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１ 総則 

 

（１）本要求水準書の位置付け 

・本要求水準書は、牧之原市（以下、「市」という。）が、牧之原市多目的体育館整備事業（以下、

「本事業」という。）を実施するにあたって、市が民間事業者（以下「事業者」という。）の募集・

選定に当たり、その参加者を対象に交付する募集要項と一体のものであり、本事業において市が

事業者に要求する施設の基本・実施設計及び建設工事等の水準を示すものである。 

 ・入札参加者は、要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができ、そ

の提案を妨げるものではない。また、市は要求水準を事業者選定の過程における審査条件として

用いる。このため、審査時点において要求水準を満たさないことが明らかな提案については失格

とする。 

 

（２）本事業のコンセプト 

 ・市民が生活の中で、本施設を利用することにより、スポーツを定着させ、『する』、『みる』、『ささ

える』ことに触れ、自身の健康増進と健康意識の向上させる役割を担うことができる施設とする。 

 

 『 健康づくりのための体育館 』 

  様々な世代の多様なニーズに対応し、それぞれのライフステージに合わせて、スポーツに親しみ、

楽しむことができる施設とする。 

  また、スポーツや健康への関心を高めるイベントや、講習会の開催等の機会を創出する施設とす

る。 

 『 生涯スポーツの推進が図れる体育館 』 

  全ての人に使いやすいユニバーサルデザインを実現し、競技スポーツだけでなく、子どもから大

人まで家族で訪れ、スポーツに触れることができる施設とする。また、世代を超えた地域間交流

ができる施設にするとともに、スポーツや健康づくりに参加したくなる情報の提供や環境を整え

た施設とする。 

 『 市民が集う体育館 』 

  スポーツの関係のみならず、多くの市民が利用できる体育館として、健康づくりはもちろん、憩

い安らぎの場として、子どもから高齢者まで、多くの市民が集い親しまれる施設とする。 

 『 安心安全な体育館 』 

  災害時においても施設機能を堅持し、利用者はもとより、市民の安全を確保するため、必要な防

災拠点機能を併せ持つ施設とする。 

 

 

スポーツで健康な
まちづくり 

健康づくりのため
の 

体育館 

生涯スポーツの推
進が図れる 

体育館 

市民が集う 

体育館 

安心・安全な 

体育館 
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（３）事業期間・実施手順 

項目 期間 

設計・工事期間 令和3年9月定例会議決後～令和6年1月末 

供用開始 令和6年3月（厳守） 

・受注者は請負契約締結後、本施設等の基本・実施設計及び必要な調査・許認可申請手続きを進める。

（令和3年10月以降） 

・建築工事及び付帯施設等の整備を完了させたうえで令和5年10月末までに引き渡しを行う。なお、 

提案する実施工程に伴い、全体工事を完了する時期の範囲内において、期間の前後がある場合につ

いては市と協議のうえ、決定すること。 

・引き続き、外構整備を実施し、全体工事を完了させたうえで、令和6年1月末までに全ての引渡し

を行う。 

 

（４）遵守すべき法令 

・受注者は、本施設の調査、設計及び工事の実施にあたり、以下の法令及び関連施行令、施行規則、

条例、規則、要綱等を遵守し、また、常に最新のものを適用すること。なお、下記に記載が無くと

も、本工事を行うにあたり適用される関係法令及び関係条例、施行令、施行規則等がある場合は遵

守すること。 

 

① 法令等 

・都市計画法 

・建築基準法 

・消防法 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

・電波法 

・水道法 

・下水道法 

・浄化槽法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・道路法 

・駐車場法 

・水質汚濁防止法 

・土壌汚染防止法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 

・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） 

・建設業法 ほか各種業法、資格法、労働関係法 

・静岡県建築基準条例 

・静岡県福祉のまちづくり条例 

・静岡県開発行為の規制に関する条例 

・牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 

・その他関連する法令等 
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② 統一基準等 

 ・公共建築工事標準仕様書 

・公共建築設備工事標準図 

・建築設計基準及び同解説 

・建築構造設計基準及び同解説 

・建築基礎構造設計指針 

・建築鉄骨設計基準及び同解説 

・建築設備計画基準 

・建築設備設計基準 

・建築工事設計図書作成基準 

・建築設備工事設計図書作成基準 

・構内舗装・排水設計基準及び同解説 

・雤水利用・排水再利用設備計画基準・同解説 

・敷地調査共通仕様書 

・建設リサイクルガイドライン 

・建築設備耐震設計・施工指針 

・建築工事監理指針 

・工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務（国交省告示第98号） 

・その他関連する建設学会等の基準・指針等 

 

③ その他要綱・計画等 

・建設工事安全施工技術指針・同解説 

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 

・建設副産物適正処理推進要綱 

・ユニバーサルデザインを生かした建築設計（静岡県） 

・県有建築物コスト縮減ガイドライン（静岡県） 

・ふじのくにエコロジー建築設計指針（静岡県） 

・長寿命化設計ガイドライン（静岡県） 

・建築構造設計指針・同解説（静岡県） 

・防災拠点等における設備地震対策ガイドライン（静岡県） 

・静岡県地球温暖化防止条例（CASBEE静岡） 

・第２次牧之原市総合計画 

・牧之原市都市計画マスタープラン 

・第２次牧之原市環境基本計画 

・牧之原市地域防災計画 

・牧之原市原子力災害広域避難計画方針書 

・牧之原市公共施設マネジメント基本計画 

・牧之原市相良地区防災拠点構想 

・牧之原市スポーツ推進計画 

・牧之原市多目的体育館整備基本計画 

・その他関連要綱・各種基準等 
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（５）個人情報の保護及び情報公開 

・事業者及び受注者は、業務を実施するに当たって知り得た市民等の個人情報を取り扱う場合につ

いては、漏洩、滅失、又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を関連法令

に準拠して講ずること。また、業務に従事する者又は従事していた者は個人情報をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

・事業者が保有する情報の公開については、関係法令等の規定に則し、必要な措置を講ずること。 

 

（６）秘密の保持 

・事業者及び受注者は、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

（７）保険 

・受注者は、事業期間中、自らの負担により次の保険に加入すること。詳細は事業契約書を参照す

ることとする。この他に、事業者が必要であると判断した保険の加入については妨げない。 

 

①建設工事保険 

②第三者賠償責任保険 

③施設賠償責任保険 

④火災保険 

⑤その他の保険 

 

（８）要求水準書の変更 

・市は、本工事の期間中に、法令等の変更、災害の発生、その他特別の理由による業務内容の変更

の必要性により、要求水準書の見直し及び変更を行うことがある。要求水準書の変更に伴い、受

注者が行う業務内容に変更が生じるときは、請負契約書の規定に従い所定の手続きを行うものと

すること。 

 ・市は要求水準を変更する場合、事前に受注者に通知する。要求水準の変更に伴い、事業契約書に

基づき受注者に支払う対価を含め事業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うも

のとすること。 

 

（９）事業期間終了時の要求水準 

 ・事業期間終了時において、施設の全てが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、損傷が

無い状態で市へ引渡しができるようにすること。性能及び機能を満足する限りにおいて、経年に

よる劣化は許容するものとする。 
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２ 施設の機能及び性能に係る要求水準 

（１）敷地概要 

事業予定地 ： 牧之原市須々木154番地1 他 

敷地面積  ： 約1.2ha(内体育館用途敷地はおよそ8,300㎡)（建屋建設敷地の平地面積） 

地域地区  ： 都市計画区域内 用途地域 無指定 

建ぺい率  ： 60％ 

容積率   ： 200% 

防火地域  ： 無指定（建築基準法第22条地域） 

周辺道路  ： 西側 市道：須々木大溝線 幅員：11.0m(42 条1 項1 号) 

上水道   ： 市道須々木大溝線歩道内 配水本管HIVPφ100 配水支管HPEφ75(計画) 

       引込管PPφ50（計画） 

下水道   ： 無し（合併処理浄化槽方式） 

都市ガス  ： 無し（プロパンガス） 

電 力   ： 高圧電力線引き込み（予定） 

 

＜周辺図＞ 

 

※体育館用途敷地は約8,300㎡、放射線防護施設用途敷地は約2,400㎡、進入路敷地を約850㎡を

予定している。 

 
 

牧之原市相良総合センター「い～ら」 

R473BP 

相良B&G海洋センター 

あおぞら保育園 

建設計画地 

(本事業対象地) 

体育館施設用途敷地 

防災広場建設計画地 

（別途市が整備する） 

放射線防護施設用地敷地 
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（２）施設計画概要 

項目 市が想定する内容 

構造種別 RC若しくはSRC造2階建て（※） 

建築面積 3,380㎡（52ｍ×65ｍ）以内 

延べ面積 5,000㎡以上 

 

 ※構造種別について、本施設の機能性質上、災害拠点施設及び放射線防護施設として整備される施

設であることを前提に、RC若しくはSRC造2階建てを基本とする。ただし、耐震構造等十分な

機能を確保できる場合、一部例外として屋根構造を異なる構造にするなどの混構造を適用するこ

とや構造種別の変更を認め、建物の構造及び階層は事業者の提案とすること。 

 ・外構、駐車場、駐輪場、緑化については多目的に利活用できるような提案とすること。 

 

（３）敷地の現況 

・本敷地は、单西側は幅員約11mの市道に面し、北西側に造成された法面を有する。敷地造成工事に

ついては建屋敷地及び対面側の防災広場計画地共に令和３年度中に完了する予定で現在工事を進め

ており、対面側の防災広場計画地内に本敷地の調整池を有することとなる。造成に関する情報につ

いては、現在工事が進行中であり、造成に関する資料については今後最新のものを随時提供するも

のとする。また同敷地内に先行して（仮称）相良放射線防護施設が建設され、令和３年度中の完成

を予定している。 

 

（４）造成・外構計画概要 

・事業計画地周辺の造成工事は現在進行中であり、現場の状況により、造成の内容が改変される可能

性がある。造成工事から全体の整備完了までの順序は以下を想定している。 

 

 Ｒ３前期 Ｒ３後期 Ｒ４前期 Ｒ４後期 Ｒ５ Ｒ６ 

土地利用 

申請 

      

造成工事 
      

(仮称)相良放

射線防護施

設建設工事 

      

体育館設計 

      

体育館本体

建設工事 

      

外構工事 

      

 

 

Ｒ3.6防護施設側造成制限解除予定 
Ｒ4.1全造成完工予定 

Ｒ3.7頃着工予定 

Ｒ4.3建設完工予定 

基本・実施設計期間 

工事期間 

Ｒ4.2完了検査 
随時変更手続き 

工事期間 
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 ① 敷地造成の工程について 

 本事業を含む周辺一帯の造成は、先行して、令和３年６月までに制限解除の予定で同敷地内に建設

される（仮称）相良放射線防護施設側の造成を行っている。本事業に係る敷地の造成は先行して行

われる造成の後に本格的に着手し、令和４年１月末を目途に完了を予定している。基本設計・実施

設計着手に伴い、事前調査等のため、敷地内への立ち入り、作業を行う場合には、市及び進行中の

施工業者等と協議、調整のもと作業を行うこと。 

 

 ② 防災広場の造成について 

 本事業には含まないが、対面側の防災広場計画地が建屋敷地の排水における調整池を有することと

なる。また、上記と同じく令和４年１月末を目途に造成の完了を予定している。造成後の敷地につ

いては建屋敷地と一体として利用を検討し、主に駐車場用地として使用する予定である。 

 防災広場の整備については、別途市が整備する予定である。 

 

 ③ 外構工事について 

 外構工事については、建屋敷地平地面積約1.2haのうち約8,300㎡が体育館、約850㎡を進入路敷

地として使用する予定である。本事業の外構工事のの範囲は体育館用途敷地及び進入路部分の必要

な排水路、電気配線、路盤、表層の仕上げ、街路灯等外構に係る全てを範囲とする。ただし、造成

工事に含まれる外構工事については除外する。また、これ以外の敷地約2,400㎡を隣接の（仮称）

相良放射線防護施設の用途として使用し、施設完成後、その用途敷地分については表層まで仕上げ、

暫定的に供用開始する予定である。 

  

（５）その他注意事項 

・本施設完成後エアシェルター型の放射線防護設備を配備する予定であり、設計段階において、防護

設備に必要な面積等要件について確保することとし、設計に当たっては、関係者は相互に協力し、

円滑に事業が進捗するようにすること。なお、エアシェルター型の放射線防護設備の配備時期につ

いては、施設完成後の令和６年度を予定しているが、事業の進捗状況において前後する場合がある。 

 

（５）本事業の性能・機能に関する規定について 

 ① 設計・工事及び工事監理 

 本施設に関する要求水準は、原則として施設全体レベル及び機能空間レベルで市が要求する機能及

び性能を規定するものであり、施設全体及び各機能空間の具体的仕様、並びにそれらを構成する個々

の部位、部品、機器等の性能及び具体的仕様（以下、「具体的仕様」という。）については、事業者

がその要求水準を満たすような提案を行うこと。 

 

 ② 創意工夫の発揮 

（ア）事業者は、本書に示されたサービス水準を、効率的かつ合理的に満足するよう、積極的に創

意工夫を発揮して提案を行うこと。具体的には、建築物のライフサイクルコストの削減、利

便性の向上、効果的人員配置やデータの集中管理による保守管理サービスの効率化・合理化

等が例として挙げられる。 

（イ）本事業の目的を踏まえ、その実現のための提案を積極的に行うこと。 

（ウ）本事業の目的やサービス水準の維持と矛盾しない限りにおいて、本書に示されていない部分

ついて、施設の利便性、快適性、安全性、効率性を向上させるような提案があれば、市はそ

の具体性、コストの妥当性、公共的施設としての適性等に基づいてこれを適切に評価する。 
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３ 設計の要求水準 

（１）総則 

① 前提条件  

・施設設計時の前提条件として、事業エリア、共有エリア、管理エリア、屋外エリアの４つの構成を

基本とし、表以下項目に全て合致するよう検討を進めること。 

  

名称 内容 例示 

事業エリア 本施設において、事業運営を行うためのエリア 
メインフロア、多目的ルーム、

トレーニングルーム等 

共有エリア 
本施設において、施設管理運営者及び利用者が

共有するエリア 

エントランス・ロビー、トイレ、

廊下等 

管理エリア 
本施設において、維持管理、運営するために必

要なエリア 
事務室、管理室、機械室等 

屋外エリア 本施設において、必要となる屋外エリア 駐車場、駐輪場等 

 

（ア）建築面積は3,380㎡（52ｍ×65ｍ）を敷地造成上限界面積と想定している。 

（イ）本施設の延べ面積は5,000㎡以上とすること。 

（ウ）メインフロアの延べ面積は1,872㎡(バスケットボール公式試合２面分相当)以上確保すること。 

（エ）ランニングコスト・ライフサイクルコストに配慮し、後の維持管理運営のしやすい施設とするこ

と。 

（オ）本書に示す各施設、各諸室は、本施設の機能にとって必要なものとして想定している。市が具体

的仕様等を定めている部分についても、その仕様と同等あるいはそれ以上の性能を満たし、かつ

本事業の目的や当該項目以外のサービス水準の維持と矛盾しないことを事業者が明確に示した

場合、機能同士の複合化など効率的に活用する代替の提案を認める。 

・各部屋、各コーナーの目的に応じた収納を確保し、間取り等を工夫し利用しやすい効率的な配置

とする。また、機能が同じような部屋の兼用や各部屋等の多様な利用も想定すること。 

・メインフロア及び、放射線防護機械室については必要な面積を確保するものとし、その他の各諸

室の規模については、その諸室の目的が達成できるように提案すること。ただし、各諸室を兼ね

ること等により効率的に活用する提案を認める。 

・本書に示す各施設、各諸室は、本施設の機能にとって、必要なものであり、それぞれの規模の提

案をすること。なお、市は代替的な仕様の提案も認める。 

・防災拠点として能力を十分発揮できる機能、配置、動線、屋内環境を検討すること。 

・感染症対策に配慮した施設配置、動線、屋内環境を検討すること。 

 

② 事前・事後調査 

（ア） 電波障害調査 

受注者は、その責任において、本工事に伴うテレビ電波障害の事前及び事後調査等を実施する

こと。業務内容は(一社)日本CATV 技術協会の要領に準ずるものとすること。 

 

（イ） その他受注者が必要に応じて実施する各種調査 

上記以外で、受注者が必要と判断して行う調査（縦横断測量、構造計算上必要な地質調査、地

中障害物調査等）は、受注者の負担において実施すること。なお、敷地造成時に調査している

資料及びその他市が保有している資料については、完了している資料、進行中の資料に関して、
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最新の資料を可能な限り提供する。 

 

③ 設計の考え方 

・利用者の目的に応じた幅広い「スポーツ」のスペースを提供することができ、利用者全てが安全

に安心して過ごせる場となるような空間をつくること。 

・隣接する既存施設等の活用を含め、多様な利用ニーズに応えられるよう様々なプログラムに対応

できる空間をつくること。 

・開放的で利用しやすいぬくもりのある空間をつくること。 

・隣接する公共施設や周囲の自然環境と連携できる施設整備を進めること。 

・来館者全ての人にやさしいバリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した施設整備を進めるこ

と。 

・平常時はもちろん、防災拠点として使用する場合において妊婦や乳幼児などの配慮が必要な方々

が避難生活ができるよう、バリアフリー化やプライバシーに配慮するとともに、自家発電や LP

ガス対応の設備を備えるなど必要なライフラインの確保を図ること。 

 

（２）建築設計の要求水準（別表１） 

・各諸室の設置目的と要求水準は、別表１に示す。 

・その他の共通事項は、次に記す。 

 

① 諸室等の配置計画の考え方 

・エントランスホールから、各諸室への円滑な移動ができる動線を確保すること。 

・催事開催時に必要な器材等の搬入出経路を確保し、必要な箇所にエレベーターを設置すること。 

・観覧席間の移動や、観覧席から競技フロアへの円滑な移動ができる動線を確保すること。 

・利用しやすい施設配置とし、分かりやすいサインを適切に設置すること。 

・メインフロアが大会利用されている際にも、使用する諸室以外は一般利用が可能となる配置にす

ること。 

・シャワールーム、ロッカールームは、大会開催時における選手の利便性に配慮し、選手と観客の

動線が分離可能な配置とすること。 

・利用者が滞在する各階に男女トイレ・多目的トイレを設置し、利便性を配慮し円滑な動線を確保

すること。 

・車いす利用者等が利用しやすい適切な位置にエレベーター等を設置すること。 

・非常時において、安全かつ迅速に避難可能な非常口を各種法令に基づき配置すること。 

・維持管理面からも、諸室の配置については、管理しやすい動線、配置とすること。 

・平面計画においては、来場者の利便性、バリアフリー、安全性、防災性（分かりやすさ、誘導の

容易さ等）を考慮した動線計画とすること。 

 

② 外観等の考え方 

・地域の人々に親しまれる施設となるよう意匠に配慮すること。 

・周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮し（飽きのこないデザインとなるよう工夫し周辺環

境に溶け込むような計画となるよう）計画地にふさわしい景観とすること。 

・公共施設として良好な景観形成に配慮した外観計画とすること。 

・周辺環境に配慮し、凸凹の変化や色彩・素材の変化、開口部の大きさや位置など、ボリュームデ

ザインの工夫を行うこと。 

・外壁及び外装は、室内外への十分な断熱対策を行うこと。 

・西日対策など室内環境に配慮した計画とすること。 
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・周辺環境に配慮した開口部の構成とし、近隣建物への開口部には、施設側からの目線対策を行う

こと。 

・外装材は、気候の影響や経年劣化などを考慮し、構造躯体の長寿命化を実現し、維持管理に配慮

した長期的に機能及び美観が保たれる計画とすること。 

・市は沿岸部に位置しており、海からの風や台風等の際に直接塩害を受ける可能性が高いため、防

食塗装を施すなど、塩害対策等を実施すること。 

 

③ 内装の考え方 

・内装仕上は、素材感や色あいの工夫など、空間特性にふさわしい計画とし、場所に応じて居心地

のよい雰囲気・イメージづくりに努めること。 

・仕上材は、各機能、諸室等の用途、特性や使用頻度等に応じた計画とし、美観や維持管理面に配

慮した適切な材料を選定すること。 

・人が触れる範囲の仕上材については特に留意し、傷や凹みのしにくい材料や痛みが気にならない

ような材料選定、定期的な修繕のしやすい汎用性のある材料を用いるなどの配慮を行うこと。 

・使用材料は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの化学物質を含むものを避け環境面や改

修時への対応にも配慮すること。 

・廊下、階段等の床材には、スリップ防止等の安全配慮を行うこと。 

・館内は原則土足禁止仕上げとすること。但し、維持管理、衛生面に配慮でき、利用者の利便性向

上につながる場合は独自に提案すること。 

・メインフロア、多目的ルームは、ボールの視認性に配慮するなど快適に競技ができる色彩とする

こと。 

・直射光や反射等を含めて、日射等による競技及び観覧への支障が生じないような採光、照明計画

とすること。 

・仕上材料の選定に当たっては、立地条件及び想定される通常の使用条件において耐久性が確保さ

れたものとすること。 

・内外装仕上げ、細部は、供用開始後の維持管理コストの低減に十分配慮すること。 

・各諸室の床・壁・天井は、適切な機能性（耐久性、耐衝撃性、吸音性能、抗菌性等）を有し、避

難スペースとして利用が想定される諸室については居住性、断熱性、防音性を確保するよう配慮

すること。また、必要な材料、材質等については経済性、メンテナンス性に配慮したものとする

こと。 

・室内の結露防止、防カビ対策を行うこと。 

・躯体や仕上げ部材等の清掃、点検、保守、更新等が効率的に行えるよう適切に分離するほか、作

業スペース、設備配管スペース、搬入・搬出ルート等を確保すること。 

・長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めるほか、汎用性も考慮すること。 

・人体への安全性、快適性が損なわれない建築材料を使用すること。 

・キャビネット等の転倒防止の措置が行えるよう下地等を設置すること。 

・天吊りモニター等の設置箇所には天井下にモニター等を直接取り付け可能な、落下防止措置をし

た受けベースを天井面に設置すること。 

 

・建築基準法施行令第39条及び防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラインに基づき、特

定天井対策として、地震時の剥落、落下による二次災害抑制に配慮した構造検討を行い、構造耐

力上安全なものとする。内外装材・設備についてはこれに適応する部材を選択すること。 

・施設改修時、解体時に環境汚染を引き起こさないよう十分留意すること。 
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④ サイン計画 

・サイン計画全般として、分かりやすさ（ユニバーサルデザイン）及びデザイン等に配慮した計画

とすること。 

・室名サインについては、増設や取替えができるように配慮すること。 

・玄関ホールや利用者の誘導性を高める箇所において施設の全体構成を示すフロア案内サインを設

置すること。また、設置する案内サインには点字及び音声による案内が可能なものとすること。 

・施設内における諸室やトイレ等への利用者を案内する誘導サイン、玄関ホールや廊下等に設置す

ること。 

・各室の入口等に室名サインを設置すること。 

・主要なサインで表示する言語は、尐なくとも2か国語（日本語、英語）に対応したものとするこ

と。 

・各種表示サインについては特に視覚障がい者が認識しやすい配置や表示の仕方、サインまでの誘

導方法についても総合的に考慮すること。 

 

⑤ 環境配慮 

・CASBEE静岡（建築環境総合性能評価システム）を用い、BEI値1.0以上、ランク『B+』を原則と

し、可能な限り高評価となるよう努めること。 

・再生資源を活用した建材や再生利用・再使用可能な建材の採用、解体が容易な材料の採用等、資

源環境の促進を図り、廃棄物の減量に寄与すること。 

・廃棄物の発生を抑制するとともに、資源の再利用、再生利用も促進し、建設工事においてもリサ

イクル資材の活用に配慮すること。（施設の長寿命化に配慮し、将来的な建替え、解体も含めた総

合的な環境負荷低減が図れること。） 

・施設のライフサイクルにおいて発生する廃棄物が削減され、適正使用・適正処理が図られること。 

・人体への安全性、環境への影響及び資源環境に配慮した建築資機材が選定されること。 

・快適な室内環境確保等のために必要な換気量を確保するとともに、空気清浄を満たす換気システ

ムとすること。 

・施設が消費するエネルギーを抑制し、自然エネルギーや資源の有効利用が図られ総合的に環境負

荷が低減されること。 

 

・施設建設や、建物・設備等による騒音・振動、風害及び光害の抑制など、周辺環境負荷が低減さ

れること。 

・日影等による歩行者や周辺地域への影響に配慮すること。 

・建物から日光の反射による周辺地域への影響に配慮すること。 

・周辺環境に十分配慮し、設備機器等から日常的に発生する騒音、振動、排ガスなどを低減する計

画とすること。 

・施設を建設するイニシャルコストだけでなく、維持管理費を含めたランニングコストも考慮し、

トータルでライフサイクルコストの低減を図れる計画とすること。 

・設備更新時の搬入経路の確保を行うなど建設及び設備の更新、修繕を容易に行える計画とするこ

と。 

・再生可能エネルギーの活用や省エネルギー機器の採用などにより、ランニングコストの節減を考

慮すること。 

・漏水、金属系材料の腐食、木材の腐朽、鉄筋コンクリートの耐久性の低下、エフロレッセンス、

仕上げ材の剥離、膨らみ、乾湿の繰り返しによる不具合、結露に伴う仕上げ材の損傷等が生じが

たい計画とするとともに、修理が容易な計画とする。また、風雤に晒される設備等については、

塩害対策を十分に行うこと。 
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・設置する器具類等は、十分な破損防止対策を行ったうえで、交換が容易な仕様とすること。 

・耐久性や信頼性の高い材料や設備を採用するなど、維持管理の低減が図れるものとすること。 

 

⑥ ユニバーサルデザイン・バリアフリー等への考え方 

・ユニバーサルデザインの理念に基づき、年齢、性別（LGBT など）、障がいの有無等に関わらず、

全ての利用者が快適・安全に利用できる十分な性能を確保すること。 

・各種設備器具・手摺等は、高齢者、障がい者にも十分配慮した使いやすい設計とすること。設計

に当たっては、バリアフリー新法に準拠することはもちろん、各社会福祉団体や障がい者団体か

ら必要な意見を聴取すること。 

・本施設のサイン、言語は、ユニバーサルデザインの概念に沿った、誰もが一見して理解でき、高

齢者、障がい者、外国人等にも情報の共有化が図られ、わかりやすい明瞭なものを適切な場所に

設置すること。 

・車いす利用者同士がすれ違いできるような幅員等を確保すること。 

・障がい者に配慮した誘導表示や点字案内を設置すること。 

・障がい者を含め、全ての利用者ができる限り円滑かつ快適に施設を利用できること。 

・各室の扉は各エリアの機能に支障のないよう配慮すること。 

・車椅子利用者などにも配慮し玄関エントランスには自動ドアを設けること。 

・ベビーカー、車椅子利用者、物品搬入等の出入りのために必要な扉の有効開口幅を確保すること。 

・ガラス壁面などの場合には、衝突防止などの安全への配慮を十分に行うこと。 

 

⑦ 防災等への考え方 

・本施設又は周辺地域において災害が発生した際には、容易かつ安全に避難することができる設計

とし、障がい者、子ども、高齢者、外国人など自力で避難することや臨機に対応をとることが困

難な利用者(要配慮者)には十分に配慮すること。 

・災害発生時は、本施設は避難場所として使用する。また、災害時の災害時活動拠点などの防災活

動拠点施設として機能する施設とする。 

・原子力災害時にはメインフロアにエアシェルター式放射線防護設備を展開する。その際に効率的

な展開が可能な動線に配慮すること。 

 

・施設の地震災害及び二次災害に対して、構造体、建築非構造部材、建築設備等の安全性が確保さ

れること。 

・災害時の避難所として使用することから、停電時・災害時にも対応できるよう、非常用発電設備

等を設置し、必要に応じてバックアップ電源の確保についても検討すること。また、非常用電源

等を設置する際に避難時に一時的に生活することも予想されることから、生活時に支障をきたさ

ない、必要な騒音対策等を考慮すること。 

・非常用として使用可能であり、かつ平常時に検診車等を使用した健康診断等の会場としても利用

可能なよう大型資機材の稼働を想定し、工業用電源及び商用電源の屋外用コンセントを設置する

こと。 

・火災に対して、人命、財産・情報における耐火、初期火災の拡大防止及び火災時の避難の安全が

確保されること。 

・風や落雷に対して、人命などの安全が確保されること。 

・外部からの進入防止や犯罪等の発生防止が図られ、利用者のプライバシー、セキュリティが確保

されること。 

・地形、地質、気象等の自然的条件による災害を防ぐため、建築構造部材、非構造部材、設備機器

等の総合的な安全性を確保すること。 
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・利用者を安全に避難誘導できる計画とすること。 

・不法侵入の防止、危険の予防、検知、避難の観点から安全管理に配慮した計画とすること。 

・緊急車両の寄り付きに配慮すること。 

・階段等については、落下防止に配慮した計画とすること。 

・建具等ガラスについては、自然災害や不慮の事故等によるガラス破損時の飛散、落下による危険

防止に配慮した計画とすること。 

・災害時に通常電話回線が不通になる可能性を考慮し、屋内でも衛星通信回線が利用可能な送受信

設備を導入すること。 

・災害時に通常電話回線が不通になる可能性を考慮し、屋内でも無線通信回線が利用可能となるよ

う、デジタル防災無線の送受信設備を導入すること。 

 

⑧ 機能性等（室内環境等） 

・諸室等については、維持管理・運営を効率的かつ効果的に行うことができるように配置すること。 

・可動部や操作部の安全性が確保されること。 

・用途に応じた各種騒音への対策や遮音性など必要となる音環境が確保されること。 

・用途に応じた照度の確保や照明制御、自然採光など必要となる光環境が確保されること。 

・諸室を分割するに当たり、ガラス張りにし自然採光を利用するなど、圧迫感が生まれないような

方法を検討すること。 

・用途に応じた温湿度の設定や空調ゾーニングなど必要となる熱環境が確保されること。 

・用途に応じた換気や空気清浄度の確保など必要となる空気環境を確保できること。 

・利用者の健康等に悪影響を与えない衛生環境が確保されること。 

・人の動きや設備、交通、風による振動により不快感を与えることのないよう性能が確保されるこ

と。 

・諸室において必要な通信機能等に対応した情報処理機能が確保されること。 

 

⑨ 維持保全等 

・社会的状況の変化等による施設の用途、機能等の変更に柔軟に対応できるフレキシビリテイを確

保すること。 

・清掃、日常点検、保守点検等、維持管理が効率的かつ安全に行えること。 

・照明灯の交換などの高所作業が伴う箇所については、点検通路を設けるなど、スポット作業に係

るコストが高額とならないような配慮や工夫をすること。 

 

（３）構造設計の要求水準 

① 耐震性能 

 ・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」に基づく耐震安全性の分類として、構造体Ⅱ

類、建築構造部材Ａ類、建築設備甲類を満たすこと。また、非構造部材についても耐震安全性の

分類Ａ類を満たすこと。 

・静岡県構造設計指針に基づく耐震性能を確保すること。 

・構造躯体の長寿命化を図るよう検討を行うこと。 

 

② 構造計画 

 ・建築・空間計画と整合したバランスの良い合理的な架構形式、部材を選定すること。 

 ・基礎構造は、敷地の地盤特性を踏まえた適切な工法・基礎形式とし、地盤沈下、液状化等の影響

がないよう配慮すること。 

 ・各エリアの特性に基づく荷重条件に対して、十分な耐用性を備えた構造とすること。 
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③ 耐久性能 

 ・「建築工事標準仕様書」、「建築物の耐久性に関する考え方」（日本建築学会）を参照し、建物の用

途構造に基づいた十分な耐久性能を確保すること。 

 

④ 騒音・振動対策 

 ・周辺の騒音や振動の影響を与えないよう、構造的に十分な対策を講じること。 

 

⑤ 省エネルギー化、ランニングコストの低減を実現する対策 

・空調や換気などについて、その能力を施設全体において効果的、効率的に発揮するための構造に

ついても配慮した検討を行い、部材の選定などを行うこと。 

 

（４）設備設計の要求水準（別表２） 

（基本方針） 

・設備更新性、メンテナンス性に配慮し、保守点検、改修工事が容易かつ効率的に行えるよう作業ス

ペース、搬入・搬出ルート等を確保すること。 

・本施設は、工事中も含めて、最新の設備機器を導入する等、周辺への騒音や振動等による影響を最

大限抑制すること。 

・技術の革新に対応する交換の容易な設備を設置すること。 

・設備仕様は、提案時点の最新のものとすること。 

・電気、水道、ガス等の使用量を計量できる設備を設置すること。 

・施設の持つべき性能が十分に確保され、周辺環境に対しても十分に配慮した計画とすること。 

・設備方式の選定は、環境保全・安全性・機能性・経済性について、総合的に判断すること。 

・設備スペースの大きさについては、主要機器・付属機器類の設置スペース、保守管理スペース、機

器の搬入・搬出スペース等に留意し計画を行うこと。 

・主幹線や主配管については、床下ピットを設けるなど保守性や更新性を考慮した適切な経路・空間

を計画すること。 

・ランニングコストの低減に配慮し、省エネルギー、省資源、地球環境及び周辺環境に考慮した計画

とすること。また、配管については系統別に色分け表示を行うなど、維持管理や更新性、メンテナ

ンス性に配慮した計画とすること。 

・建築設備耐震設計・施工指針（最新版）に基づきダクト・配管等の耐震施工を行うとともに、設

備機器の転倒防止・落下防止対策を万全に行うこと。 

・塩害対策を講じること。 

 

（５）基本・実施設計の進め方 

① 基本・実施設計業務 

・受注者は提案書類、協定書、本書並びに関係法令及び各種適用基準に基づいて受注者の責任にお

いて業務を実施するものとすること。 

・設計に当たっては、完成後の維持管理運営時の動線等管理運営しやすい設計を行うこと。 

・受注者は、上記を基に基本設計書及び実施設計書を作成し、業務の目的を達成すること。 

なお、業務実施の過程において市から提案・指示事項等（有識者等からの提案・指示事項等を含

む）があった場合は、市と協議の上、業務を行うこと。 

・図面、工事費内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は市の指示を受けること。

また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けること。 

・受注者は、基本設計完了時に基本設計内容について市に説明し、市の了解を得た上で実施設計を

行うこと。 
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・設計図書の作成に際しては、「建築工事設計図書作成基準」及び「建築設備工事設計図書作成基準」

等を遵守すること。 

・基本・実施設計の業務範囲は、体育館建屋等の建築、付帯設備、外構の整備（敷地全体の整備、

駐車スペースの整備、屋外設備の設置、植栽等含む。）とする。 

・造作家具、流し台、カーテンレール、手すり、靴箱、ロッカー等、設置に工事を伴い固定されて

建物と一体的になるものは本工事の範囲とする。 

・市は別途施設に必要な競技用備品及び事務機器等について購入を予定している。提案内容に基づ

き、品名、参考購入金額を記した備品等調達計画書を作成すること。 

・建具・備品等の詳細な仕様は、基本・実施設計の中で、提案内容に基づき、市との協議を行い、

決定すること。 

 

② 積算業務 

・積算業務は、市の確認した実施設計書に基づき、作成することを基本とする。ただし、内訳書の

作成要領や端数処理等は、必要に応じて市と協議すること。 

 

③ 業務期間 

 ・設計業務の期間は、本施設の供用開始時期に間に合わせるように受注者が計画することとし、具

体的な設計期間については受注者の提案に基づき事業契約書に定める。受注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（市による内容の確認及び確認結果

に伴う修正期間を含む）を調整し、業務を円滑に推進するよう期間を設定する。 

 

④ 設計段階における許認可及び各種申請等の行政手続き 

・受注者は、法令等に基づく許認可及び各種申請業務を行い、関係機関との協議内容を市に報告す

るとともに、事業スケジュールに支障がないよう、適切な時期に実施すること。なお、申請に当

たって事前に市の承諾を得て行うものとし、各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとす

ること。また、申請に必要な手数料は受注者の負担とする。 

・許認可申請に必要な仕様等と要求水準書等の内容に著しい不一致が発生する場合は、市と協議す

ること。 

 

⑤ 市が必要とする場合の技術的支援 

 ・市が議会説明及び市民への説明等に関して資料を作成する場合の技術資料及び積算根拠等の作成

支援について協力すること。 

 

⑥ 設計体制と管理技術者の設置及び進捗管理 

 ・受注者は、設計業務の管理技術者を配置し、組織体制と併せて設計業務着手前に以下の書類を市

に提出すること。また、設計業務の進捗管理については、受注者の責任において実施すること。 

 （ア） 設計業務着手届出書 

 （イ） 主任技術者・管理技術者届け（設計業務経歴書を添付すること） 

 （ウ） 担当技術者・協力技術者届 

 

⑦ 設計計画書及び設計業務完了届出書の提出 

・受注者は、現場確認等の事前調査を行ったうえで、設計着手前に詳細工程表を含む設計業務計画

書を作成し、市に提出して承諾を得ること。なお、基本設計完了時には必要な図書を提出し、市

の承諾を得てから実施設計に着手すること。実施設計が完了したときは、設計業務完了届出書を

提出する。基本設計完了時及び実施設計完了時に提出する図書は以下のとおり。 
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【基本設計完了時提出物】 

（１）基本設計書（各２部） 

① 建築・設備 

 ・計画説明書（基本性能について） 

 ・諸室面積表 

 ・配置図（外構計画含む） 

 ・各階平面図（付帯設備、家具等を反映） 

 ・立面図（各面） 

 ・断面図（２面以上） 

 ・矩計図（主要部詳細図） 

 ・仕上概要表 

 ・仮設計画図（工事ステップ図） 

 ・外構基本設計図 

 ・面積表及び求積図 

 

② 構造 

 ・構造計画概要書 

 ・土質柱状図 

 ・各階伏図 

 ・主要軸組図 

 ・基礎詳細図 

 ・主要部材断面表 

 ・免震支承リスト、詳細図（免震構造の場合に限る） 

 

③ 電気設備 

 ・電気設備計画概要書 

 ・各室諸元表 

 ・幹線計算書 

 ・照度計算書 

 ・電気設備計画図（系統図、主要機器配置図）付帯設備を反映 

 ・各種技術資料 

 

④ 機械設備 

 ・給排水衛生設備計画概要書 

 ・空気調和換気設備計画概要書 

 ・ガス設備計画概要書 

 ・各室諸元表 

 ・機械設備計画書（系統図、主要機器配置図） 

 ・各種技術資料 

 

⑤ 付帯設備・機器、家具、備品 

 ・平面レイアウト図（設備、機器含む） 

 ・発注項目別付帯設備、機器リスト 

 ・発注項目卖位の仕様書 
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（２）基本設計説明書（議会用説明資料含む） 

 ① 建築総合（各２部） 

 ・計画概要 

 ・設計概要 

 ・配置計画 

 ・平面計画 

 ・立面計画 

 ・環境配慮計画 

 ・外構計画 

 ・セキュリティ計画 

 ・省エネルギー計画（設備含む） 

 ・外構計画 

 ・外観、内観パース（A3サイズ及びA2サイズ） 

 ・建築模型（内外観）白模型 縮尺1/200以上  

 ・各種比較検討資料 

 ② 構造 

 ・構造計画 

 ・構造性能 

 ・各種比較検討資料 

 

 ③ 電気設備 

 ・電源設備計画 

 ・配電設備計画 

 ・情報通信設備計画（付帯設備・機器を反映） 

 ・防災設備計画（付帯設備・機器を反映） 

 ・各種比較検討資料 

 

 ④ 機械設備 

 ・給水設備計画 

 ・給湯設備計画 

 ・排水設備計画 

 ・空調システム検討書 

 ・熱源設備計画 

 ・各種比較検討資料 

 

（３）関係法令リスト 

（４）各室面積等一覧表 

（５）工事工程表（案） 

（６）打合せ用図面、資料等 

（７）打合せ記録簿（設計打合せ、諸官庁協議） 

（８）要求水準確認計画書・報告書 

※提出書類は全てデジタルデータ（CAD、Word、Excel、PDF等）をCD-Rに格納し提出すること。提出

部数については市の指示するところによる。 

※その他議会説明、市民説明用の資料等、市が必要とする書類を作成すること。 
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【実施設計完了時提出物】 

 

（１）体育館本体工事実施設計書（工事範囲の外構工事を含む） 

 ・意匠設計図・計算書 １部 

 ・構造設計図・計算書 １部 

 ・電気設備設計図・計算書 １部 

 ・機械設備設計図・計算書 １部 

 ・什器・備品リスト・カタログ 各１部 

 ・什器・備品配置計画図 １部 

 ・パース図（外観・内観・鳥瞰）（A3版）各１部 

 ・建築模型（内外観、外構模型含む）フルカラー縮尺 1/200以上 

 ・工事費積算内訳書・積算数量調書 各１部 

 ・建築確認申請等関係図書 １式 

 ・その他必要図書 １式 

 

（２）外構工事実施設計書 

 ・意匠設計図・計算書 １部 

 ・構造設計図・計算書 １部 

 ・電気設備設計図・計算書 １部 

 ・機械設備設計図・計算書 １部 

 ・工事費積算内訳書・積算数量調書 各１部 

 ・その他必要図書 １式 

 

（３）実施設計説明書 

（４）実施設計説明書（基本設計説明書に準ずる） 

（５）関連法令リスト、協議履歴 

（６）各種検討書・計画図 

（７）構造・設備計画書 

（８）各室面積等一覧表 

（９）備品類等調達計画表 

（10）工事工程表 

（11）議会用説明資料 

（12）打合せ用図面 

（13）官公庁申請書類 

・バリアフリー新法認定申請図書  ・建築物省エネ法申請書    等 

（14）その他 

・各種調査報告書 

・打合せ記録書（設計打合せ、行政協議等） 

（15）要求水準確認計画書・報告書 

※提出書類は全てデジタルデータ（CAD、Word、Excel、PDF等）をCD-Rに格納し提出すること。 

 ・受注者に設計の検討内容について、必要に応じて随時確認することが出来るものとすること。な

お、受注者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに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。 

 ・議会説明及び市民への説明等で必要な書類の提出を別途求める場合がある。 
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４ 工事の要求水準 

（１）総則 

① 対象範囲 

受注者は、設計図書、基本協定書、建設工事請負契約書、要求水準書、企画提案時の提案書類に

基づいて、本施設の建設を行うこと。 

 

② 引渡し 

本施設全体の引渡し日は、本書１の（３）のとおりとする。 

なお、受注者が、不可抗力又は受注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、その旨を請求した場合は、延長期間を含め市と受注者が協議して決定するものとする。 

 

③ 基本的な考え方  

（ア）建設工事請負契約書に定められた各業務は、市が実施することとしている業務を除き、受注者

の責任において実施すること。 

（イ）建設業務に当たって必要な関係諸官庁との協議において受注者に起因する遅延については、受

注者の責めとする。 

（ウ）市が実施する近隣住民への説明等に起因する遅延については、市の責めとする。  

 

④ 業務遂行上の留意点  

（ア）関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な建設工事計画を策定すること。 

（イ） 騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事による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の対応を実施すること。 

（ウ）近隣住民への対応について、受注者は市に対して、事前及び事後にその内容と結果を報告する

こと。 

（エ）近隣住民へ建設工事の内容を周知徹底して理解を得るとともに、作業時間の了承を得ること。 

 

（オ）建設工事に伴う影響（特に車両の交通障害・騒音・振動）を最小限に抑えるための工夫を行う

こと。 

（カ）備品の調達については本工事に含まないが本施設の基本的な機能として建物と一体となるよう

な什器・備品については設計業務に含む。なお、市が別途購入する備品類について受注者の提

案内容に合わせ、必要と思われる備品について「参考」までに、その備品名と価格を提案する

こと。 

 

（２）工事の進め方 

① 工事着工前  

（ア）各種申請業務  

・工事に伴う各種申請の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。必要な場

合には、各種許認可等の書類の写しを市に提出すること。 

・受注者は、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、WEB上で工事実績データの作成・登録を

行うこと。 

 

（イ）準備調査 

・着工に先立ち、近隣住民との調整等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣住民の理解及び安

全を確保すること。また、問題があれば適切な対策を講じること。 
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（ウ）工事着工届出等の提出 

  ・受注者は工事着工前に、次の書類を市に提出して、承諾を得ること。 

 ○工事着工届（任意様式） 

 ○工事工程表（任意様式） 

 ○現場代理人及び技術者選任届 

 ○施工計画書 

 ○下請け施工体系図及び施工体制台帳 等 

 

（エ）提出方法 

・受注者は工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等必要な書類を作成し、工事監理者の確認を

得た後、市に提出して承諾を得ること。なお、承諾願は、受注者が工事監理者に提出して、その

承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告するものとする。また、工事施工中の提出書類

についても同様に遅延なく提出すること。  

・受注者は市に対して施工体制を適正かつ速やかに構築し、施工体制台帳を市へ提出し、市の承諾

を受けること。 

 

② 工事期間中  

（ア）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に従って工事・

工事監理を実施すること。受注者は工事現場に工事記録を常に整備するものとし市等から提示を

求められた場合は速やかに提示し、必要な説明が行えるようにすること。また工事の実施におい

ては、市及び近隣住民に対し、以下の事項に留意すること。  

ア 受注者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を市に定期的に報告するほか、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。 

イ 受注者は、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・試験項目及び日程については、事前に市に連絡するとともに市が立ち会いを求めた場

合には立ち会いに協力すること。 

ウ 市は、受注者が行う工程会議に原則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。また工程会議の結果は市へ速やか

に報告を行うこと。 

エ 工事中における当該関係者及び近隣住民への安全対策については万全を期すこと。 

オ 工事を円滑に推進できるように、近隣住民に対して、必要な工事状況の説明及び調整を十分

に行うこと。 

カ 事業期間中における近隣住民等から苦情等については、市へ報告を行うとともに真摯な対応

を心掛け、必要な改善策を講じるなど円滑な作業を行えるよう努めること。また、不定期に

進捗状況や、近隣住民からの意見聴取の場として、『相良地区防災拠点対策協議会』を開催

する。市の要請により受注者は同席し、必要に応じて説明を行うこと。 

 

（イ） 自主検査等について 

・工事中、各法令、要綱、指針に準拠し、検査基準に基づき段階確認検査を行うとともに、必要に

応じて市へ段階確認検査を依頼すること。検査を実施する場合においては、検査予定日、検査内

容について段階確認検査依頼書を提出し、市の承諾を得るものとする。また、市の検査を要しな

い場合においても、各工程について自主的に検査を実施し、適正な品質を確保すること。なお、

自主検査を行った場合についても、検査結果について提示を求められた場合に速やかに検査内容

と結果を提示し、市へ説明できるよう常に整理しておくこと。 
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（ウ） その他  

・原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、受注者が責任を負うものとするが市が

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。 

・施設の引渡し前に、市が直接以下の工事を行うことを想定している。受注者はこの工事にあた

り引渡し前の施設を一時的に市に使用させるものとする。また、市及びその関係者との打合せ

を行い、必要に応じて立会い等を行うこと。なお、市が引渡し前に直接行った工事により、施

工中の施設を損傷、汚損等した場合は、市の責任において修補等を行うものとする。 

    

○市が調達する什器・備品の設置工事 

   ○その他、供用開始に必要な器材、設備、備品の搬入・設置。 

 

③ 工事完成後  

（ア） 自主完成検査及び完成検査  

・自主完成検査及び完成検査は、以下の規定に則して実施すること。ただし、これらの規定のうち

該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。 

 

ア 受注者による自主完成検査  

・受注者の責任と費用において、自主完成検査を実施すること。 

a 自主完成検査の実施については、実施日の7日前に市に書面で通知すること。 

b 受注者による自主完成検査結果は、工事監理者の承認を得ること。 

c 受注者は、市に対して自主完成検査結果を報告すること。  

イ 市の完成検査  

・市は、受注者による上記の自主完成検査終了後、以下の方法により完成検査を実施する。  

a 市は、受注者、工事監理者立会いの下で、完成検査を実施する。 

b 完成検査は、市が確認した設計図書との照合により実施する。 

c 受注者は、設備機器の取扱説明書を市に提出し、その説明を行うこと。 

d 受注者は、市による完成検査後、是正・改善事項がない場合には、市から完成検査完了の

通知を受け引渡しするものとする。 

ウ 完成検査後の是正等 

   ・市の行う完成検査の結果、是正、補修等が必要な場合、期限を定めた上で受注者へ指示するも

のとする。 

   ・受注者は、前期による書面の指示を受けた場合において、期日までに是正等を完了させるもの

とする。なお、期日までに是正を完了させることが不可能である場合は、市と協議の上で期限

を再設定することができる。 

   ・受注者は、本施設において是正等の指示を受けた場合は、当該是正工事等の内容を完成図書に

反映させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

（３）完成図書の提出  

・受注者は、市による完成検査完了の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。また、これら図

書の保管場所を本施設に確保すること。なお、提出時の体裁等については、別途市の指示するとこ

ろによる。なお、提出書類は全てデジタルデータ(CAD、Word、Excel、PDF等)をCD-Rに格納し提出

すること。 

○ 工事記録写真 アルバム製本１部、デジタルデータ 

（営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブックに準じた工事写真一式） 

○ 竣工図面（意匠）一式（製本図１部、原図及びCD） 

○ 竣工図面（構造）一式（製本図１部、原図及びCD） 

○ 竣工図面（電気設備） 一式（製本図１部、原図及びCD） 

○ 竣工図面（機械設備） 一式（製本図１部、原図及びCD） 

○ 竣工図面（什器・備品配置表） 一式（製本図１部、原図及びCD） 

○ 使用材料等 メーカー製品名一覧表 ３部 

○ 地元発注等実績報告書 

○ 維持管理業務仕様書 

○ ライフサイクルコスト計画書 

○ 鍵リスト及びBOX、マスターキー作成 １式 

○ 機器取扱い説明書  ２部 

○ 保全に関する資料  ３部 

○ 各保証書、証明書等（原本）１部 

○ 要求水準確認書 １部 

○ その他必要書類 一式 

○ 各種申請等書類 一式 

 

５ 工事監理業務要求水準  

 ・本工事の工事監理は受注者が行う。また、工事段階に行う各種申請手数料は受注者の負担とする。

設計、工事と工事監理はそれぞれ異なる者とすること。 

 

（１）業務の対象 

受注者は、設計図書に基づく本施設の工事に関する監理業務を行うこと。 

 

（２）業務の内容 

工事監理業務及び関連するその他の監理業務と付帯業務。 

 

（３）工事の監理業務 

・受注者は、建築基準法（第５条の４第４項第５項）及び建築士法（第２条第７項）に基づき設計担

当者とは別に監理者を選任し、経歴書を付し市に通知すること。 

・業務開始に先立ち監理業務方針書を監督職員に提出すること。 

・監理業務の状況を毎月市に定期報告し、市の要請があったときには随時報告を行うこと。 

・監理業務は一名以上の常駐監理とし、その内容は、国交省告示第98号の「工事監理に関する標準業

務及びその他の標準業務」、「民間（旧四会）連合協定・建築設計・監理業務契約約款」、「工事

監理ガイドライン（平成２１年９月策定）」及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン（平

成28年3月策定）」に示される業務とする。 
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・建築基準法（第５条の４第４項第５項）及び建築士法（第２条第７項）に基づき工事監理業務を実

施すること。 

・受注者が作成した施工計画書及び使用材料承諾願い等の確認を監理者として行い、速やかに市に提

出し承諾を得ること。その際、施工計画や材料選定等に設計意図の確認を要する事項については、

事前に受注者の確認を得て記録に残すこと。 

・工事定例会議を定期的に開催し出席すること。 

・関係機関との協議及び各種法令手続きのための書類作成及び技術的補助を行うこと。 

・監督職員の検査に先立って又は同時に検査を行うこと。 

・諸官庁（建築確認機関を含む）等に必要な検査の申請を行い、検査に立会うこと。 

・市の中間検査及び完成検査に立ち会うこと。 

・竣工時に、監理報告書を作成し、市に提出すること。 
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別表１（建築要求水準表） 

区分 諸室名称 規模 各室の設置目的 要求水準 

事
業
エ
リ
ア 

メインフロア 
1,872㎡ 

以上 

・市民大会レベル以上の規模の各種スポーツ大会

の会場として利用し、『みるスポーツ』を推進

する環境とする。 

・幅広い世代がバスケットボール、バレーボール、

卓球、バドミントン等の各種スポーツを実施す

る。 

・競技利用以外にも使用できる機能、規模を有す

る空間とする。 

・災害時は避難者を収容するスペースとして使用

する。 

・原子力災害時には、エアシェルター型放射線防

護施設を展開するスペースとする。 

・1階に配置すること。 

・バスケットコートを最低２面(39m×48m)以上確保すること。 

・バレーボールの公式競技に対応した天井高12.5ｍ以上を確保す

ること。 

・コート間や壁面から十分な離隔を保つこと。 

・各種公式競技のＪＩＳ照度基準を満たし、コート全体を均一に

照らした平均照度を1,000～1,500ルクス程度とし、各競技の支

障とならない照明を選定すること。 

・各種競技用ネット支柱等が容易に設置でき、支柱の穴は各競技

に支障がないようにすること。 

・床は、各競技に支障がない色調とし、耐久性、メンテナンス性

に優れた床材とすること。（板張りが推奨される競技があれば、

常設の有無も含めて検討すること。） 

・フットサル等におけるボールの壁への衝撃に配慮した対策を講

ずること。 

・競技フロアを分割して利用できるよう対策を講じること。 

・競技内容等に応じて調光でき、また、避難時は避難スペースと

して使用することも考慮して、照明設備を選定すること。また、

分割して調光が行えるよう配慮すること。 

・競技フロアを見渡せる位置に放送室を設置すること。 

・コートラインについて多用な競技に対応するため、視認性の確

保などを考慮した表示を検討し設置すること。多用な競技とは

別紙「牧之原市多目的体育館整備基本計画」の想定競技種目を

参考にすること。またコートラインの設置内容は市と協議によ

り決定すること。 

・大型資機材の搬出入の動線や開口部を考慮した出入り口を設け

ること。 

・災害時は避難者を収容する避難スペースとして使用するため、

居住性も考慮すること。 

ランニングウォーキ

ングコース 
適宜 

・市民が施設内でウォーキングやジョギングがで

きるランニングコースを設置する。 

・コースは、安全性を考慮し、段差や高低差がないよう設置する。 

・安全に追い越しができるよう、走行レーンを分割するなどの配

慮をすること。 

・施設規模に合わせて設置可能なコース長さを検討すること。 

・観覧席の通路等と兼用することも可能とするが、他の利用者の

動線と交錯しないよう配慮すること。（衝突などの事故が無い

よう配慮すること。） 

・床はジョギングに適した仕上げとすること。 

・利用者にとって身体的負担の掛からない設置の仕方を検討する

こと。 

トレーニングルーム 適宜 

・利用者の日常の健康、体力の保持増進を目的に

各種トレーニングマシンによる運動やストレ

ッチ運動が可能なスペースを確保する。 

・災害時は避難者を収容するスペースとして使用

する。 

・各種トレーニングマシンを常設できる構造（床の耐荷重も）と

し、筋力トレーニング等も実施できる広さとすること。 

・多目的ルームと一体として使用できるレイアウトとすること。 

・災害時は避難者を収容するスペースとして使用するため、居住

性も考慮すること。 

多目的ルーム 適宜 

・スポーツ指導者などの研修会や講習会など広範

囲に利用する。 

・体力測定や軽い運動が可能なスペースとする。 

・ダンス、ヨガ、会議、研修など多目的な利用を

想定する。 

・メインフロアでの試合などが実施される際のア

ップや待機場所としても活用する。 

・災害時は避難者を収容するスペースとして使用

する。 

・多目的ルームで使用する備品等を収納するスペースを確保する

こと。 

・床は、適切な強度を確保し、利用目的に応じた床材とすること。 

・多目的な利用を想定した音響設備、映像環境、鏡、プロジェク

ター、スクリーン等を設置すること。（具体的な大きさや設置

数は事業者が提案すること） 

・トレーニングルームと一体化する、多目的な利用を可能とする

ために可動壁で仕切るなど、様々な用途での使用を可能とする

こと。また可動壁を設置する場合は、管理者や利用者が簡便に

利用できるものとすること。 

・間仕切り後の各部屋の利用者が相互に快適に利用できるよう、

可動壁を含め遮音及び吸音に配慮し、他室の利用者に与える騒

音や振動を最小限にすること。 

・災害時は避難者を収容するスペースとして使用するため、居住

性も考慮すること。 

キッズルーム（スペ

ース） 
適宜 

・主に幼児等が、自由に体を動かし、スポーツや

運動を楽しむことができるスペースを確保す

る。 

・災害時には、幼児を持つ避難者の一時的な託児

スペースとして活用する。 

・明るく楽しい空間とし、床や壁の仕上げ材、遊具の選定には、

安全性と衛生環境の確保に配慮すること。 

・遮音及び吸音に配慮し、他の諸室の利用者への影響を最小限に

すること。 

・保護者が見守りするためのスペースや親子で休憩できるスペー

スを確保すること。 
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・多目的ルームや他の室と一体となる配置や安全性の観点から利

用者の目の届きやすい場所にスペースとして設ける提案も可

能とすること。 

・災害時には、幼児を持つ避難者の一時的な託児スペースとして

活用できるよう配慮すること。 

研修・会議室 適宜 

・競技団体等が監督者会議や役員、審判控え室と

して使用し、自主研修や自主運営による各種教

室等でも利用できる施設とする。 

・地域住民も利用できる開放された施設とする。 

・多目的な利用を想定した音響設備、映像環境、

鏡、プロジェクター、スクリーン等を設置する

こと。具体的な大きさや設置数は事業者が提案

する。 

・多目的ルームと一体として機能することも提案

できるものとする。 

・災害時は、避難者を収容するスペースとして使

用する。 

・可動壁等により、施設規模を調整できる施設する。その場合は

維持管理や利用者が簡便に利用できる仕様とすること。 

・災害時は避難者を収容する避難スペースとして使用するため、

居住性も考慮すること。 

観覧席 適宜 

・来場者が快適に観戦することができる観覧席を

設ける。 

・メインフロアで実施される各種競技等の応援が

可能な観覧席とする。 

・災害時は、避難者を収容するスペースとして利

用することにも配慮する。 

・観覧席は、各諸室の規模検討の中で、最大限確保できるよう整

備すること。 

・座席の仕様は事業者が提案すること。 

・車いす利用者及び介護者用の観覧席（スペース）を利用しやす

く観覧しやすい位置に設置すること。 

・観覧席数に応じた避難経路を確保すること。 

・観覧席内に安全性と視認性を考慮した柵・手摺等を設置し、転

倒、転落防止に十分配慮すること。 

・災害時は避難者を収容する避難施設としても有効的に使用でき

る配慮をすること。 

共
有
エ
リ
ア 

ロッカー・シャワー

室 
適宜 

・更衣室は、男女別の一般用ロッカールームを設

置する。 

・ロッカールームには、シャワールームを併設す

る。 

・メインフロアやトレーニングルームの規模や位置関係を考慮

し、適正な規模、数を整備すること。 

・障がい者等の利用に配慮した作りとすること。 

・床は滑りにくい仕上げにするとともに、衛生面及び快適性に配

慮すること。 

トイレ 適宜 

・ユニバーサルデザインに配慮し、障がいの有無

に関わらず、利用できる施設とすること。 

・特定の障がいを持つ利用者にも配慮できる多目

的トイレを配置すること。 

・利用者数に応じたトイレ・洗面設備を設置すること。 

・トイレを設置する階には多目的トイレも設置すること。 

・キッズルーム近くのトイレには、男女ともに小児用便器やおむ

つ交換台等を設置すること。 

授乳室 適宜 ・乳児、幼児の授乳室（スペース）を設置する。 

・キッズルームとの位置関係に配慮すること。 

・安全性、維持管理性、衛生面、プライバシー性を考慮すること。 

・キッズルームと一体化するなどの提案も可能とすること。 

・隣接する場所に給湯機能を設けることも検討すること。 

・災害時には、幼児を持つ避難者の一時的な託児スペースとして

活用できるよう配慮すること。 

事務・管理室 適宜 

・施設運営全般の事務業務を行う室とする。 

・施設利用者や選手の健康管理面のため、医務室

や健康相談室としての機能を兼ねる室とする。 

・施設管理運営者が自身の業務のために行う簡卖

な打合せなどを行うスペースを含む。 

・維持管理、運営をするために必要な面積と機能を確保すること。 

・施設の維持管理及び運営のため、各諸室にアクセスしやすい位

置に配置すること。 

・受付窓口など利用者から見えやすいように配慮すること。 

・管理室から館内の様子を確認できる仕様とすること。 

・施設の集中管理が行えるよう、必要な設備、機能を有している

こと。 

・館内放送のできる設備を設置すること。 

エントランスロビー 適宜 

・開放感のあるオープンスペースを確保する。 

・簡易な展示イベントなどに対応できるスペース

を確保する。 

・利用者の談話や休憩など利用できるスペースを

確保する。 

・カウンター形式の受付を管理事務室に近い位置に設置するこ

と。 

・風除室を設置すること。 

・施設掲示板を設置すること。利用者の利便性、視認性を高める

ことを考慮し必要に応じてデジタルサイネージ等を検討する

こと。 

・利用者の下足箱を設置すること。 

管
理
エ
リ
ア 

機械室・電気室 適宜 

・平常時の電源設備、空調、給排水設備等維持管

理を効率よく行うことが出来るスペースを確

保する。 

・電算設備等情報端末を管理する区画においては

適切な温度管理が出来る環境を確保する。 

・面積、有効高さ、荷重は、必要な機器等に応じて適切に設定す

ること。 

・酸素欠乏や有毒ガス等が充満しないよう適切な給排気・換気計

画を行い、維持管理業務に危険がないよう対策を講じること。 

・利用者や他室への防音、防振に配慮すること。 

・電算設備等適切な温度管理が必要となる区画には必要な対策を

講じること。 

・非常用電源設備をはじめ、施設の卖独稼働を補完するための設

備を整備すること。 

・災害発生時にライフラインが停止し、電源喪失等の支障をきた

さないよう自立稼働が可能な位置に配置すること。 
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浄化装置機械室 
50㎡ 

以上 

・平常時、放射線防護設備を格納しておくために

必要なスペースを確保する。 

・保守点検、設備更新、燃料補給等が容易に行え

る出入口を確保する。 

・エアシェルター、照明器具、電工ドラムを収納する30㎡程度の

空間を確保すること。 

・空気浄化ユニットの設置スペースを20㎡程度確保すること。機

械室への設置が望ましい。 

・メインフロアにエアシェルター展開するため効率的に展開でき

る配置とすること。 

・必要な設備の調達は市が別途発注する放射線防護設備設置工事

で行う。面積、有効高さ、耐荷重、ダクト設置開口部等は、市

が手配する設備メーカーと協議のうえ決定すること。 

・電気配線等の配管、配線スペースは、後施工が可能なよう確保

すること。 

・酸素欠乏や有毒ガス等が充満しないよう適切な給排気・換気計

画をし、維持管理業務で危険が生じないようにすること。 

・利用者スペースと隣接する場合には不快感を与えないよう防

音、防振対策を施すこと。 

・非常用電源設備をはじめ、災害時に施設の卖独稼働を可能とす

る設備を整備すること。 

・災害発生時にライフラインが停止し、電源喪失等の支障をきた

さないよう自立稼働が可能な位置に配置すること。 

器具庫 適宜 
・各種競技用器具、備品などを収納する室を確保

する。 

・メインフロアに隣接して配置すること。 

・競技用備品等が収納可能な面積を確保する。持込用具の一時保

管や将来的な収納量の増大にも対応できる面積とすること。 

・長期にわたる重量物の保管を考慮した耐荷重や耐用年数を担保

できるものを選定すること。 

・器具・備品の利用者が利用しやすい動線に配慮すること。 

防災備蓄倉庫 適宜 

・大規模災害時には、避難所として使用するため、

最低でも250人分の食料、生活必需品等を7日間

分備蓄することを考慮したスペースを確保す

る。 

・食料に関わらず、災害時に必要な資機材を保管

するスペースを確保する。 

・温度管理が必要な資機材及び薬剤の保管を配慮

し、空調機能を有した備蓄スペースの確保す

る。 

・長期にわたる重量物の保管を考慮した耐荷重や耐用年数を担保

できるものを選定すること。 

・備蓄品を効率よく出し入れできるよう棚を設けるなど考慮する

こと。 

・備蓄品が非常時に利用できるよう良好な保管環境を整えるこ

と。 

・出入口は、物資の搬出入に支障のない開口部を確保すること。 

以上合計延べ面積 5,000㎡以上とする。建築面積は3,380㎡以内とする。 

屋
外
エ
リ
ア 

外構 敷地全体 

・駐車場・駐輪場については最大限確保できるよ

う検討する。 

・障がい者用の駐車スペースについて、関係法令

を遵守し、必要な台数を確保する。 

・利用者がスムーズに本施設へアプローチ出来

る。 

・大型バス等にて乗降ができるスペースを確保す

る。 

・夜間でも安心して場内を移動できる。 

・駐車場としてだけでなく、多目的な用途に使用

可能な外構とする。 

・本敷地内には別途市が建設する（仮称）相良放射線防護施設が

併設される。 

・土地利用の調整池については対面側の防災広場に設置される。 

・上記施設と本施設の両方が供用されるため、両施設の相互利用

など共存を検討すること。 

・本施設周辺には「牧之原市相良総合センターい～ら」、「牧之

原市相良Ｂ＆Ｇ海洋センター」などを含めた相良地区防災拠点

として機能させる。 

・敷地内において、（仮称）相良放射線防護施設と本施設の利便

性を確保した一体的な外構計画を検討すること。 

・必要となる電気設備、給排水設備等の配線、配管等については

双方に不都合が生じないよう適切な設置計画を検討すること。

計画に当たって、市は必要な協力を行うものとする。 

・乗降場所、荷下ろし等が出来るスペースを確保すること。 

・人と車両の動線を可能な限り分離すること。 

・緑化計画に基づき、維持管理のしやすい植栽を選定すること。 

・照度計算を行い、夜間でも安心して場内を移動できる照明設備

の設置を検討すること。また、時間帯に応じて部分的な点灯や

調光が可能な照明とすること。 

・平常時、災害時問わず、敷地内へのスムーズなアプローチが出

来るよう検討すること。 

・場内の路盤、舗装構成等について、交通量や車種を考慮し、耐

久性のある環境を整備すること。 

・多目的な利用を想定し、輻射熱等にも配慮した環境整備を検討

すること。 

・効率的な排水計画を検討すること。 

・来場者の大多数は車で訪れることを考慮し、回遊性、利便性に

配慮した駐車場レイアウトとし、人と車両の動線を可能な限り

分離した安全な動線計画とすること。 

・メインエントランスについてはバスの乗降を想定したスペー

ス、待機車両スペース等を考慮し計画すること。 

現在造成中の建設敷地（平地部分）のうち、体育館用途敷地は約8,300㎡、(仮称)相良放射線防護施設の用途敷地を約2,400㎡とし、進入路敷地については約850

㎡としている。正確な求積等の資料については、造成の進捗状況に応じて最新のものを提供する。  
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別表２（設備要求水準表） 

区分 設備 要求水準 

電
気
設
備 

受変電設備 

・本施設へ高圧電源を引き込むため、受変電設備を設置すること。 

・設置場所については維持管理のしやすく、利用者に危険が及ばない場所に設置すること。 

・塩害対策を講じること。 

電灯コンセント設備 

・非常照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。 

・可能な限りLED照明を全面的に採用すること。 

・省エネに配慮し、初期照度補正機能・明るさセンサー（制御コントローラー付）とすること。  

・照明器具等は汎用品を使用し、取替がしやすいよう工夫すること。  

・各室の設計照度は、JIS等の基準に準拠して決定すること。  

・外灯は、自動点滅及び時間点灯が可能な方式とし、運用の仕方により容易に点灯方法を変更できるものとすること。 

・各室の利便性に応じた回路構成とし、照明設備の点灯点滅方式は維持管理・運営業務に配慮したものとすること。 

・各室のコンセント数は、建築設備設計基準に準拠して決定すること。 

・多様な使い方をはじめ、清掃・保守管理及び電源が必要な什器備品の設置に十分配慮したものとすること。 

・将来の改修工事を見据え、配管及びケーブルラック等の予備スペースを適宜見込むこと。 

誘導支援設備 

・ユニバーサルデザインの趣旨に基づいて、障がい者等のための誘導支援システムを設置し、利用者が施設内を円滑に利用で

きるようにすること。  

・難聴者、視覚障がいのある方などを支援する装置を設置すること。方式及び設置範囲は事業者の提案によるものとする。 

電話設備 

・事務・管理室に外線電話を設置すること。 

・電話回線の配線方法及びモジュラージャック等についてはレイアウト変更等を行う際に容易に変更できるような配置方法や

敷設方法とするなどの配慮をすること。 

・事務・管理室以外にも必要に応じ配線、モジュラージャック等の設置を行うこと。 

・携帯電話については、全キャリア、全機種が施設内で十分受信可能な状況となるようアンテナの設置等を適宜行うこと。 

テレビ受信設備 

・共同アンテナ受信方式とし、各室直列ユニットまでの配管配線を行うこと。 

・情報通信設備・施設利用者にフリーWi-Fi・インターネット環境を開放するため、無線LANアクセスポイントを設けること。  

・事務室及び管理運営者が使用するエリアについては、有線LANを設置し、安定したインターネット環境を有すること。 

インターホン設備 ・多目的トイレ等に非常呼出設備を設け、事務・管理室へ通報できるものとすること。 

防犯設備 ・建物出入口は、常時出入りの監視を行うことができる設備を備える。その他、防犯設備、監視設備等を適切に設置すること。 

火災報知器 ・関連法令に基づき設置すること。 

自家発電設備 
・災害時の避難施設として自家発電装置を設置する。施設の限定機能維持のための重要負荷に対する電源を７２時間以上確保

すること。 （事務・管理室の照明、電話主装置、防災無線、Wi-Fi、LAN、テレビ等の電源、諸室の一部機能） 

放送設備 
・関連法令及び施設内案内用に非常放送兼用の放送設備を設置すること。また、BGM放送についても考慮すること。  

・主要機器は、管理事務室に設置する計画とすること。 

動力設備 ・空調・給排水動力等への電源供給を行うこと。 

警備用監視カメラ設備 
・監視カメラ設備を、各出入口、玄関ホール、外構の主要部分をはじめ、管理運営上必要な場所に適宜設置し、録画機能を備

えた監視モニターを事務・管理室に設置すること。設置計画、及び器材選定、運用方法については事業者の提案による。 

中央監視設備 

・事務・管理室にて設備管理、防犯対策等を集中管理する為に必要な設備を整備すること。 

・監視状況を目視でモニタリングするためのモニターを設置すること。 

・設備の選定は維持管理を行う場合に誰でも操作でき、アラート情報等が一目でわかるなど、視認性、操作性が高いものとす

ること。 

時計設備 
・本施設の利用者が視認できる位置へ時計設備を適切な場所、適切な数量設置すること。 

・維持管理のしやすい設備を選定し、個別端末か集中管理ができる仕様とするかは提案によること。 

自動ドア 
・利用者の利便性向上、また感染症対策としても非接触型の施設入口及び諸室出入口などとして、自動ドアの設置を積極的に

検討すること。 

機
械
設
備 

空調設備 

・各室の用途に応じ、最適な空調システムとすること。 

・玄関ホール、ロビー、プレイルームなどスペース等の大空間は、人の居る空間が快適な環境となるよう、それぞれの室特性

に応じた空調システムとすること。 

・メインフロアを含めた大空間についてはエネルギー効率や消費電力などを最小限にし、ランニングコストの低減を図るため、

大型ファン等を併せて設置するなど循環気流などを利用した空調の効率化を併せて検討すること。 

・気流による不快感を与えないよう配慮した吹出し口配置とすること。 

・室内の使用状況を想定し、パターン運転や個別に冷暖切替・温度調整ができる空調システムとすること。 

・利用者が触れる場所や、ボール等の接触などが予想される場所については必要な防護対策を講じるものとすること。 

排煙設備 
・建築基準法に基づく排煙設備について、自然排煙、機械排煙の選定をライフサイクルコストに配慮しながら適切に検討し配

置すること。 

ガス設備 

・本市は都市ガスが導入されていないため、プロパンガスによるガス供給を基本としている。機械設備導入検討の際、災害時

などの非常用電源の確保の観点からもガス設備の導入を検討し、他の省エネルギーとの効果的な組み合わせにより、ランニ

ングコストを低減しつつ、必要なエネルギーを必要な時に確保できるよう提案すること。 

換気設備 
・各室には24時間換気対応の換気設備を設置し、その他の諸室についても必要に応じて換気設備を設置すること。 

・感染症対策として、短時間に施設内の空気を循環させるための方式についても検討を行うこと。 

熱源設備 
・冷房熱源、暖房熱源、給湯用熱源のシステムについては、施設運営を考慮してエネルギー・燃料の種別を含め、事業者の提

案によるものとする。なお、提案にあたっては比較検討資料を提示すること。 

給・排水設備 

・給水設備・給水系統及び配管材料は、ライフサイクルコストの低減への配慮を踏まえ、事業者の提案によるものとする。な

お、接続については、水道事業管理者等と協議すること。  

・設備は衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とすること。 

・給水負荷変動を考慮した計画とすること。 

・受水槽を設置する場合は、感震器連動の緊急遮断弁及び給水栓を設けること。 

・雑用水利用について、トイレの洗浄水等の利用などのため、雤水利用設備を導入検討すること。 
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・排水系統及び配管材料は、ライフサイクルコストの低減への配慮を踏まえ、事業者の提案によるものとする。 

・下水処理に関しては合併浄化槽とすること。 

・トイレ、給湯室、その他必要各室に給湯するため、事業者の提案による方式にて給湯設備を設置する。なお、主要な配管材

料について提案すること。  

衛生器具設備 

・便器は洋式便器を設置し、温水洗浄便座を適宜設置すること。 

・高齢者、障がい者、幼児にも使いやすい器具を採用し、節水型の衛生器具・水栓を使用すること。 

・飲用用の水洗を除く衛生器具については雤水利用を検討し、可能な限り省エネルギー化、ランニングコストの低減に努める

こと。 

・小便器は電源式の個別感知洗浄方式とすること。 

・洗面所・手洗い等の水栓は電源式の自動水栓・自動水石鹸とすること。 

・トイレには擬音装置を設置すること。 

・トイレの洗面台・小便器には、傘・杖掛けを設置すること。 

昇降機設備 
・施設の維持管理や障がいの有無によらず、利用者が円滑に施設を移動するために必要な昇降機設備を設置すること。 

・仕様についてはユニバーサルデザインやバリアフリーに対応した仕様とすること。 

消防用設備 ・消防法や条例など各種法規に準拠した消火設備を設けること。 

 


