抑制施設）は、地下式（地中埋設）とすること。 

vi) 必要に応じて、植栽部の切土や排水溝部の埋め戻し等を行うこと。 

vii) 詳細な設計内容は、本市と協議の上、決定することとする。 

 

2. 建築設計 

(1) 共通 

i) 各諸室は、規模及び利用形態を勘案し、効率的かつ効果的な利用ができ、か

つ、災害時の避難者の受入れがスムーズに行える計画とすること。 

ii) 初めて施設を訪れる人々にとっても、目的とする施設・諸室が視認しやすく、

分かりやすい施設配置・空間構成とすること。 

iii) 避難者が体調不良となった場合を想定し、各避難場所からスムーズに搬出で

きる動線を計画すること。 
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iv) 内部に吹抜け空間を設ける場合は、寒さが上下階に広がらない等のほか、ガ

ラス破損や利用者の転落防止等の安全対策を十分に考慮した計画とするこ

と。 

v) 各諸室には、それぞれの規模に適切な出力の空調設備を設置すること。また、

冷暖房設備のある空間に吹抜けを設ける場合は、室温の不均一さへの対応や

ランニングコストを十分に考慮した計画とすること。 

vi) 各諸室の窓には、ブラインド又はカーテンを設置し、ブラインド等は、維持

管理やメンテナンスが容易なものとし、風通しを妨げない仕様とすること。 

vii) 内装仕上げは耐久性とメンテナンス性に配慮した仕様とすること。 

 

(2) 備蓄倉庫 

i) 備蓄倉庫は、その他の諸室と明確に区分し、独立して使用できるように物資

集配所に面した出入口を設けること。 

ii) 物資の搬出入及び格納が容易に行えるよう、フォークリフト等による物資の

移動等が可能な作業スペースを確保し、天井クレーン等による物資の移動が

可能な計画とすること。 

iii) 可能な限り収納量を確保し、搬出入及び格納のためのスペースに配慮した計

画とすること。 

iv) 備蓄食料品、飲料水の保存状態を管理するため、備蓄倉庫内は温湿度の管理

が可能な仕様とすること。 

v) 備蓄倉庫は、避難者及び車両動線と極力分離した配置とし、物資搬入時や集

配時の作業に配慮した計画とすること。 

 

(3) 物資集配所 

i) 物資集配所は、備蓄倉庫に接続させ、1 階に設置すること。なお、物資集配

所は、雨天時における作業性に配慮し、屋外の軒下空間として計画すること。 

ii) 物資集配所は、搬入車両の出入りに配慮し、搬入車両の動線及び転回を十分

に考慮した計画とすること。 

iii) 物資集配所は、フロントロビーに隣接した位置に配置する等、災害時におけ

る物資供給のしやすさに配慮すること。 

iv) 物資の受入れや仕分け等のスペース、屋内ミーティングスペースを計画する

こと。 

v) 天井高さは、搬入車両の貨物室側面の跳ね上げを考慮し、5m 以上を確保す

ること。 

vi) 物資集配所は、避難者及び車両動線と極力分離した配置とし、物資搬入時や

集配時の作業に配慮した計画とすること。 
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(4) フロントロビー 

i) フロントロビーは、本施設のエントランスを兼ねた諸室として計画し、その

他の諸室等への動線やエレベーターホール、階段、トイレ等を適切に配置す

ること。 

ii) 出入口部に段差等を設ける場合には、合わせてスロープ等を設け、車椅子に

対応できる計画とすること。 

iii) フロントロビー内に防災に関する啓発や学習のための展示スペースを設置

し、展示物（例：VR 等によるバーチャル体験、大型モニターによる映像投

影等）の企画・展示を行うこと。なお、展示物の内容、展示方法については、

提案内容を踏まえ、本市と協議の上決定する。 

iv) フロントロビーは、2 室に区画して利用できるよう、可動式間仕切り壁等を

設け、区画された 2 室がその他の諸室等へアクセスを妨げない計画とするこ

と。なお、可動間仕切り壁によって、区画された 2 室は、独立して利用でき

るよう、出入口や照明、空調設備等を計画すること。 

v) 災害時における、避難スペースとしての利用を想定し、フロントロビー全体

の動線等を除く空間内において、175 人を収容できる計画とすること。 

vi) フロントロビー内に AED を設置すること。 

vii) 下足での利用を前提に計画すること。 

 

(5) 多目的スペース 

i) 多目的スペースは、講演会やセミナー（防災関連）等の活動、運動教室やレ

クリエーション等のスポーツ活動に対応可能な計画（天井及び壁面に衝突安

全性・耐久性を備える等）とすること。 

ii) 多目的スペースで使用する畳や椅子、机等の用具を収納できる十分なスペー

スとして、多目的スペース用倉庫を一体的に整備すること。 

iii) 多目的スペースには、壁面からのせり出しや床面からのせり上がりによって、

使用することのできる可動式舞台（12m×4.5m 程度）を設置すること。 

iv) 可動式舞台の対面側の壁面には、壁面からのせり出しによって、使用するこ

とのできる電動可動席（300 席）を設置すること。 

v) 多目的スペースには、運動教室やレクリエーション等のスポーツ活動での利

用時における安全面等に配慮し、コンセントを適切に配置すること。また、

可動式舞台には、仮設電源盤及びフロアコンセントを設けること。 

vi) 多目的スペースは、フロントロビーから円滑な移動ができるよう動線を確保

し、多目的スペース用倉庫と隣接した位置に配置すること。 



28 
 

vii) 災害時における、避難スペースとしての利用を想定し、500 人を収容できる

計画とすること。また、避難者の快適性に配慮した計画とすること。 

viii) 天井高は、床面から 10m 以上（障害物があれば床面からその障害物までの高

さ）確保し、各種屋内競技全般に支障をきたさない計画とすること。 

ix) 床材は、適度なクッション性のあり、可動式舞台や可動席等の荷重に耐える

ことが十分可能な耐荷重性の高い材質とすること。 

x) 壁や柱、建具、器具（スピーカーや消火器等）等については、緩衝材を設け

る等、ボール等の衝突による破損、利用者の衝突等による怪我を防止するよ

う配慮すること。 

xi) 多目的スペースの照明は、可動式舞台上部のみの点灯が可能となるよう、部

分ごとに点灯操作ができる計画とし、暗転できる計画とすること。 

xii) 多目的スペースの床面においても中間期に十分な通風が得られるよう、自然

換気に配慮した計画とすること。 

xiii) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(6) 多目的スペース用倉庫 

i) 多目的スペース用倉庫は、用具の用途や種類別に整理が可能な構造とするこ

と。 

ii) 換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易な

計画とすること。 

iii) 壁や柱に物品が衝突して容易に壊れないよう配慮すること。 

 

(7) ロッカー室 

i) 多目的スペース利用者のためのロッカー室を男女別に設けること。また、多

目的スペースからの動線に配慮し、適切な位置に配置すること。 

ii) 男女別の各ロッカー室には、3 段 12 列程度のロッカーを設置し、更衣等の

動作を行うために十分な広さを計画すること。 

iii) ロッカー室の出入口付近には目隠し用カーテン等を設けること。 

iv) 男女別の各ロッカー室には、シャワー室を設け、シャワー各 6 基程度を設置

すること。また、災害時には、男女別にシャワー各 4 基程度を増設するため

の仮設シャワー室が設置できる計画とすること。 

v) 男女別の各ロッカー室には、洗濯機、乾燥機を各 1 台設置すること。 

vi) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(8) 浴室 

i) 男女別の各ロッカー室に併設した浴室を設けること。 
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ii) 男女別の各浴室は、浴槽と洗い場を含め、各 20 ㎡程度とすること。 

iii) 浴室は、平常時の利用は想定せず、災害時の避難者やスタッフの利用を想定

すること。 

 

(9) 事務室 1 

i) 事務室 1は、水道局窓口等としての使用を想定し、適宜市と協議の上計画す

ること。 

ii) 事務室 1は、良好な執務環境の確保や作業効率の向上を目指し、コンパクト

な動線計画とすること。 

iii) 快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意した計画と

すること。 

iv) 事務室 1は、1 階に設置し、執務スペース、会議スペース、湯沸コーナー、

手洗い場、書類等の収納スペース等を設けること。 

v) 事務室 1 には、プライバシーの確保に配慮された窓口カウンターを設置し、

行政窓口として利用できる計画とすること。 

vi) 執務机のほか、書棚、プリンター・コピー機等の OA 機器の設置スペースを

設ける等、事務作業の効率的な実施に配慮した計画とすること。 

vii) 文書類の個人情報保護及びコンピュータ等の情報セキュリティ管理の観点

から、事務室内に明確なセキュリティラインを定め、適切なゾーニング計画

とすること。 

viii) 床は OA フロアとし、組織変更、什器レイアウト変更等に対応可能な計画と

すること。 

ix) 夜間における職員等の退所に配慮し、事務室等から出入口までの動線に適切

に照明を設けるとともに、施錠や消灯がしやすい計画とすること。 

x) 事務室 1 に外部から直接出入りできる出入り口を確保すること。なお、雨に

濡れないよう、庇を設けること。 

 

(10) 事務室 2 

i) 事務室 2 は、フロントロビーに隣接した位置に配置し、本施設の管理等も考

慮しながら、多目的スペース等の市民活動に利用される諸室との適切な位置

に配置すること。 

ii) 事務室 2は、良好な執務環境の確保や作業効率の向上を目指し、コンパクト

な動線計画とすること。 

iii) 快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意した計画と

すること。 
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iv) 事務室 2には、執務スペース、会議スペース、湯沸コーナー、手洗い場、書

類等の収納スペース等を設けること。 

v) 事務室 2 には、プライバシーの確保に配慮された窓口カウンターを設置し、

災害時には、ボランティアスタッフの受付事務を行うことができるよう計画

すること。 

vi) 窓口カウンターはガラス戸を設ける等、フロントロビーへの視認性が良く、

フロントロビーから区画された空間とすること。 

vii) 執務机のほか、書棚、プリンター・コピー機等の OA 機器の設置スペースを

設ける等、事務作業の効率的な実施に配慮した計画とすること。 

viii) 室内に区画された応接スペース 20 ㎡程度を設けること。 

ix) 室内に区画された相談室 20 ㎡程度を設けること。なお、相談室は可動式間

仕切り等で 2 室に間仕切りが可能な仕様とすること。 

x) 室内に区画された倉庫 20 ㎡程度を設けること。 

xi) 室内に区画された更衣スペースを設けること。なお、更衣スペースは「資料

9 建設業務に含む什器・備品等リスト」に示す更衣ロッカーを配置し、更

衣に支障の無い計画とすること。 

xii) 洗濯機、乾燥機を各 1台設置すること 

xiii) 室内全体を監視できる防犯カメラを設置すること。 

xiv) 文書類の個人情報保護及びコンピュータ等の情報セキュリティ管理の観点

から、事務室内に明確なセキュリティラインを定め、適切なゾーニング計画

とすること。 

xv) 夜間における職員等の退所に配慮し、事務室等から出入口までの動線に適切

に照明を設けるとともに、施錠や消灯がしやすい計画とすること。 

xvi) 床は OA フロアとし、組織変更、什器レイアウト変更等に対応可能な計画と

すること。 

xvii) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(11) 会議室 

i) 会議室は、市役所が被災した場合に災害対策本部を設置するため、浸水等の

被害を受けにくい 2 階以上に配置すること。 

ii) 会議室は、20～30 人程度で行う各種会議や災害時の災害対策本部設置、ミ

ーティングが行える計画とすること。 

iii) 奈良県防災情報システム及び J-ALERT の設置のため配線すること。 

iv) 会議室は、室全体を一体的に利用できるように計画し、可動式間仕切り壁等

によって、20 人程度で利用する会議室（2 室）、30 人程度で利用する会議室

（2 室）に区画可能な計画とすること。 
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v) 可動式間仕切り壁等によって、区画された各室は、独立して利用できるよう、

出入口や照明、空調設備等を計画すること。 

vi) 床免震構造を採用する等、災害時の被害を軽減するための方策を適宜講じる

こと。 

vii) 床は OA フロアとし、諸室の用途変更、什器レイアウト変更等に対応可能な

計画とすること。 

 

(12) サポートセンター室 

i) サポートセンター室は、保護司会の活動スペース（5 人程度の同時利用）と

して利用できるよう計画すること。 

ii) プライバシーへの配慮と相談に関する秘匿性を確保するため、エレベーター

や階段等から近接した位置に配置する等、他の利用者と可能な限り交錯しな

い動線及び配置を計画すること。 

iii) 室内の入り口付近に 6畳程度の畳敷きスペースを設けること。また、プライ

シー保護、相談内容の秘匿等への配慮のため、引違い戸などにより、室内の

空間を仕切ることができる計画とすること。 

iv) 畳敷きスペースに併設した押し入れを設置すること。 

v) 執務スペース、会議スペース、湯沸コーナー、応接スペース、書類等の収納

スペース等を設けること。 

vi) 畳敷きスペース以外の床は OA フロアとし、組織変更、什器レイアウト変更

等に対応可能な計画とすること。 

vii) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(13) ボランティア室 

i) ボランティア室は、災害対応スタッフの拠点として、会議室に近接した位置

に配置すること。 

ii) ボランティア室は、高齢者・障がい者支援団体、その他のボランティア団体

等の活動スペースとして利用できるよう計画し、書棚等の設置スペースを設

けること。 

 

(14) 研修室 

i) 研修室は、災害時のボランティアスタッフの待機場所や職員等の連絡指示を

受ける場所として、会議室やボランティア室からの動線に配慮すること。 

ii) 研修室は、長机等やプロジェクター、スクリーン、ホワイトボード等を利用

し、研修会や発表会等の開催が可能な計画とすること。 
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iii) 災害時は、ボランティアスタッフや職員等の待機場所、避難者の避難スペー

スとして利用するため、什器・備品等の収納可能なスペースを設けること。 

iv) 研修室は、可動式間仕切り壁によって、2 室に区画することができるよう計

画すること。 

v) 可動式間仕切り壁によって、区画された 2 室は、独立して利用できるよう、

出入口や照明、空調設備等を計画すること。 

vi) 災害時における、避難スペースとしての利用を想定し、研修室全体で 250

人程度を収容できる計画とすること。 

 

(15) 調理室・配膳室 

i) 調理室・配膳室は、料理教室やカルチャー教室への利用ができるよう計画し、

食事スペースと隣接した位置に配置すること。 

ii) 災害時は、炊出し調理等を行うことができる計画とすること。 

iii) 災害時は炊出し調理を行うため、避難スペースからの動線に配慮すること。 

iv) 調理台を 6基程度設置し、調理や配膳のための動作スペースを考慮して配置

すること。 

v) 料理教室やカルチャー教室、災害時の炊き出し調理等を想定し、「資料 12 

厨房機器等参考仕様リスト」を参考に、厨房機器等の設置を行うこと。 

vi) 調理台の熱源（電気やガス等）については、提案内容を踏まえ、本市と協議

の上決定する。 

vii) 専用の倉庫を設け、材料や用具、機器等を収納する冷凍冷蔵庫や食器用棚等

を設置するスペースを確保すること。 

 

(16) 食事スペース 

i) 食事スペースは、飲食の可能な団欒スペースとして利用できる計画とし、調

理室・配膳室と隣接した位置に配置すること。 

ii) 30 席程度の食事スペースを確保し、配膳や食事等がスムーズに実施できる

計画とすること。 

iii) 専用の倉庫を設け、椅子や机等の収納スペースを確保すること。 

iv) 災害時における、食事スペースとして活用するため、避難スペースからの動

線に配慮すること。 

 

(17) 子育て支援室 

i) 子育て支援室は、子育てに関する相談支援等を行い、災害時には、乳幼児及

びその保護者の避難スペースとして利用することを想定し、乳幼児及びその

保護者が落ち着いて利用できる計画とすること。 
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ii) 災害時の避難スペースとして、乳幼児及び保護者 100 人程度を収容できる

計画とすること。 

iii) 災害時の授乳や沐浴等を想定し、適切な給湯設備を計画すること。 

iv) 乳幼児及びその保護者等が床に直接座ることや寝転がることを想定し、フロ

アマットを敷く等、下足を脱いで過ごすことが出来る床仕上げとすること。 

v) 子育て支援室は、小さい子供が行きたいと思えるような空間演出、什器・備

品類の設置を行うこと。 

vi) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(18) ふれあい・交流スペース 

i) ふれあい・交流スペースは、高齢者や地域住民の交流スペースとして利用で

きる計画とすること。 

ii) ふれあい・交流スペースは、災害時に職員等の休憩・仮眠スペースとなるた

め、会議室やボランティア室に近接して配置すること。 

iii) 什器・備品等の収納が可能なスペースを確保すること。 

iv) ふれあい・交流スペースは、可動式間仕切り壁等によって、2 室に区画する

ことが可能な計画とすること。 

v) 可動式間仕切り壁等によって、区画された 2 室は、独立して利用できるよう、

出入口や照明、空調設備等を計画すること。 

 

(19) 和室 

i) 和室は、カルチャー教室や小規模な会合、談話、休憩等への利用ができる畳

張りのスペースとして計画すること。なお、畳には和紙畳を使用し、耐久性

や害虫対策に配慮した計画とすること。 

ii) 災害時における、高齢者や障がい者等の要配慮者のための避難スペースとし

ての利用を想定し、一般避難者と可能な限り交錯しない動線を計画し、高層

階に設置する場合には、エレベーター等に近接した位置に配置すること。 

iii) 災害時の避難スペースとして、高齢者や障がい者等の要配慮者 25 人程度を

収容できる計画とすること。 

iv) 下足ロッカー用のスペースを設けること。 

 

(20) 共用部 

1)  トイレ・授乳室 

i) トイレ（男女別・多目的トイレ含む。）は、各階に 1 箇所ずつ設けること。

なお、災害時の利便性を考慮し、1 階トイレについては、男性用トイレ内の

大便器を 4 基以上、女性用トイレ内の大便器を 10 基以上として設置するこ
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と。また、その他の階のトイレについては、男性用トイレ内の大便器を 3

基以上、女性用トイレ内の大便器を 5 基以上として設置すること。 

ii) 防犯上の観点から、男女用のトイレはそれぞれの入り口が近接しない配置と

すること。 

iii) トイレは、洋式トイレを基本とすること。なお、女性用トイレには擬音装置

を設けること。 

iv) 多目的トイレは、オストメイト対応とし、汚物流し（壁付）、鏡、紙巻器、

シャワー（シングルレバー混合水栓）、水石鹸入れ等を適切に設けること。

また、ベビーシート及びベビーチェアを設けること。 

v) トイレの照明は人感センサーによる自動照明とすること。 

vi) 手洗いは自動水栓とし、温水が利用可能な仕様とすること。また、多目的ト

イレ以外のトイレには、子どもの利用に配慮した高さの手洗いを設けること。 

vii) 授乳室を施設内に 1 箇所以上設けること。 

viii) 災害時にも利用可能な仕様とすること。また、災害時等に多人数の利用によ

る混雑を想定し、案内表示等による混雑緩和のための措置を講じること。 

 

2)  廊下・階段 

i) 廊下、ホール及び階段等は、十分にゆとりのある計画とし、各諸室もしくは

各階を合理的かつ機能的に結合する計画とすること。 

ii) 階段の落下防止手すりと、歩行や動作を円滑にするための手すりを、目的別

に設置すること。手すりは、階段の両側に設置すること。 

iii) 突起物のなく、見通しの良い計画とすること。 

iv) 各階の目立つ位置に掲示板を設置すること。 

 

3)  エレベーター 

i) エレベーターは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

の建築物移動等円滑化誘導基準に準拠し、車椅子使用者が円滑に利用できる

仕様とすること。 

ii) エレベーターは、同時に 15～20 人が利用できる大きさとし、2 基以上設置

すること。 

iii) エレベーターは、エントランスからアクセスしやすい場所に配置し、各諸室

に車椅子で移動できる計画とすること。 

iv) 円滑な利用と利用者間の衝突防止のため、エレベーターの扉の前に適切な面

積のたまり空間を確保すること。 
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v) エレベーターには、停電時自動着床、火災管制運転、地震時管制運転、各階

強制停止、自動通報システム(エレベーター管理会社へ通報)、かご内防犯カ

メラ等を設置すること。 

vi) 什器、備品等の物品の搬出入に配慮した計画とすること。 

 

(21) 機材・機械室 

i) 機材・機械室は、維持管理面でアクセスが容易な場所に計画し、機材・機械

のメンテナンスに支障のない計画とすること。 

ii) 電気関連機械室は、漏水等の被害を避けるため、トイレ、給湯スペース等、

水を利用する室や給水管・排水管設置箇所の下階に配置しないこと。 

iii) 防災無線用の専用機材・機械室を確保し、災害対策本部からの利用形態を考

慮の上、会議室に近接して配置すること。なお、防災無線用の専用機材は本

市が別途設置するため、設計段階で適切に本市と協議すること。 

iv) 将来の改修・更新が容易に行えるように、必要に応じて機器の搬出入用の開

口を設けること。 

v) 機器の騒音や振動が伝わることのないよう、構造等に配慮した計画とするこ

と。 

 

3. 外構等 

(1) 植栽計画 

i) 緑化面積は、「奈良県景観計画に定める景観形成の基準」に準拠し、低木の

植樹等により、敷地面積の 3％以上の緑化面積を確保すること。 

ii) 維持管理コスト縮減の観点から、敷地内の緑化は 低限必要な範囲のみ整備

すること。 

iii) 原則、維持管理が容易な低木を前提とし、維持管理に配慮した計画とするこ

と。 

iv) 落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことのな

い計画とするとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。 

 

(2) 駐車場・駐輪場 

i) 駐車場及び駐輪場は、円滑かつ安全な出入りに配慮するとともに、外灯（自

動点灯及び時間点灯が可能なもの）を適切に配置すること。 

ii) 本施設の利用者等のための駐車場として 100 台以上（障がい者用を含む）を

整備し、可能な限り多く設けること。 

iii) 消防用車両を格納するための車庫を 2 台分設置すること。 
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iv) 本施設までのスムーズな動線を確保する計画とすること。なお、障がい者用

駐車場は本施設にアクセスしやすい位置に整備すること。 

v) 駐車場の仕上げは、アスファルト等で舗装し、車止めを設置すること。また、

駐車場内での安全が図られるよう駐車区画、場内歩行者動線に十分配慮する

とともに、利用者等の飛び出し等による事故を防止するための安全柵等を設

置すること。 

vi) 駐輪場（屋根・照明付）は、10 台分以上設けること（自転車・バイク用）。 

vii) 乗用車や搬入車両等が旋回するためのロータリーを設け、本施設の利用者の

利便性に配慮し、本施設までのスムーズな動線を確保するよう計画すること。 

viii) 搬入車両等の大型車の動線は、施設利用者の車両動線と分離する等、施設利

用や災害時の避難に支障の無い計画とすること。 

 

(3) 廃棄物保管場所 

i) 本施設の配置やごみ出し動線（室内からも持ち込みできること）、ごみ収集

車両の停車位置や運搬動線に配慮して、廃棄物保管スペースを設けること。 

ii) 廃棄物保管スペースにはごみ保管庫（有蓋のもの）を設置すること。本市の

分別に対応し、それぞれ作業に十分なスペースを確保するとともに、収集車

と利用者等の動線に配慮した計画とすること。 

iii) 災害時の避難期間中のごみを保管できるスペースを確保すること。 

 

(4) その他 

i) 水溜りや冠水が起きないよう、敷地内の雨水を処理するのに十分な能力のあ

る排水溝又は暗渠を設け、敷地内の雨水が直接道路及び隣地に流出しない計

画とすること。 

ii) 敷地内を通る排水溝及び暗渠には、トラップを設け、虫が発生しにくい構造

とすること。 

iii) 建物の周囲は、清掃しやすい構造とし、かつ、雨水による水たまり及び塵埃

の発生を防止するため、適切な勾配をとり舗装すること。 

iv) 舗装については、想定される車両荷重（災害時の物資搬入車両、緊急車両等）

に十分耐えうるものとすること。 

v) 本事業の安全性を確保するのに十分な囲い及び出入口の門扉を設置するこ

と。 

vi) 空調室外機等の設置箇所は、音や臭気、景観等に配慮すること。 

vii) 歩道の切り下げや舗装の現況復旧等、道路との取り付けに係る整備に関して、

関係機関との協議に基づいて行うこと（敷地外工事を含む）。また、雑草等

が生息しないよう、コンクリートや防草シート等で表面を覆うこと。 
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viii) キュービクル、受水槽、ポンプ、給湯器、バルブ等は、第三者に操作されな

いようにフェンスで覆い、施錠できる計画とすること。 

ix) 敷地内の安全を確保しつつ、周辺への光害防止に配慮した外灯計画とするこ

と。 

x) 災害時（3 日間）に利用可能な貯水タンク及び下水タンク、その他稼働に必

要な設備を整備すること。 

xi) 貯水タンクの設置の際には、常時と非常時の使用量の差による残留水の汚染

が生じない計画とすること。 

xii) 災害時に利用可能なマンホールトイレを整備し、給水計画、排水計画にも留

意すること。なお、マンホールトイレの設置数は、10 基以上とすること。 

xiii) 外部空間において、災害時の炊出しを行うための熱源（電気やガス等）の供

給ができるよう計画すること。なお、熱源については、提案内容を踏まえ、

本市と協議の上決定する。 

 

4. サイン計画 

i) 案内表示も含め、施設の案内板を、シンプルかつ大きな文字のデザインで、

施設内部及び敷地内の分かりやすい位置に設置すること。 

ii) 室名は、分かりやすく表示する等、適切にサイン計画を行うこと。また、室

名称のサインは、すべての諸室に設けること。 

iii) 各諸室の利用状況を表示するための案内板、サインスタンド等を施設内部の

分かりやすい位置及び各諸室出入口付近に設置すること。 

iv) トイレ、階段、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、

ピクトグラムとしてもよい。 

v) サインは、高齢者や障がいのある人にもわかりやすく、ユニバーサルデザイ

ンに配慮した計画とすること。 
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第3節 設計業務遂行に係る要求内容 

設計業務を遂行するに当って遵守すべき要求内容は、以下に示すとおりとする。 

1. 業務の対象範囲 

設計業務は、本施設を対象とし、その設計については、建設工事請負契約書、本要求

水準書、提案審査に関する提出書類等に基づいて、事業者の責任において基本設計及び

実施設計を行うものとする。 

i) 事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成するこ

と。 

ii) 事業者は、業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。 

iii) 事業者は、設計建設工事請負契約締結後、必要に応じて、速やかに電波障害

調査を行うこと。 

iv) 事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定等

を事業者の責任で行い、関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。 

v) 事業者は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械

設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人公共建築協会

編集・発行）に準拠し、その他については日本建築学会制定の標準仕様書を

基準とし、業務を遂行するものとする。 

vi) 事業者は、各種申請等の関係機関との協議内容を本市に報告するとともに、

必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。 

vii) 図面、積算書等の様式、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本市の指

示を受けること。また、図面は、工事毎に順序よく整理して作成し、各々一

連の整理番号を付けること。 

viii) 本市が市議会や市民等に向けて設計内容に関する説明を行う場合や国へ交

付金の申請を行う場合、事業予定地内の里道・水路の付替えに伴う手続き等、

本市の要請に応じて申請書類の作成や積算資料の整理、関係機関との協議を

行い、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。 

ix) 本市は、本事業予定地の拡張を検討しているため、必要に応じて拡張整備等

の関連工事との調整を図ること。 

2. 業務期間 

設計業務の期間は、本施設の運用開始日をもとに事業者が提案することとし、具体的

な設計期間については事業者の提案に基づき建設工事請負契約書に定める。事業者は、

関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計スケジュールを調整し、

本業務を円滑に推進するよう設計業務期間を設定すること。 
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3. 業務実施体制等 

事業者は設計業務の実施にあたり、以下の業務実施体制等の要件を満たすこと。 

 

i) 事業者は、設計業務を総合的に把握し、業務の調整と総合的な管理を行う管

理技術者を配置し、設計業務着手時までに本市の承諾を得ること。 

ii) 管理技術者の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない場合は、事

業者から同等以上の資格及び設計実績を有する代理者を選出し、本市と協議

の上、変更の可否を決定する。 

iii) 管理技術者は、資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、3 ヶ

月以上の雇用関係にある建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資

格を有する者を配置すること。 

iv) 管理技術者は、募集要項に示す設計業務の参加資格要件を満たす完了実績を

有する者であること。なお、設計計画書に当該実績を明記するとともに、従

事したことを証明できる資料（写し可）を添付すること。 

v) 管理技術者と同等以上の資格を有する管理技術者以外の者（以下、「照査技

術者」という。）によって、作成する設計図書及びそれに係る資料のチェッ

クを適切に実施する体制をつくること。 

vi) 設計業務に携わる担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する

者であること。また、法令により資格が定められている場合は、当該資格を

有する者を配置すること。なお、設計計画書に、管理技術者、照査技術者及

び担当者、保有資格等を記載し、資格者証等の写しを添付すること。 

 

4. 設計業務着手時の提出書類 

事業者は、組織体制と合わせて設計業務の着手前に次の書類を提出すること。また、設

計の進捗管理については、事業者の責任において実施すること。なお、事業者は、設計業

務の着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。設

計業務が完了した際には、基本設計及び実施設計それぞれについて設計業務完了届を提出

するものとする。 

 

 設計業務着手時の提出書類 部数 

i) 設計業務着手届 1 部 

ii) 管理技術者届（設計経歴書を添付のこと） 1 部 

iii) 担当技術者・協力技術者届 1 部 

iv) 設計計画書（詳細工程表を含む） 1 部 
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 基本設計及び実施設計完了時の提出書類 部数 

i) 設計業務完了届（基本設計） 1 部 

ii) 設計業務完了届（実施設計） 1 部 

 

5. 基本設計及び実施設計に係る書類の提出 

基本設計終了時及び実施設計終了時に必要な書類を提出すること。本市は内容を検査

し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求を含む）を通知する。なお、提出書類

については、「資料 13 提出する設計図書」を参照すること。また、提出時の書類の体

裁等については、別途本市の指示するところによる。 

 

6. 設計業務に係る留意事項 

本市は、事業者に設計の検討内容について、必要に応じて随時聴取することができる

ものとする。なお、事業者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに本市から提

供を受けた関連資料を、当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

 

7. 設計変更 

本市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わない範囲内で、

本施設の設計変更を要求することができる。その場合、当該変更により事業者に追加的

な費用（設計費用のほか工事費、将来の維持管理費等）が発生した際には、本市が当該

費用を負担するものとする。一方、本事業の費用に減少が生じた際には、本事業の対価

を減額するものとする。 
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第5章 建設業務 

建設業務を遂行するにあたっては、以下の各節に示す要求内容及び水準を遵守すること。 

 

第1節 業務の対象範囲 

事業者は、建設工事請負契約書、本要求水準書、応募時の提出書類等に基づいて、本施

設の建設を行うこと。 

なお、建設業務の対象施設は、基本設計及び実施設計図書により定義される。 

 

第2節 業務期間 

建設・工事監理業務の期間に関する要求内容は、以下に示すとおりとする。 

1. 業務期間 

本施設は、令和 5 年 9 月末日までに建設業務を完了すること。具体的な業務期間につ

いては、本施設の供用開始日をもとに事業者が提案することとし、事業者の提案に基づ

き建設工事請負契約書に定めるものとする。 

 

2. 業務期間の変更 

事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長

を必要とし、その旨を申し出た場合は、延長期間を含め本市と事業者が協議して決定す

るものとする。 

 

第3節 業務実施体制等 

事業者は建設業務の実施にあたり、以下の業務実施体制等の要件を満たすこと。 

 

i) 事業者は、建設業務を総合的に把握し、業務の調整と総合的な管理を行う建

設業務責任者を建設企業の代表企業から配置し、建設業務着手時までに本市

の承諾を得ること。 

ii) 建設業務責任者の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない場合は、

事業者から同等以上の資格及び実績を有する代理者を選出し、本市と協議の

上、変更の可否を決定する。 
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iii) 不測の事態や災害の発生等の際に、迅速かつ的確に対応できるよう、建設業

務期間中は、建設業務責任者は常駐すること。 

iv) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条の規定に基づく主任（監理）

技術者を建設業務期間中、専任で配置すること。 

v) 主任（監理）技術者は、資格審査に関する提出書類の提出期限日以前におい

て、3 ヶ月以上の雇用関係にある一級建築施工管理技士又は一級建築士のい

ずれかの資格を有する者を配置すること。 

vi) 主任（監理）技術者は、募集要項に示す建設業務の参加資格要件のうち、代

表企業の要件を満たす完了実績を有する者であること。なお、施工計画書に

当該実績を明記するとともに、従事したことを証明できる資料（写し可）を

添付すること。 

vii) 主任（監理）技術者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了

証」の交付を受けている者であること。 

viii) 資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、3 ヶ月以上の雇用関

係にある者を現場代理人として配置すること。なお、主任（監理）技術者と

兼ねることも可とする。 

ix) 建設業務に携わる担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する

者であること。また、法令により資格が定められている場合は、当該資格を

有する者を配置すること。なお、施工計画書に、建設業務責任者、主任（監

理）技術者、現場代理人及び担当者、保有資格等を記載し、資格者証等の写

しを添付すること。 

 

第4節 業務の内容 

建設業務を遂行するにあたって遵守すべき要求内容は、以下に示すとおりとする。 

1. 基本的な考え方 

i) 建設工事請負契約書に定められた本施設の建設のための必要となる業務は、

事業者の責任において実施すること。 

ii) 本事業の着手に先立つ近隣住民への説明や調整並びに境界調査は本市が実

施するが、事業者も資料作成や説明補助等の支援を行うこと。 

iii) 建設にあたって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業

者がその責めを負うものとする。 

iv) 本市が近隣市民等に向けて建設工事の内容に関する説明を行う場合等、本市

の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行う

こと。 
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v) 隣接する物件、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に万

一発生した損傷等については、事業者を窓口として、必要となる補修及び補

償等を、自らの責任と負担において対応すること。 

 

2. 工事計画策定にあたり留意すべき項目 

i) 関連法令を遵守するとともに、関連要綱や各種基準等を参照して適切な工事

計画を策定すること。 

ii) 建設工事に伴い想定される騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞等については、

近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲への影

響を 小限に抑えるための対策を講じること。 

iii) 近隣住民への対応について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその

内容及び結果を報告すること。 

iv) 近隣住民へ工事内容を周知徹底し、了承を得ること。 

 

3. 着工前業務 

(1) 各種申請業務 

開発許可及び建築確認申請、建設リサイクル法関連の届出等の建築工事に伴う各種

手続きを、事業スケジュールに支障がないように実施すること。必要に応じて、各種

許認可等の書類の写しを本市に提出すること。なお、申請に係る負担金・手数料等の

費用については事業者の負担とする。 

 

(2) 近隣調査・準備調査等 

i) 建設工事の着工に先立ち、近隣住民との調整及び建築準備調査等（周辺家屋

影響調査を含む）を十分に行い、近隣住民の工事工程等に関する理解を得て、

工事の円滑な進行を確保すること。 

ii) 建設工事による近隣住民等への影響を検討し、問題があれば適切な対策を講

じること。また、工事完了後についても建設工事による近隣住民等への影響

がないか確認すること。 

iii) 本市が主体となって実施する近隣住民への説明等についても説明資料の作

成等の支援を行うこと。 

 

(3) 施工計画書の提出 

事業者は、建設工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、「資料 13 提

出する設計図書」に示す書類を本市に提出し、本市の承諾を得ること。 
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4. 建設期間中業務 

(1) 建設工事 

各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書

に従って工事を実施すること。事業者は工事現場に工事記録を常に作成・保管するこ

と。建設工事においては、本市に対し、次の事項に留意すること。 

 

i) 事業者は、工事監理企業を通じて工事進捗状況を本市に毎月 1 回以上報告す

るほか、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 

ii) 事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を

行うこと。なお、検査・試験の項目及び日程については、事前に本市に連絡

すること。 

iii) 本市は、事業者や建設企業が行う工程会議に立会うことができるとともに、

必要に応じて、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるもの

とする。 

iv) 建設工事に伴い残土が発生する場合は、その残土を処分場まで運搬し、適切

に処分すること。 

 

(2) 什器・備品等の調達及び設置業務 

i) 設計図書に基づき、「資料 9 建設業務に含む什器・備品等リスト」に示す

什器・備品等と同等以上の性能及び機能を有する什器・備品等の製作及び設

置を行うこと。 

ii) フロントロビー内の防災に関する展示品等の調達及び設置を行うこと。 

iii) 什器・備品等の仕様については事業者の提案により決定する。什器・備品は、

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又

は放散量が少ないものを選定するよう配慮すること。なお、リース方式によ

る調達は認めないものとする。 

 

(3) 近隣対応・対策業務 

事業者は、近隣住民等に対して、次の事項に留意して工事を実施すること。 

 

i) 工事中における近隣住民への安全対策、騒音・粉塵等の対策については万全

を期すこと。 

ii) 工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及び

調整を十分に行うこと。 
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iii) 本業務に係る企画、広報、実施については事業者の提案をもとに本市と協議

の上で決定するものとし、これに係る費用については、すべて事業者の負担

とする。 

 

(4) 電波障害対策業務 

i) 本施設の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、事業者は、本

工事期間中にテレビ電波障害対策を行うこと。 

 

(5) その他 

i) 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負

うものとするが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限

りではない。 

ii) 事業者は、工事期間中に、建設期間中に必要な書類を、工事の進捗状況に応

じて、遅滞なく本市に提出し、本市の承諾を得ること。なお、提出書類につ

いては、「資料 13 提出する設計図書」を参照すること。 
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5. 完成時業務 

(1) 完成図書の提出 

自主完成検査及び完成検査は、次の「1) 事業者による自主完成検査」及び「2) 本市

の完成検査」の規定に則して実施する。また、事業者は、本市による完成検査後に、「3) 

完成図書の提出」に則して必要な書類を本市に提出する。 

 

1)  事業者による自主完成検査 

i) 事業者は、事業者の責任及び費用において、関連する要綱・基準等を踏まえ

た自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転等を実施するこ

と。 

ii) 自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の実施については、

それらの実施日の 14 日前までに本市に書面で通知すること。 

iii) 事業者は、本市に対して、自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等

の試運転の結果を、建築基準法第 7 条第 5 項に定める検査済証その他の検

査結果に関する書類の写しを添えて報告すること。 

iv) 事業者は、本市の完成検査までに関連法令及び基準等に基づき、本施設の状

態について、健康で衛生的な環境を確認するため、空気環境測定、照度測定

及び水質管理等の各測定を実施すること。 

 

2)  市の完成検査 

本市は、事業者による上記の自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の

試運転の終了後、当該施設及び設備機器、器具、什器・備品等について、次の方法

により完成検査を実施する 

 

i) 本市は、事業者の立会いの下で、完成検査を実施するものとする。 

ii) 完成検査は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。 

iii) 事業者は、設備機器、器具、什器・備品等の取扱いに関する本市への説明を、

前項の試運転とは別に実施すること。なお、各施設、什器・備品等の使用方

法について操作・運用マニュアルを作成し、本市に提出し、その説明を行う

こと。 

iv) 事業者は、本市の行う完成検査の結果、是正・改善を求められた場合、速や

かにその内容について是正し、再検査を受けること。なお、再検査の手続き

は完成検査の手続きと同様とする。 

v) 事業者は、本市による完成検査後、是正・改善事項がない場合には、本市か

ら完成検査の通知を受けるものとする。 
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3)  完成図書の提出 

事業者は、本市による完成検査の通知に必要な完成図書を提出すること。提出時

の体裁等については、別途本市の指示するものとする。なお、提出書類については、

「資料 13 提出する設計図書」を参照すること。 

 

(2) 引渡しに係る業務 

i) 事業者は、本市による完成検査後、本市の指示に従い、直ちに工事目的物を

引き渡さなければならない。 

ii) 事業者は、引渡し予定日までに引渡しに必要な手続き等を実施すること。 
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第6章 工事監理業務 

工事監理業務を遂行するにあたっては、以下の各節に示す要求内容及び水準を遵守する

こと。 

 

第1節 業務の対象範囲 

事業者は、建設工事請負契約書、本要求水準書、応募時の提出書類等に基づいて、建設

業務で実施する全工事を対象に、工事監理を行うこと。 

 

第2節 業務期間 

工事監理業務の期間に関する要求内容は、以下に示すとおりとする。 

1. 業務期間 

本施設は、令和 5 年 9 月末日までに工事監理業務を完了すること。具体的な業務期間

については、本施設の供用開始日をもとに事業者が提案することとし、事業者の提案に

基づき建設工事請負契約書に定めるものとする。 

 

2. 業務期間の変更 

事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長

を必要とし、その旨を申し出た場合は、延長期間を含め本市と事業者が協議して決定す

るものとする。 

 

第3節 実施体制等 

事業者は工事監理業務の実施にあたり、以下の業務実施体制等の要件を満たすこと。 

 

i) 事業者は、工事監理業務を総合的に把握し、業務の調整と総合的な管理を行

う工事監理業務責任者を配置し、工事監理業務着手時までに本市の承諾を得

ること。 

ii) 工事監理業務責任者の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない場

合は、事業者から同等以上の資格及び実績を有する代理者を選出し、本市と

協議の上、変更の可否を決定する。 
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iii) 工事監理業務責任者は、工事監理者を選定し、工事監理業務着手時までに本

市の承諾を得ること。 

iv) 工事監理者は、資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、3 ヶ

月以上の雇用関係にある建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資

格を有する者を配置すること。 

v) 工事監理者は、募集要項に示す工事監理業務の参加資格要件を満たす完了実

績を有する者であること。なお、工事監理計画書に当該実績を明記するとと

もに、従事したことを証明できる資料（写し可）を添付すること。 

vi) 工事監理業務に携わる担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有

する者であること。また、法令により資格が定められている場合は、当該資

格を有する者を配置すること。なお、工事監理計画書に、工事監理業務責任

者、工事監理者及び担当者、保有資格等を記載し、資格者証等の写しを添付

すること。 

 

第4節 業務の内容 

工事監理業務を遂行するにあたって遵守すべき要求内容は、以下に示すとおりとする。 

 

(1) 工事監理業務 

i) 工事監理企業は、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況及び

器材・施工検査記録等を含んだ工事監理報告書を作成し、工事監理の状況を

本市に定期的に（毎月 1 回以上）報告するほか、本市の要請があったときに

は随時報告を行うこと。 

ii) 本市への完成検査報告は、工事監理企業が行うこと。 

iii) 工事監理業務内容は、「四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款」、

「建築工事監理指針」及び「国土交通省告示第九十八号」によることとする。 

 

(2) 工事監理計画書の提出 

事業者は、建設工事着工前に、工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、詳細工程

表（総合定例打合せ日程や各種検査日程等も明記）を含む工事監理計画書等を作成し、

「資料 13 提出する設計図書」に示す書類を本市に提出し、本市の承諾を得ること。 

 


