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第１ 総則 

１ 本書の位置づけ等 

本書は、神戸市役所本庁舎２号館再整備事業（以下「本事業」という。）において神戸市（以

下「市」という。）が本事業を実施する事業者に対して要求する施設整備等に関する要求水準

及び入札参加者が事業者提案を行う際の提案の要件（提案の方向性）となる事項を示すもの

である。 

なお、本書は、市が本事業を実施する事業者を選定するための入札説明書とあわせて交付

する。 

次に本書に係る基本事項を示す。 

（１）要求水準は、施設整備等に関する最低水準を規定するものであるから、これを下回る

ような事業者提案は失格となり、事業を進める中で適合しない状態となれば、契約解

除等の対象となり得る。 

（２）事業者は、要求水準に適合するだけでなく、これと同等以上の水準を確保した施設整

備等に関する事業者提案を行うものとする。なお、入札時に決定していない具体的な

手法や工法、仕様、機器などについては、要求水準及び事業者提案に適合するよう、

事業開始後、適切な時期に事業者が市に提案し、協議によって決定するものとする。 

（３）本書において具体的に仕様等を規定しているものは、見積条件を揃えるために示して

いるものであり、本書及び事業者提案と同等以上の性能等を有することを条件に、事

業開始後、適切な時期に事業者が市に提案し、協議によって変更することを可とする。

この他、市の意向により要求水準又は事業者提案に係る変更が発生する場合は、事業

者との協議により決定することとする。 

（４）本書において使用する用語の定義は【別添１】「用語の定義」に定めるところによる。 

（５）別添資料は、本書の内容を具体的に示した設定条件に関する資料であり、本書の一部

として扱うものとする。また、参考資料は、本書の内容に関連する資料であり、それ

らを踏まえて提案するものとるする。 

（６）本事業における事業者提案の提案対象・業務実施対象・入札価格対象の区分は、入札

説明書、本書「第２ １（１）」、【別添２】「事業区分表」、資料３「施設整備費等の算

定及び支払方法」及び資料５「提出書類作成要領・提出書類及び様式一覧・様式集」を

参照すること。 

（７）本書において、面積等の定量的な水準のうち、「約」と表現しているものは、当該数値

の±10％以内に収めるものとする。 

（８）本書に定めのない事項又は解釈に係る疑義が生じた場合、市と事業者との協議により

定めるものとする。 

 

２ 適用法令及び適用基準 

本事業の実施に当たっては、各業務に関連する関係法令、条例、規則、要綱、その他各種

基準、指針、解説版、ガイドラインなどで【参考１】「適用法令及び適用基準等リスト」に掲

載しているものについては遵守すること。 

また、以下の参考資料等を踏まえ、本事業の目的をより高い水準で実現できる計画を提案

すること。 
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・【参考２】「神戸市役所本庁舎２号館再整備基本計画（改定版）」 

・【参考３】「アフターコロナ社会を見据えた新庁舎等のあり方について」 

・【参考４】「神戸市都市計画マスタープラン」 

・【参考５】「地域別構想“三宮～ウォーターフロント都心地区編”」 

・【参考６】「「港都 神戸」グランドデザイン」 

・【参考７】「神戸の都心の未来の姿〔将来ビジョン〕」 

・【参考８】「三宮周辺地区の『再整備基本構想』」 

・【参考９】「神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画」 

・【参考10】「神戸市都市景観形成基本計画」 

・【参考11】「三宮周辺地域都市再生安全確保計画」 

・【参考12】「神戸市地球温暖化防止実行計画」 

・【参考13】「神戸市バリアフリー基本構想」 

その他についても、事業者の責任において調査し、適用されるものを遵守すること。また、

本書において特記している各種基準等は遵守すること。関係法令等は、原則として各規定に

より適用される時点のもの又は最新のものを適用すること。ただし、本書に特記している場

合は、記載に従って適用すること。また、関係法令等に基づく関係機関との協議結果、指導

に従って本事業を実施すること。 

なお、原則として、使用材料及び機器類は、全てそれぞれの用途に適合する欠陥のない製

品で、国際標準化機構（ISO）、日本産業規格（JIS）、日本電気工業会（JEM）、日本水道協会

（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日本塗料工事規格(JPMS)、日本農林規格（JAS）

等の規格が定められているものはこれらの規格品を使用すること。 

 

３ モニタリング 

事業者は、本事業の経営管理の状況、各業務の実施状況（以下「実施状況」という。）並び

に要求水準及び事業提案（以下「要求水準等」という。）を達成していること及び達成しない

おそれが無いことについて、自らが確認及び管理（以下「セルフモニタリング」という。）す

るとともに、市に報告すること。また、要求水準等を達成していない場合又は達成しないお

それがある場合は、事業者自らが本事業の各業務を実施する企業に対して改善要求を行い、

要求水準等を満たすようにすること。セルフモニタリングに際して、市に報告する書類、図

面等や報告時期等の詳細については、本書「第２ ３」から「第２ ５」による。 

市は、事業者による確認結果等を基に要求水準等の内容を満たしているかどうか実施状況

の確認（以下「市による点検・確認」という。）を行う。市による点検・確認は、市が別途委

託する者の助言・支援等により補完するものとする。 

市は、実施状況を確認した結果、事業者の責めに帰す事由により、実施状況が要求水準等

を達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧

告、支払の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。 

なお、市による点検・確認及び改善要求措置の方法の詳細については、資料２「モニタリ

ング要領」による。 
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第２ 経営管理、業務に関する要件 

１ 事業者の経営管理に関する事項 

（１）基本方針 

本事業は、行政機能の施設整備並びに民間機能（本書「第３ ３（１）」参照）及び全

体共用部（本書「第３ ３（１）」参照）の施設整備及び維持管理・運営など包括的な事

業である。このため、事業者は、本事業の経営について適切に管理して事業の安定性を

維持するとともに、各業務を効率的かつ効果的に実施できる体制を構築し、総合的に管

理すること。また、本事業の目的を自らの目的でもあると認識し、関連する事業を含め

円滑に進め、効率的かつ効果的に本事業の目的を達成できるよう、主体的に事業全体の

調整及び管理を行うこと。 

なお、本事業で実施する各業務の概要は以下のとおりである。 

・事業者の組織体制、業務全体の統括・調整体制等の構築 

・経営等に係る報告 

・全体共用部の設計業務、工事監理業務、建設業務 

・庁舎機能（本書「第３ ３（１）」参照）の設計業務※１、工事監理業務、建設業務 

・市民利用空間（本書「第３ ３（１）」参照）の設計業務※２、内装等調整業務、工事

監理業務※３、建設業務※３ 

・民間機能の設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理・運営業務 

・解体対象施設（本書「第８ １」参照）の解体撤去に係る設計業務、工事監理業務、

建設業務 

・各業務のセルフモニタリング 

・市による点検・確認や検査等への対応 

※１ オフィスレイアウト等検討業務、移転準備計画作成業務を含む 

※２ 内装・建具・サイン・専有設備等に係るものを含む 

※３ 内装・建具・サイン・専有設備等に係るものを除く 

 

（２）事業者の組織体制等に関する事項 

事業者は、本事業の遂行を目的とした特別目的会社（以下「SPC」という。）を設立する

場合、事業期間を通じて、責任ある事業遂行を図ることができるよう、次に掲げる事項

を満たすこと。なお、SPCを設立しない場合、①～⑩については、責任ある事業遂行を図

ることができる組織体制等とする上で代替可能な方策を提案すること。 

① 「会社法（平成17年７月26日法律第86号）」（以下「会社法」という。）に基づく株

式会社として設立していること。  

② 定款において、本事業の実施のみを事業者の目的とすることを規定していること。  

③ 定款において、監査役を置くことを規定していること。  

④ 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。  

⑤ 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。 

⑥ すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。  

⑦ すべての株主が、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業

期間が終了するまで株式を保有していること。  

⑧ すべての株主が、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原
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則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。  

⑨ 構成員である株主が、事業者の株主総会における全議決権の２分の１を超える議

決権を保有していること。 

⑩ 代表企業が、すべての株主の中で最大の保有割合となる議決権を保有しているこ

と。 

 

（３）事業の実施体制に関する事項 

事業期間を通じて、次に掲げる事項を満たし、効率的かつ効果的に各業務を実施し、

適正かつ確実に事業を遂行できる実施体制が確保されていること。 

① 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。 

② 各業務に業務責任者（詳細は、本書「第２ ２」から「第２ ５」、「第６」を参

照）が配置され、実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が

図られていること。 

③ 各業務の効率的かつ効果的な実施を管理する体制及び方法が明確になっており、

適切に機能していること。 

 

（４）事業者による事業の調整に関する事項 

事業者は、統括責任者を中心に、各業務を統括し、適正かつ確実に事業を実施できる

よう、次に掲げる事項を行うこと。 

① 事業者は、本事業の目的及び内容を十分に理解し、下記の②から⑦までの事項を

適切に行うことができる統括責任者を配置すること。なお、統括責任者は、各業

務における業務責任者を兼任することはできないものとする。 

② 各業務を実施する企業の業務実施計画、業務実施内容及び要求水準並びに事業者

提案の達成状況を、定常的かつ適切に把握・管理し、適切かつ確実な事業遂行を

図ること。 

③ 各業務を実施する企業の提案・意見を徴集・調整することにより、施設整備から

維持管理・運営までの業務を包括的に行う利点を活かした、効率的かつ効果的な

事業実施を図ること。 

④ 業務を実施する企業間の意見調整を適切に行い、常に業務を実施する企業間の責

任を明確化し、また、事業者としての統一的な方針のもとに事業を遂行すること。 

⑤ 統括責任者は、市との連絡窓口となり、緻密な連絡調整を行うとともに、市・事

業者間の協議を開催し、協議の円滑な進行・調整を図ること。 

⑥ 各種協議のスケジュールや提出物の管理等を行うこと。 

⑦ その他事業の必要な調整と管理に必要な事項を実施すること。 

 

（５）本事業の財務に関する事項 

事業期間を通じて、次に掲げる事項を満たし、健全な財務状況が維持されていること。 

① 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、

適切に機能していること。 

② 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。 

③ 収支の将来見通しが明確になっており、不測の事態等が生じた場合でも資金の不

足が発生しないこと。 
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（６）本事業の経営等に係る報告に関する事項 

事業者は、SPCを設立する場合、次に掲げるとおり、事業者の経営等に係る書類を提出

すること。提出時期は事業契約締結後としているものについては事業契約締結の日から

５開庁日まで、それ以外は特に定めのない限り、該当事象の発生した日又は市の請求が

あった日から翌月５開庁日までとする。なお、SPCを設立しない場合、①、②、⑤、⑥、

⑦については、本事業の経営状況等を確認する上で代替可能な提出書類を提案すること。 

① 定款の写し 

事業者は、自らの定款の写しを、事業契約締結後及び定款に変更があった場合に市に

提出すること。 

② 株主名簿の写し 

事業者は、会社法第121条に基づく自らの株主名簿（以下「株主名簿」という。）の写し

を、事業契約締結後及び株主名簿に記載又は記録されている事項に変更があった場合に

市に提出すること。 

③ 実施体制図 

事業者は、本事業に係る実施体制図を、事業契約締結後及び本事業に係る実施体制に

変更があった場合に市に提出すること。 

④ 事業者が締結する契約又は覚書等 

１）契約又は覚書等の一覧 

事業者は、本事業に関連して、市以外の者を相手方として締結し、又は締結する

予定の契約又は覚書等の一覧（事業者又は各業務を実施する企業が締結する保険の

一覧を含む。）を、事業契約締結後及び上記一覧に変更があった場合に市に提出する

こと。 

２）契約又は覚書等の写し 

事業者は、本事業に関連して、市以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結

しようとする場合（事業者又は各業務を実施する企業が保険契約を締結する場合を

含む。）には、当該契約又は覚書等の締結日の10開庁日前までに（契約締結後に当該

契約書類又は覚書等の内容を変更する場合はその変更日の10開庁日前までに）、当該

契約書類又は覚書等の素案を市に提出すること。ただし、契約の内容により、本事

業の経営に及ぼす影響が少ないものとして市が承諾した場合は、提出を省略するこ

とができる。 

事業者は、本事業に関連して、市以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結

する場合（事業者又は各業務を実施する企業が保険契約を締結する場合を含む。）に

は、当該契約締結後及び当該契約書類又は覚書等の内容変更後に、当該契約書類又

は覚書等の写しを市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に及ぼ

す影響が少ないものとして市が承諾した場合は、提出を省略することができる。 

⑤ 株主総会の資料及び議事録 

事業者は、自らの株主総会（臨時株主総会を含む。）の開催後１ヶ月以内に、当該株主

総会に提出又は提供をされた資料及び当該株主総会の議事録又は議事要旨の写しを市に

提出すること。 
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⑥ 取締役会の資料及び議事録 

事業者は、取締役会を設置している場合は、取締役会の開催後１ヶ月以内に、当該取

締役会に提出又は提供をされた資料及び当該取締役会の議事録又は議事要旨の写しを市

に提出すること。 

⑦ 計算書類等 

事業者は、毎会計年度終了後３ヶ月以内に、次に掲げる計算書類等を市に提出するこ

と。なお、事業者の決算期は毎年３月31日とする。 

・当該定時株主総会に係る会計年度における監査済みの会社法第435条第２項に基づ

く計算書類及びその附属明細書並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事

業収支計画の対応関係の説明資料 

・上記に係る監査報告書の写し 

・当該会計年度におけるキャッシュ・フロー計算書その他市が合理的に要求する書類 

⑧ 事業収支計画 

事業者は、事業費の改定等により事業収支計画の変更が必要となった場合は、事業費

の改定等の内容の確定後に事業収支計画を市に提出すること。 

 

２ 業務に関する共通事項 

（１）基本方針 

・事業者は、要求水準及び事業者提案を基に設計業務、工事監理業務及び建設業務を

適切に行うこと。特に施設の品質確保を確実にするために、品質確保プロセスを適

切に計画し実行し管理すること。 

・事業者は、事業者提案に基づいて各業務を実施する企業の業務分担を具体的に定め、

各業務を実施する企業が行う業務について統括管理を行うこと。なお、事業者のう

ち設計企業・工事監理企業・建設企業は、それぞれ法令による設計者・工事監理者・

工事施工者となる。 

・事業者は、各業務を実施する企業の業務管理を行い、業務間での必要な業務の漏れ、

不整合その他の事業実施上の障害が発生しないよう必要な調整を行うこと。また、

事業者は、各業務を実施する企業が分担するコスト管理、要求水準の確認及び事業

者提案の確認などの管理を行うこと。 

・事業者は、各業務を行うに当たり、関係部署、公共団体、近隣住民などからの要請

や意見に対して可能な限り対応すること。 

・本書「第２」における各規定の適用範囲は、特記のない限り民間機能以外の部分と

するが、施設全体で共通するものは民間機能を含めて適用することとする。 

 

（２）共通業務 

① 工程表の作成 

事業者は、事業契約締結後速やかに総合工程表（設計、建設）を市に提出し、確認を受

けること。総合工程表を基に設計企業が作成する全体設計工程表（着手から施設引渡し）

や、建設企業が作成する全体施工工程表などの検証及び統括・取りまとめを行うこと。

総合工程表は、建設企業等と調整のうえ必要に応じて随時更新すること。 
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② 体制表の作成 

事業者は、事業契約締結後速やかに体制表を市に提出し、確認を受けること。体制表

には各技術者及びその役割について記載すること。次の１)から４)に代表的な技術者の

役割を示す。なお、４)の配置の有無については事業者の任意とする。 

１）現場代理人 

現場代理人は、建設企業（共同企業体の場合はその代表者）と３ヶ月以上の直接

的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 

また、現場代理人は、より良い施設の具現化に向け、事業者提案やコスト管理な

どについて取りまとめを行うこと。 

２）管理技術者 

管理技術者は、設計業務全体を統括し、建築、構造、各設備設計の調整を行うと

ともに、設計業務、工事監理業務及び建設業務の取りまとめを行うこと。 

また、施工段階においては工事監理業務のうち「設計意図伝達等の業務」を行う

こと。 

３）監理技術者 

監理技術者は、建設業務全体の取りまとめ及び建設業務を行うこと。 

なお、監理技術者は専任とすること。 

４）デザイン等の監修者 

監修者は、都心三宮デザイン調整会議や神戸市都市景観条例に基づく景観アドバ

イザー専門部会などからの意見及び【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子

案）」に基づき、設計への反映を行うなど、よりデザイン性の高い施設の具現化に向

け、多様な意見の調整等を行うこと。 

なお、監修者は設計者とは別の者とし、設計者が所属する企業には所属していな

いこと。 

③ コスト管理 

１）コスト管理の考え方 

・事業者は、事業契約締結から引渡しまで、要求水準の明確な変更が無い限り、

事業者提案の内容を守りながら、契約金額を上限としたコスト管理を実施する

こと。なお、賃金又は物価の変動などにより工事価格の増減が予測される場合

は、契約金額を上限としたコスト管理を行うための提案を行い、市と協議する

こと。 

２）設計期間中のコスト管理 

・事業者は、基本設計図書の作成が完了するまでに、基本設計に基づく工事費概

算書を市に提出し、確認を受けること。 

・事業者は、実施設計完了時（工事着手前）に、実施設計図書に基づいて契約金

額に対する工事費内訳書・数量調書を作成し、行政機能又は全体共用部の工事

着手までに市に提出し、確認を受けること。 

・事業者は、工事費内訳書・数量調書作成に先立ち、単価表を作成して市に提出

し、確認を受けること。 
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３）施工期間中のコスト管理 

・事業者は、工事費内訳書に基づき、施工期間中におけるコスト管理を行うこと。 

④ 要求水準の確認 

１）要求水準の確保のための事業者による管理に関する基本的な考え方 

事業者は、要求水準を満たすため、基本的に次の項目を２)に示す要求水準確認計

画書に基づいて確認し、行政機能及び全体共用部にかかる設計業務及び建設業務の

管理を行うこと。 

・基本設計完了時における基本設計図書及び計算書などの確認 

・実施設計完了時における実施設計図書及び計算書などの確認 

・各部位の工事着手前における施工計画書及び品質管理計画書の確認 

・各部位の施工完了時における施工の確認 

・全体の施工完了時における施工の確認 

・契約不適合点検における施工の確認 

２）要求水準確認計画書の作成 

・事業者は、事業契約締結後速やかに、前記１)を踏まえ要求水準確認計画書を作

成し、市に提出し、確認を受けること。 

・要求水準確認計画書には、個別の確認項目ごとに、要求水準の確認の方法と確

認の時期、確認をする者、その他必要な事項を記載すること。 

・要求水準確認計画書には、要求水準の確認結果を報告する様式として、要求水

準で定めた各項目を一覧化したチェックリストを含む要求水準確認書の雛形を

添付すること。 

・要求水準確認計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、

基本設計完了時、実施設計完了時、その他必要な時期に適宜変更及び見直しを

行うこと。 

３）要求水準の確認 

・事業者は要求水準確認計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、要求

水準確認書を用いて要求水準を満たしている事の確認を行った後に、市に提出

し、確認を受けること。 

４）基本設計図書及び実施設計図書の修正 

・市は、事業者から提出された基本設計図書及び実施設計図書の内容が要求水準

又は市と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断

した場合には、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めること

ができる。 

・事業者は、基本設計図書及び実施設計図書の内容が要求水準又は市と事業者と

の協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、市

に不一致の報告を行ったうえで、自らの責任及び費用負担により速やかに基本

設計図書及び実施設計図書の修正を行い、修正点について市に提出し確認を受

けること。設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。 
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⑤ 事業者提案の確認 

１）事業者提案の実現のための事業者による管理に関する基本的な考え方 

事業者は、事業者提案の内容を実現するため、基本的に次の項目を２)に示す事業

者提案実施計画書に基づいて確認し、行政機能及び全体共用部にかかる設計業務及

び建設業務の管理を行うこと。 

・基本設計完了時における基本設計図書及び計算書などの確認 

・実施設計完了時における実施設計図書及び計算書などの確認 

・各部位の工事着手前における施工計画書及び品質管理計画書の確認 

・各部位の施工完了時における施工の確認 

・全体の施工完了時における施工の確認 

・契約不適合点検における施工の確認 

２）事業者提案実施計画書の作成 

・事業者は、事業契約締結後速やかに、前記１)を踏まえ、市と協議のうえ、事業

者提案実施計画書を作成し、市に提出し、確認を受けること。 

・事業者提案実施計画書には、入札時の具体的評価項目ごとに、事業者提案の確

認の方法と確認の時期、確認をする者、その他必要な事項を記載すること。 

・事業者提案実施計画書には、事業者提案で提案した各項目を一覧化したチェッ

クリストを添付すること。 

・事業者提案実施計画書は、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、

基本設計完了時、実施設計完了時、その他必要な時期に市に提出し、確認を受

けること。 

３）事業者提案の確認 

・事業者は、事業者提案実施計画書に基づき、設計及び施工の各段階において、

事業者提案確認書をもって事業者提案の設計及び施工への反映状況の確認を行

い、市に提出し、確認を受けること。 

４）基本設計図書及び実施設計図書の修正 

・市は、事業者から提出された基本設計図書及び実施設計図書の内容が事業者提

案又は市と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判

断した場合には、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めるこ

とができる。 

・事業者は、基本設計図書及び実施設計図書の内容が事業者提案又は市と事業者

との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、

市に不一致の報告を行ったうえで、自らの責任及び費用負担により速やかに基

本設計図書及び実施設計図書の修正を行い、修正点について市に提出し確認を

受けること。設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。 

⑥ 打合せ及び記録と報告 

・事業者は、市及びその他関係機関と協議及び打合せを行ったときは、その内容につ

いて、その都度書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認のうえ提出すること。 

・市及び事業者は、指示、通知、報告、提出、承諾、回答及び協議（以下「指示等」と

いう。）を、書面で行わなければならない。この場合、特段、書式に定めを必要とし
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ない場合には、打合せ記録簿により行うものとする。なお、やむを得ない事情によ

り、口頭で行った指示等は７日以内に書面により交付するものとする。その書式は、

打合せ記録簿により行うことを原則とする。 

・事業者が市に提出する書類で様式及び提出部数が定められていない場合は、市の指

示によるものとする。 

・事業者は、業務の方針、条件等に疑義が生じた場合は、市と書面により協議しなけ

ればならない。この場合、市は速やかに協議に応じるものとする。打合せ内容は、

打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 

・事業者は、設計時及び施工時における各種定例会議・分科会等の実施について提案

すること。 

 

（３）資料等の作成 

① パンフレット等の作成 

１）パンフレットの作成 

・事業者は、本施設の紹介パンフレットの電子データを作成すること。 

２）行政機能建設記録の作成 

・事業者は、工事中の記録（記録誌、説明資料、ナレーション付きのビデオなど）

を作成し、電子データで提出すること。 

② 維持管理に必要な資料の作成 

・事業者は、行政機能及び全体共用部にかかる以下の資料を作成し、市に提出し、確

認を受けること。 

〇長期修繕計画（計画期間は、事業者が提案する70年程度の供用期間とすること） 

〇エネルギー使用量（供用開始後２か年分の予測） 

〇積載荷重一覧表 

〇あらかじめの検討によるレイアウト変更制限に係る資料（「建築基準法施行令（昭

和25年11月16日政令第338号）」（以下「建築基準法施行令」という。）第129条の２

に基づく全館避難安全検証法にて国土交通大臣の認定を受けた場合） 

〇その他必要なもの 

③ 固定資産管理用資料等の作成 

・事業者は、固定資産台帳へ登録するための管理用資料及び施設の所有権の保存登記

を行う場合に必要となる資料の作成に協力すること。 

 

（４）調査 

① 電波障害状況 

・事業者は、設計時に電波障害机上検討を行うとともに、「建造物によるテレビ受信障

害調査要領（一般社団法人日本CATV技術協会）」等を参考に、工事着手前、施工中、

工事完了後に電波障害状況を把握するための実測調査を実施し、報告書を市に提出

すること。なお、本事業によりテレビ電波障害が発生した場合、その措置、必要な

対策及び費用については事業者の負担において行うこと。 
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② その他調査 

・その他、事業者が設計、建設に当たって必要な調査を実施する場合は、調査着手前

に調査計画書を作成し、市に提出し、確認を受けること。 

 

（５）近隣及び市民への説明 

・工事着手に先立ち、近隣との調整及び調査などを十分に行い、工事の円滑な進行と

近隣の理解及び安全を確保すること。 

・事業者は、工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努めること。 

・本事業における建設業務によって近隣におよぼす諸影響を検討し、必要な調査を実

施し、問題が発生しないように適切な処置を行うこと。 

・騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、地盤沈下、交通渋滞その他、工事が近隣の生活

環境に与える影響を考慮し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。

また、工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。 

・隣接する建物や、道路、公共施設などに損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、

破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行うこと。 

・工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した

苦情その他については、事業者を窓口として、工程に支障をきたさないように処理

を行うこと。 

・工事により周辺地域に水枯れなどの被害が発生しないよう留意するとともに、万一

発生した場合には、事業者の責任において対応を行うこと。 

・法令に基づいて市が行う市民に対する説明及び市が自主的に行う近隣に対する事業

の説明については、市が実施する。事業者はこれに協力すること。 

・事業者は、近隣などに対しての工事説明を行うこと。事業者が工事説明を行う場合

は、市に事前に資料を提出すること。また、説明終了後に説明内容について報告す

ること。 

・近隣への対応について、事業者は市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を

報告すること。 

 

（６）その他共通事項 

① 電子データのセキュリティ確保 

・事業者は、電子メール、打合せ資料及び電子データによる提出物など、電子データ

を市に提出する際には、あらかじめウイルスその他のセキュリティ対策されたもの

を提出すること。 

② 情報セキュリティ確保 

・事業期間中に、業務に関する資料や設計図書などの書類を紛失、あるいは誤送信、

盗難にあった場合は、市に直ちに報告するとともに、情報の保全と回収を行い、漏

えいした情報に伴う損害が発生した場合は、事業者の責において賠償すること。 

③ 守秘義務及び個人情報の保護 

・事業者は、業務の実施に当たって、関連する法令等に基づき、個人情報を保護しな

ければならない。 

・事業者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
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・事業者は、個人情報を取り扱う業務を行う場合は、その取扱いについて「神戸市個

人情報保護条例（平成９年10月９日条例第40号）」、「神戸市個人情報保護条例施行規

則（平成10年３月19日規則第80号）」及び「神戸市情報セキュリティポリシー」を遵

守すること。 

④ 引渡し前における設計成果物の使用 

・市は、引渡し前においても設計成果物の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用す

ることができる。なお、事業者は、市より設計成果物の使用に関する承諾願書が提

出された場合には、特段の理由がある場合を除き、承諾するものとする。 

・市は、引渡し前に設計成果物を使用する場合には、善良な管理者の注意をもって使

用しなければならない。 

・市は、引渡し前に設計成果物を使用し、事業者に損害をおよぼしたときは、必要な

費用を負担しなければならない。 

⑤ 安全等の確保 

・事業者は、本事業の実施に際しては、業務従事者及び納入業者等（以下「関係者」と

いう。）だけでなく、施設を利用する者、近隣住民、通行者、通行車両などの第三者

の安全確保に努めなければならない。 

・事業者は、本事業の実施に当たり事故が発生しないよう、関係者に安全教育の徹底

を図り、指導、監督に努めなければならない。 

⑥ 関係機関への手続 

・事業者は、市が行う関係機関への手続に協力しなければならない。 

・事業者は、業務を実施するための関係機関に対する手続などを適切な時期に行うと

ともに、その内容を書面により市に報告しなければならない。 

・事業者が関係機関から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を市に報告し協議する

ものとする。 

⑦ 市が行う検査への協力 

・市が行う点検・確認とは別に、完成検査、出来高を確認するために行う出来高検査

などの市が行う検査に対しては、資料の提供、現場立会等の協力を積極的に行い真

摯に対応すること。 

 

３ 設計業務に関する事項 

（１）設計業務の範囲 

・設計業務の範囲は、全体共用部、庁舎機能、市民利用空間の設計業務、旧２号館地

下躯体などの解体撤去設計業務とする。 

・事業者は、本書等に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、市と協議を行うこ

と。 

・事業者は、事業者が有効と考える特殊な工法、材料、製品などを採用しようとする

場合は、あらかじめ市と協議を行うこと。 

・適用基準等で市販されているものについては、事業者の負担において備えること。 
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（２）設計業務計画書の作成 

・事業者は、設計業務着手前に、全体設計工程表（着手から設計成果物引渡しまで）、

体制、設計条件、毎月の設計進捗状況の報告方法（出来高表など）を含む必要事項

を記載した設計業務計画書を市に提出し、確認を受けること。 

・事業者は、設計業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、そ

の都度市に変更業務計画書を提出すること。 

・事業者は、市が指示した事項については、更に詳細な業務計画に係る資料を提出す

ること。 

 

（３）設計業務の進め方 

① 設計業務全般の共通事項 

・事業者は、要求水準及び事業者提案を基に設計期間中に仕様を確定すること。 

・事業者は、基本設計及び実施設計の方針について、市と協議を行ったうえで基本設

計及び実施設計方針を策定し、市に提出し、確認を受けること。 

・解体撤去設計業務については本書「第８」による。 

・事業者は、事業者提案の内容に関する具体的な検討を行い、基本設計図書及び実施

設計図書に反映し、市の確認を受けること。 

・事業者は、打合せに当たって、具体的なコンセプト案、スタディー模型、内観・外観

パース等、可視化した分かりやすい資料を、基本設計及び実施設計の成果品等提出

時の他、都心三宮デザイン調整会議その他必要に応じて適時提出すること。 

・事業者は、設計及び建設期間中に、庁舎機能内の家具・什器類、サイン及びパーテ

ーション等の選定・配置等に関する検討業務等（オフィスレイアウト等検討業務及

び移転準備計画作成業務）及び市民利用空間内装等調整業務を行い、成果品を市に

提出すること。 

・事業者は、建設業務に先立ち資機材を発注する場合は、発注しようとする資機材の

内容について、原則として発注する７日前までに市に提出すること。 

・設計業務の成果品については、【別添３】「成果品等リスト」によること。 

・事業者は、翌月の５日までに設計進捗状況が確認できる資料（出来高表等）を作成

し、市に提出し、確認を受けること。 

② 工程表の作成 

事業者は、次の設計業務に関する工程表を適切な時期に市に提出し、確認を受けるこ

と。なお、施工に関する工程と調整を行い、設計業務に関する工程に反映すること。 

・許認可工程表 

・基本設計工程表 

・実施設計工程表 など 

③ 各種資料の作成・提出 

１）基本設計図書の作成 

・基本設計図書の内容は原則として【別添３】「成果品等リスト」によるものとし、

基本設計完了後すみやかに市に提出すること。 
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２）実施設計図書の作成 

・実施設計図書の内容は原則として【別添３】「成果品等リスト」によるものとし、

実施設計完了後すみやかに市に提出すること。 

３）各種説明資料の作成 

・事業者は、市が行う説明等に必要な資料を作成すること。 

・市との打合せ等に当たっては、分かりやすい資料を作成し、適時提出すること。 

 

（４）基本設計業務に係る要件 

① 設計条件等の整理 

・事業者は、要求水準書及び事業者提案に基づく設計条件等を、市と協議のうえ整理

すること。 

・庁舎機能の平面形状、規模等の決定に当たっては、本書「第２ ３（６）」の「オフ

ィスレイアウト等検討業務」において検討した執務空間計画に基づいて行うこと。 

・市民利用空間の内装、建具、サイン、専有設備等の決定に当たっては、本書「第２ 

３（８）」の「市民利用空間内装等調整業務」において市と調整した内容に基づいて

行うこと。 

② 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

・事業者は、基本設計に必要な範囲で、計画に関する法令及び条例上の条件を調査し、

市に報告すること。 

・事業者は、基本設計に必要な範囲で、建築確認等の手続に必要な事項について関係

機関と事前に打合せを行い、市に報告すること。 

③ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

・事業者は、基本設計に必要な範囲で、建設予定地における上下水道、ガス、電力、通

信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行い、市に報告す

ること。 

④ 基本設計方針の策定 

・事業者は、事業者提案の検証を通じて、建築、構造、電気設備及び機械設備の基本

設計方針（基本設計をまとめていく考え方）を総合的に検討し、必要に応じて関係

機関との調整も行うこと。 

・事業者は、総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、市に提出し、確認を

受けること。 

⑤ 基本設計図書の作成 

・事業者は、基本設計方針に基づいて業務を進め、基本設計を完了させる際には、市

と協議のうえ、基本設計図書を作成すること。 

⑥ 概算工事費の検討 

・事業者は、基本設計に基づく行政機能及び全体共用部の工事費概算書を作成するこ

と。 

⑦ 基本設計内容の確認 

・事業者は、実施設計着手に先立ち、基本設計図書、要求水準確認書、事業者提案確
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認書及び工事費概算書を提出し、設計意図、基本設計内容を説明し、市の確認を受

けること。 

 

（５）実施設計業務に係る要件 

① 設計条件の確認 

・事業者は、実施設計に先立ち、又は実施設計期間中、必要に応じて設計条件を再確

認すること。 

・事業者は、基本設計以降の状況の変化によって、条件に変更が生じる場合又は既に

設定した条件を変更する必要がある場合においては、市と協議すること。 

② 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

・事業者は、法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調

査を行い、市に報告すること。 

・事業者は、建築確認を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行

い、市に報告すること。 

③ 実施設計方針の策定 

・事業者は、基本設計図書に基づき、建築、構造、電気設備及び機械設備の実施設計

方針について総合的に検討すること。 

・事業者は、基本設計段階以降に検討した事項のうち、市と協議して合意に達してお

く必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要がある

ものを整理し、実施設計のための条件を確定すること。 

・事業者は、総合的な検討の結果及び確定された実施設計のための条件を踏まえ、実

施設計方針を策定し、市に提出し、確認を受けること。 

④ 実施設計図書の作成 

・事業者は、実施設計方針に基づき、市と協議のうえ、技術的な検討などを行い、実

施設計図書を作成すること。なお、実施設計図書の作成においては、市と協議を行

い事業者が施工すべき対象及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器

などの種別、品質及び品質管理方法などを具体的に記載すること。 

・事業者は、関係機関との事前の打合せなどを踏まえ、実施設計に基づき、建築確認

等に必要な図書を作成すること。 

⑤ 工事費内訳書の作成 

・事業者は、行政機能及び全体共用部について実施設計図書に基づき工事費内訳書・

数量調書・単価表を作成し、工事着手までに市に提出し、確認を受けること。 

⑥ 実施設計内容の確認 

・工事着手に先立ち、実施設計図書、要求水準確認書、事業者提案確認書及び工事費

内訳書・数量調書・単価表を提出し、設計意図、実施設計内容を説明し、市の確認を

受けること。 

 

（６）オフィスレイアウト等検討業務に係る要件 

・事業者は、庁舎機能内の家具・什器類、サイン及びパーテーション等の選定・配置

等に関する検討業務（オフィスレイアウト等検討業務）を行うこと。 
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・オフィスレイアウト等検討業務の対象範囲は、庁舎機能のうち、一般執務室、会議

室、低層部諸室等の職員が日常的に執務をする執務室等（本書「第４ ３（１）の

表」を参照）とする。 

・事業者は、オフィスレイアウト等検討業務の遂行にあたり、市と協議のうえ進める

こと。 

・オフィスレイアウト等検討業務の担当者は、設計担当者及び移転準備計画作成業務

担当者の他、関連する業務担当者と随時協議、調整を行い、業務を遂行すること。 

・基本設計段階および実施設計段階において、オフィスレイアウト（デスク、書棚、

ロッカー、打合せスペース、更衣室、OAコーナー等）を具体的に検討し、収容人数の

シミュレーション等を行いながら、執務空間計画について市と協議のうえ決定し、

庁舎機能の平面形状・規模等の決定に反映すること。 

・庁舎機能の供用開始前まで、年度ごとの組織改正等に応じたオフィスレイアウトの

見直しを適宜実施し、最終的には移転準備計画（詳細）策定時に確定するものとす

る。 

① レイアウト及び家具・什器類に関する調査 

・現状のレイアウト調査及び会議室利用状況調査や文書量調査は、市が別途実施の上、

結果を共有するものとする。 

・新しい働き方やアフターコロナ社会を見据えた庁舎機能等のあり方をはじめオフィ

ス環境整備に関する最新情報等について適宜調査を行い、必要に応じて、現状のオ

フィス調査や職員へのヒアリング等を行うこと。 

・PCや複合機など電源が必要となる機器について現地調査、ヒアリングを行うこと。 

・本書「第４ 10（15）」に記載されている、有線ネットワークＡ（基幹系、福祉基幹

系）、有線ネットワークＣ（各プリンタ、出退勤システム）、有線ネットワークＤ（そ

の他独自システム）や本書「第４ 10（16）」に記載されている固定電話、FAXについ

ても現地調査、ヒアリング等を行うこと。 

② レイアウトの作成 

・上記調査結果や移転準備計画等の他、関連する業務内容とも整合性のあるオフィス

レイアウトを作成すること。 

・新しいオフィスの考え方（ICT技術の高度化やDXの進展への対応、アクティビティベ

ースドワーキング（ABW）の視点の導入、偶発的なコミュニケーションの創出等）を

具現化したオフィスレイアウトとすること。 

・執務室面積の効率的利用とゆとりある空間の確保を実現するため、家具・什器類の

選定・配置、内装の設え、色彩などのインテリアデザインについての創意工夫を十

分に発揮すること。 

・大空間での騒音対策・音環境について、必要な設備等の検討・検証を行うこと。 

・作成するオフィスレイアウトには、PCや複合機など、電源が必要となる機器も明示

すること。また、本書「第４ 10（15）」に記載されている、有線ネットワークＡ（基

幹系、福祉基幹系）、有線ネットワークＣ（各プリンタ、出退勤システム）、有線ネッ

トワークＤ（その他独自システム）や本書「第４ 10（16）」に記載されている固定

電話、FAXについても同様に配置を明示すること。 

・本書「第４ 10（15）」に記載されている、有線ネットワークＡ（基幹系、福祉基幹

系）、有線ネットワークＣ（各プリンタ、出退勤システム）、有線ネットワークＤ（そ
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の他独自システム）については、各システムに必要となる配線を示した系統図、平

面図を作成すること。 

③ 家具・什器備品調達支援 

・上記レイアウト調査の結果や作成したオフィスレイアウトを踏まえ、家具・什器類

に関する転用・廃棄・購入計画等を策定すること。 

・家具・什器類を別途発注するための積算資料及び仕様書等を作成すること。 

・上記、転用・廃棄・購入計画書、積算資料及び仕様書等は、庁舎機能の供用開始前ま

で、継続的に更新すること。 

④ 提出書類・成果品 

１）着手時 

・業務計画書 

２）業務中 

・打合せ記録簿 

・関連業務担当者との協議記録 

・基本設計時レイアウトプラン及びレイアウト後のイメージパース 

・実施設計時レイアウトプラン及びレイアウト後のイメージパース 

・各システムに必要となる配線を示した系統図、平面図 

・家具・什器類転用・廃棄・購入計画書 

・家具・什器類積算資料及び発注仕様書 

３）完了時 

・完了報告書 

 

（７）移転準備計画作成業務に係る要件 

・事業者は、工事期間中に約２回（概略及び詳細）、既存庁舎からの家具・什器類の現

況調査及び移転、並びに、庁舎機能内への家具・什器類の移転及び配置等に関する

検討（移転準備計画作成業務）を行うこと。 

・事業者は、移転準備計画作成業務の遂行にあたり、市と協議のうえ進めること。 

・移転準備計画作成業務の担当者は、設計担当者及びオフィスレイアウト等検討業務

担当者の他、関連する業務担当者と随時協議、調整を行い、業務を遂行すること。 

① 移転準備計画の作成 

・オフィスレイアウト等検討業務の他、関連する業務内容とも整合性のある移転準備

計画を作成すること。 

・移転に係る搬出入計画書（スケジュール、搬出入ルート等）を作成すること。 

・移転業務（引越し業務）を別途発注するための積算資料及び仕様書等を作成するこ

と。 

② 提出書類・成果品 

１）着手時 

・業務計画書 
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２）業務中 

・打合せ記録簿 

・関連業務担当者との協議記録 

・搬出入計画書（スケジュール、搬出入ルート等） 

・移転業務積算資料及び発注仕様書 

３）完了時 

・完了報告書 

 

（８）市民利用空間内装等調整業務に係る要件 

・事業者は、市が別途検討する運営計画等に応じて円滑に施設整備を行うための調整

業務に係る実施体制と業務遂行方法等を提案し、実施すること。 

・市民利用空間内装等調整業務の対象範囲は、市民利用空間内部及び屋内外の周辺空

間との境界部分とする。 

・事業者は、市民利用空間内装等調整業務の遂行にあたり、市や設計業務担当者、建

設業務担当者、市が別途公募する運営事業者等の関係者と十分に連絡・協議・報告

しながら進めること。 

・設計業務の段階では、市が別途検討する運営計画等に対応した内装、建具、サイン、

専有設備等となるよう設計内容へ円滑に反映し、当該内装等の施工を市が別途発注

するために必要な調整・支援を行うこと。 

・建設業務の段階では、施設全体の施工計画、当該内装等の施工時期、施設全体の供

用開始時期等のスケジュールや取り合い部分の施工に係る役割分担やリスク分担な

どに関する調整を行うこと。 

① 提出書類・成果物 

１）着手時 

・業務計画書 

２）業務中 

・打合せ記録簿 

・関連業務担当者との協議記録 

・内装、建具、サイン、専有設備等に係る工事発注の支援資料 

・施工スケジュールや役割・リスク分担資料 

３）完了時 

・完了報告書 

 

（９）その他業務に係る要件 

① 申請手続等 

・事業者は、「都市計画法（昭和43年６月15日法律第100号）」第29条に基づく開発許可

申請、「建築基準法（昭和25年５月24日法律第201号）」（以下「建築基準法」という。）

第６条に基づく建築確認申請、「神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和

に関する条例（平成18年３月30日条例第54号）」に基づく届出、その他行政機能及び

全体共用部の整備に関して法令・条例等により定められた許認可等の申請手続を、
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主体的に行うこと。各種申請手数料は本事業に含むものとし、変更があった場合も

同様とする。また、事業者は、市が行う申請手続に必要な資料などの作成を行うこ

と。 

・事業者は、庁舎機能に係る部分について、「建築物の省エネ性能表示のガイドライン

（建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針、平成28年国土交通省告示第489

号）」に基づく、「BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）」などの第三者認証を取

得するために必要な書類を作成すること。 

② 設計変更業務 

・事業者は、設計変更が必要となった場合には、市と協議し、変更に伴う資料作成等

の業務を行うこと。 

③ 土壌の汚染が判明した場合の汚染土壌の処理 

・本事業敷地に係る土壌汚染等の状況は、【別添４】「地歴調査報告書」を参照するこ

と。土壌の汚染が判明した場合の対応の検討に当たっては、以下の方法により進め

ることとするが、具体的には、別途市と協議のうえ決定する。 

ア 事業者は、汚染土壌の処理計画書を策定し、市に提出し、確認を受けること。

策定に当たっては、必要に応じて市の関連部署等と協議を行うこと。 

イ 処理計画書には、区域の場所、汚染の種類ごとに汚染土壌の量が把握できるよ

う分けて明示すること。 

ウ 汚染土壌の掘削等については、区域以外の土壌に混入することのないよう、適

切な施工方法、施工手順を検討し、汚染土壌の飛散又は流出を防止するために

必要な措置等も検討すること。 

エ 汚染土壌の処理については、全体工程への影響に十分配慮し、汚染土壌処理施

設への搬出又はその他の処理方法の選択など、適切な処理方法を検討すること。 

④ 設計意図伝達等の業務 

設計段階において設計業務を行った者が、次に示す設計意図伝達等の業務を行うこと。 

１）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

・施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明などを建設

企業等に対して行うこと。また、設計意図が正確に反映されていることを確認

する必要がある場合は施工図などの確認を行うこと。 

２）工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

・施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器など及びそれら

の色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な

報告などを市に対して行うこと。 

 

４ 工事監理業務に関する事項 

（１）工事監理業務の範囲 

・工事監理業務の範囲は、全体共用部、庁舎機能及び市民利用空間の建設並びに解体

撤去工事の工事監理業務とする。 

・事業者は、要求水準書等に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、市と協議す
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るものとする。 

・工事監理業務は常駐監理者（建築）を１名以上配置し、各工種を総括して監理する

こと。 

・事業者は、建築基準法及び「建築士法（昭和25年５月24日法律第202号）」（以下「建

築士法」という。）による工事監理者となるものを選任するものとする。 

 

（２）工事監理業務計画書の作成 

・事業者は、工事監理業務着手前に、工事監理業務計画書を市に提出し、確認を受け

ること。 

・事業者は、工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、市と協議すること。 

 

（３）工事監理業務に係る要件 

① 一般監理業務 

一般監理業務については、設計段階において設計業務を行った者以外が行うこと。 

１）設計図書の内容の把握など 

・工事監理企業は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、

脱漏、不適切な納まりなどを発見した場合には、市に報告し、必要に応じて設

計担当者に確認すること。 

・工事監理企業は、建設企業等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計

図書に定められた品質（形状、寸法、仕上がり、機能、性能などを含む。）確保

の観点から技術的に検討し、必要に応じて設計担当者に確認のうえ、回答を建

設企業等に通知すること。 

２）設計図書に照らした施工図などの検討及び報告 

・工事監理企業は、設計図書の定めにより、建設企業等が作成し、提出する施工

図（現寸図・工作図などをいう。）、材料、製作見本、見本施工などが設計図書な

どの内容に適合しているかについて検討し、市に報告すること。 

・工事監理企業は、設計図書の定めにより、建設企業等が提案又は提出する工事

材料、設備機器など（当該工事材料、設備機器などに係る製造者及び専門工事

業者を含む。）及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検

討し、市に報告すること。 

３）施工と設計図書との照合及び確認 

・工事監理企業は、建設企業等の行う施工が設計図書の内容に適合しているかに

ついて、対象工事に応じた合理的方法により確認し、市に報告すること。あわ

せて、建築基準法及び建築士法による工事監理者として、必要な手続等を行う

こと。 

４）設計図書の内容に適合していることを確認できない場合の措置 

・工事監理企業は、施工や施工図などが設計図書の内容に適合していることを確

認できない場合、直ちに建設企業等に対してその旨を指摘するとともに、建設

企業等に対し修正を求めるべき事項等を検討し、市に報告すること。ただし、

建設企業等の行う施工が設計図書の内容に適合しない場合は、建設企業等に対
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し直ちに修正を指示し、その旨を市に報告すること。 

・建設企業等が必要な補修等を行った場合は、これを確認し、その内容を市に報

告すること。なお、設計図書のとおりに施工できない理由について、建設企業

等があらかじめ書面で報告した場合においては、工事監理企業は必要な事項を

検討し、建設企業等と協議すること。 

５）工事監理状況の報告 

・工事監理企業は、工事監理の状況を記録した工事監理業務報告書を、市に提出

し確認を受けること。工事監理業務報告書は、工事が設計図書に適合している

ことが確認できる内容とすること。 

・工事監理企業は、毎月の工事監理業務の進捗状況を翌月の５日までに、監理月

報により市に報告すること。 

・工事監理企業は、建設企業等が提出する施工報告書、工事月報の内容について、

その内容が適切であることを確認し、結果を市に報告すること。 

６）各施工段階における検査の方法 

各施工段階における検査については、次の確認方法とする。ただし、材料検査及

び製品検査は、原則として現場にて確認する。現場検査が困難な場合は、工場検査

又は書類検査による確認とする。 

・工事監理企業は、試験、目視、計測の各行為の現場立会いによる確認を行うこ

と。 

・工事監理企業は、建設企業等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面に

よる確認を行うこと。 

・工事監理企業は、工事に使用する材料及び製品の品質数量等について検査し、

不合格品については、遅滞なく場外に搬出させ、市に報告すること。 

 

（４）その他業務に係る要件 

① 工事の調整に関する業務 

工事監理企業は施工段階における工事区分に関する調整等を行うこと。 

② 完成図等の確認に関する業務 

工事監理企業は完成図等が現場と整合している事を確認すること。 

 

５ 建設業務に関する事項 

（１）建設業務の範囲 

・建設業務の範囲は、全体共用部、庁舎機能及び市民利用空間の建設並びに解体対象

施設の解体撤去業務とし、事業者は、要求水準等の内容に基づいて設計された設計

図書に基づく施工、及び解体対象施設の解体撤去工事を行うこと。ただし、市民利

用空間の内装・建具・サイン・専有設備等に係る工事を除く。 

・設備インフラの引き込みにおける工事費・負担金等は、共用で引き込むものは、市

と事業者がその費用を按分負担し、各専有として引き込むものは、各々の専有部分

に係る費用を負担する。 

・業務に必要な関係官公署その他関係機関への協議、報告、各種許認可、申請業務及
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び届出手続きは事業者が行うこと。また、内容などについて、市と協議、確認の上、

手続きを行うこと。 

・事業者は、要求水準書等に明示のない場合又は疑義を生じた場合には、市と協議す

ること。 

 

（２）施工計画書等の作成 

事業者は、総合施工計画書、各工種の施工計画書、品質管理計画書、工事月報、施工報

告書を作成すること。 

なお、施工計画書及び品質管理計画書は、原則として該当する工事着手の７日前まで

に、市に提出し、確認を受けること。 

 

（３）建設業務に係る要件 

① 工程表の作成 

建設企業は、次に示す建設業務に関する工程表を適切な時期に市に提出し、確認を受

けること。なお、設計に関する工程及び別途工事に関する工程と調整を行い、建設業務

に関する工程に反映すること。 

・全体施工工程表 

・月間工程表 

・週間工程表 

・工種別工程表 

・生産計画工程表 

（調達時期、総合図作成期間、主要製作図作成期間、市の確認期間）など 

② 各種図面の作成 

・建設企業は、総合図、製作図、施工図、完成図等を作成すること。 

③ 仮設計画図の作成 

・建設企業は、仮設計画図を作成すること。 

・工事中の仮囲い等について、できる限り景観上の配慮に取り組むこと。 

④ 工事状況の説明・報告 

・建設企業は、工事状況を、毎月、工事月報により市に報告する他、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。 

・市は、いつでも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。 

・建設企業は、工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び整備を十

分に行うこと。 

・建設企業は、「建設業法（昭和24年５月24日法律第100号）」（以下「建設業法」とい

う。）第24条の７に定める施工体制台帳に健康保険等の加入実態を確実に記載し、建

設企業が雇用する労働者の加入実態を明らかにすること。また、二次以下の下請業

者に対しては、再下請負通知書に健康保険等の加入実態を確実に記載させ、未加入

の場合は健康保険等へ加入するよう指導すること。 

⑤ 工事により発生する廃材・廃棄物・建設発生土等の処理 

・建設企業は、工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適
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切に処理、処分すること。 

・建設企業は、工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、

積極的に再利用を図ること。 

⑥ 外装モックアップの作成及び確認 

・建設企業は、外装デザインの検証を行うため、下地を含む原寸の外装モックアップ

を屋外に作成すること。なお、外装デザインの作成においては、市が立ち会って確

認するものとする。 

・行政機能及び全体共用部と民間機能の外壁仕上げ、サッシ、ガラス、パネル、シー

ル材等の比較ができるようにすること。サッシやガラス、パネルなどは、部分的に

交換しながら比較検討できるようにすること。 

・モックアップ作成に先立ち、各部分を７種～８種の見本を準備すること。 

・決定外装については、行政機能及び全体共用部の外装が施工されるまで、原則とし

て現場内に設置すること。 

⑦ 取扱説明会の開催 

・建設企業は、完成図等引渡しに先立ち取扱説明会を開催すること。 

⑧ 完成図等の作成 

・事業者は、完成図等を作成すること。 

・事業者は、完成図等とあわせて不可視部分の施工記録も提出し、確認を受けること。

提出方法は、電子納品の他、紙面を納品すること。 

・完成図等のうち完成写真については、デジタルデータを提出すること。 

 

（４）自主検査 

建設企業は、市による検査に先立ち自主検査を行うこと。 

 

（５）契約不適合点検 

契約不適合点検とは、要求水準及び事業者提案への適合状況の確認、発生している不

具合（予兆を含む）の原因確認、工事における瑕疵による不具合の有無及び是正、その

他の不具合に係る対応方法の提案を行うことをいう。市は、引渡し後６ヶ月、１年、２

年後に契約不適合点検（瑕疵担保検査）を行うため、事業者はこれに協力すること。当

該点検の結果を踏まえて、不具合があった場合は、対応方法の提案を行うこと。 

 

（６）不当要求防止対策協議会の組成 

建設企業は、暴力団等反社会勢力による不法・不当要求及び誹ぼう中傷等による健全

な工事進捗への妨害に対し、警察や市等の関係諸機関と連携を図り、関係者の安全安心

を確保し工事の健全かつ安全な進捗に尽力するために、不当要求防止対策協議会を組成

すること。 
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第３ 施設全体で共通する整備等に関する要求水準等 

１ 施設整備に関する基礎情報 

入札説明書に記載している基本事項等の他、次に示す施設整備に関する基礎情報及び本書

の全ての別添・参考資料を十分に把握して計画すること。この他、必要な情報がある場合は、

事業者において収集、作成すること。なお、計画に当たっては、【参考15】「学生ワークショ

ップ・市民向けシンポジウム結果報告」や【参考16】「都心・三宮の再整備及びエリアマネジ

メントの取組みについて」も参考にすること。 

 

（１）既存施設の概要 

既存施設等の概要について、下表の他、【別添５】「本事業敷地の位置図」、【別添６】

「建設予定地現況平面図」、【別添７】「建設予定地求積図」及び【参考17】「旧２号館解

体前の横断測量図」を参照のうえ、これら既存施設等の状況を踏まえて計画を行うこと。 

施設名 建築面積※１ 延べ面積※２ 備考 

本庁舎１号館 1,827.24㎡ 43,585.48㎡  

連絡ロビー・エネルギー施設 962.20 ㎡ 4,042.82㎡ 計画値 

旧２号館地下躯体 ― ― 解体撤去工事対象 

旧電気・機械室棟 687.88 ㎡ 1,987.81㎡ 解体撤去工事対象 

旧クーリングタワー ― 319.19㎡※３ 解体撤去工事対象 

三宮駐車場北入口 ― ― 解体撤去工事対象 

※１ 建築基準法第 53条第１項に基づく建築面積 

※２ 建築基準法第 52条第１項に基づく延べ面積 

※３ 築造面積 

 

（２）地盤状況 

本事業敷地に係る地盤の状況については、【別添８】「地盤調査報告書（抜粋）」を参照

すること。本事業において別途詳細な調査が必要な場合は、事業者の費用負担で適宜実

施すること。 

 

（３）アスベスト状況 

本事業の実施に係る解体対象施設等のアスベストの状況については、【別添９】「アス

ベスト調査報告書」を参照すること。本事業を実施する中で、解体対象施設等で新たに

アスベストの存在が判明した場合の対応は、別途市と協議のうえ決定する。 

 

（４）周辺インフラ状況 

本事業敷地に係るインフラの状況については、【別添10】「周辺インフラ状況（電力・

通信・上水道・下水道・ガス）」を参照すること。 

インフラに関して必要な情報は、各インフラ供給会社との協議、確認も含め、事業者

において収集、作成することとし、インフラの接続箇所は各インフラ供給事業者との協

議結果や事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。また、本事業の実施に支障の

ある外灯等の設備については、道路管理者及び電力供給事業者などとの協議の上、適宜

対応すること。 
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（５）既存の施設、設備、工作物、地中埋設物及び樹木等の状況 

本事業の実施に係る既存の施設、設備、工作物、地中埋設物及び樹木等の状況は、【別

添11】「１号館図面一式」、【別添12】「旧２号館図面一式」、【別添13】「旧電気・機械室棟

図面一式」、【別添14】「旧クーリングタワー図面一式」、【別添15】「三宮駐車場北入口ス

ロープ・排気塔・その他図面」、【別添16】「地中埋設物位置図」、【別添17】「連絡ロビー・

エネルギー施設建設他工事 設計図（建築・空気調和設備・電気設備）」、【別添27】「三宮

駐車場図面一式」、【別添31】「解体対象施設等配置図」及び【参考17】「旧２号館解体前

の横断測量図」を参照すること。ただし、工事着手時の現況と異なる場合は、現況を優

先すること。 

本事業の実施に伴い、本書「第８ 1」に示す解体対象施設、並びに、その他の既存の

施設、設備、工作物、地中埋設物及び樹木等を撤去する場合は、事前に市と協議を行う

こと。 

 

（６）土壌状況 

本事業敷地に係る土壌汚染等の状況は、【別添４】「地歴調査報告書」を参照すること。

土壌の汚染が判明した場合の対応は、別途市と協議のうえ決定する。 

 

（７）周辺道路 

税関線（フラワーロード）は、旧居留地・ウォーターフロントなど周辺のにぎわいス

ポットと「えき≈まち空間」をスムーズにつなぐ歩行者ネットワークを構築する「人と公

共交通が優先の道路空間」として再整備する予定である。 

また、東町線は、現在は２車線の一方通行であるが、三宮全体や税関線の交通体系の

再整備にあわせて歩行者優先の道路とし、歩道の幅員や機能の充実とともに車線数を減

少させる予定である。 

なお、周辺道路の整備予定については【別添18】「税関線他３路線道路再整備検討図」

及び【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子案）」を参照すること。 

 

２ 基本方針 

本事業により、三宮駅周辺からウォーターフロント、旧居留地等における回遊性を向上さ

せ、本庁舎として必要な機能を確保しながら、市民や来街者に向けて、神戸らしい魅力的な

文化や都市景観等を発信し、周辺のまちづくりの活性化を牽引することができるよう、シン

ボリックな空間を確保した本施設の整備・運営に関する計画を提案すること。 

 

３ 施設の構成と規模等 

（１）施設の構成 

本事業では、次の①～④に掲げる機能により構成される施設を整備すること。 

① 庁舎機能 

本庁舎として機能させる執務室や会議室、これらに付随する専有の諸室、設備機器な

どを、庁舎機能として整備すること。なお、建物完成後は市に引き渡される行政機能専
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有部とする。 

② 市民利用空間 

市民や来街者が集い、憩い、新たなコミュニティが生まれる公共空間として、民間機

能など隣接する機能や屋外との一体的な利用も想定した多様な使い方に対応できる、開

放的なひとまとまりの滞留空間と、これに付随する倉庫等を市民利用空間として整備す

ること。なお、建物完成後は市に引き渡される行政機能専有部とする。 

③ 民間機能 

都市的な景観と自然景観の双方が楽しめる立地特性を活かした集客機能（以下「にぎ

わい・集客機能」という。）やにぎわい創出に寄与する商業機能（以下「にぎわい・商業

機能」という。）などを、民間機能として整備すること。なお、にぎわい・商業機能及び

にぎわい・集客機能は、建物完成後は、事業者が所有する民間機能専有部とする。 

④ 全体共用部 

①～③に掲げる機能に係る部分以外の部分である建物の躯体や廊下・階段、設備機器、

自動二輪駐車場、自動車駐車場、自転車駐車場、外構、附属物などは、全体共用部とし

て整備すること。 

 

（２）施設規模等 

本施設の各機能の規模の目安として、下表のとおり想定している。 

機能等 規模 

庁舎機能 諸室・廊下・階段等 
15,000㎡以上 

市民利用空間 諸室・廊下・階段等 

民間機能 諸室・廊下・階段等 約28,000㎡ 

その他 

庁舎機能の機械室等 

約12,000㎡ 
市民利用空間の機械室等 

民間機能の機械室等 

全体共用部 

 

庁舎機能及び市民利用空間の諸室・廊下・階段等に係る床面積は、合計15,000㎡以上

の規模を確保すること。 

民間機能の諸室・廊下・階段等に係る床面積は、にぎわい・集客機能とにぎわい・商業

機能を合わせて約28,000㎡を想定しているが、本事業の目的を実現させるために必要な

規模を提案すること。なお、入札説明書「第２ ２（２）⑤」に該当する場合は、当該規

定を遵守すること。 

全体共用部及び機械室等に係る規模は、各機能の連携、災害時等の安全性、維持管理

の容易性を確保できるよう、効果的かつ効率的な構成と配置を計画するとともに、公民

連携により整備する複合施設として、不特定多数の人が利用する空間は、周辺のまちづ

くりの活性化を牽引できるような豊かな空間を確保すること。 
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（３）施設の運営時間 

行政機能及び関連する施設の運営時間の想定は下表のとおりとする。 

 施設名等 平日 土日祝 休館日※ 

行
政
部
分 

庁舎機能 エントランス 
8:15～18:00 ― 

土日祝、

12/29～1/3 

市民利用空間 未定 未定 未定 

関
連
施
設 

三宮駐車場地下通路 0:00～24:00 0:00～24:00  

連絡ロビー・エ

ネルギー施設 

守衛室前通路 8:15～18:00 ―  

上記以外 

8:00～22:30 

8:00～22:30 

（土） 

8:00～18:00 

（日・祝） 

 

本庁舎１号館 24階展望ロビー 8:15～22:00 10:00～22:00 12/29～1/3 

１階喫茶 8:15～18:00 10:00～18:00 12/29～1/3 

１階市民ロビー 8:15～18:00 10:00～18:00 12/29～1/3 

(仮称)新中央

区総合庁舎他

（以下「中央区

役所等」とい

う。） 

区役所 【予定】 

8:45～17:30 

（木曜除く） 

8:45～20:00 

（木） 

― 

【予定】 

土日祝、 

12/29～1/3 

※繁忙期休日開

庁あり 

文化施設（多目的ホ

ール・会議室等） 
【予定】 

9:00～21:00 

【予定】 

9:00～21:00

（土） 

9:00～17:00 

（日・祝） 

未定 

※設備点検による臨時的な閉館日を除く。 
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４ 施設全体で共通する整備等に関する要求水準 

以下に示す要求水準及び提案の要件については、施設全体で共通して適用するものとする。 

 

（１）配置計画 

・施設全体として、機能ごとのまとまりと機能間の連携の双方を考慮して計画するこ

と。 

・低層部には、エントランスや市民利用空間、にぎわい・商業機能を中心に配置する

こと。 

・低層部の屋内空間においては、外部等への開放性を確保するとともに、吹き抜け等

による上下のつながりなど空間どうしの連続性や相互の関係性を意識した計画とす

ること。また、空間デザインにおいても、低層部全体としての連続性を確保するこ

と。 

・税関線側の低層部は、歩道空間との一体性を確保した計画とするなど、施設内外で

相互ににぎわいが滲み出すよう計画すること。 

・本敷地は、三宮駅やウォーターフロント、旧居留地の回遊性を確保する結節点であ

ることや、市役所が立地するまでは東遊園地であった歴史的背景などを踏まえ、気

軽に立ち寄れるような公益性のある開かれた空間を、低層部を中心に計画すること。 

・高層部に配置する機能は、都市的な景観と自然景観の双方が楽しめる立地特性を生

かした計画とすること。 

・地下１階における機能の配置や空間、動線等の計画に当たっては、税関線の歩道の

地下空間を介して三宮駐車場地下通路へ施設のにぎわいが滲み出すとともに、吹き

抜け等により地上と地下のにぎわいの一体性や連続性を確保できるような計画とす

ること。あわせて、本書「第７」に基づいて提案する三宮駐車場地下通路のコンセ

プトの実現により、相乗効果を生み出せるよう連携が図られた計画とすること。 

・避難経路や防災設備（「消防法（昭和23年法律第186号）」（以下「消防法」という。）

等の関係法令に基づき設置される設備）は、災害時等における円滑な避難、救助活

動が行えるよう配置すること。 

 

（２）動線計画 

① 共通事項 

・動線は、次の区分とする。各機能における対応は、各機能の章を参照すること。な

お、歩行者等動線とは歩行者及び車いす利用者の動線、車両動線とは、自動車及び

自動二輪車、自転車等の動線とする。 

ア 自由動線  誰でも自由に利用可能な歩行者等動線 

イ 利用者動線  施設利用者や各機能の関係者が使う歩行者等動線 

ウ 関係者動線  各機能の関係者のみが使う歩行者等動線 

エ 特定動線  各機能の関係者のうち特定の者が使う歩行者等動線 

オ 利用者車両動線  施設利用者の車両動線 

カ 関係車両動線  各機能の関係者の車両動線 

キ 特殊動線  上記ア～カに含まれない動線 

・建物へアクセスする動線、施設内の動線は、本書「第３ １（６）」の周辺道路の状

況に示す今後の整備予定を踏まえた計画とすること。 
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・施設利用者が迷うことなく円滑に利用できる合理的な動線計画とすること。 

・施設内の動線は、施設を利用する誰もが安全・安心に使えるようユニバーサルデザ

インに配慮するとともに、行先に応じて明確に分け、当該動線の使い方に応じた空

間の広さや配置とするなど、利便性の高い構成となるよう計画すること。 

・各機能の運用・運営形態、想定される利用状況及び維持管理の区分に配慮し、各機

能の異なるセキュリティを確保できる動線計画とすること。 

② 建物へのアクセス 

１）歩行者・自転車 

・歩行者等の建物へのアクセスとして、全体共用部のエントランスを敷地北東側、

税関線側、東町線側、三宮駐車場地下通路との接続部分にそれぞれ確保するこ

と。 

・税関線と東町線、三宮駐車場地下通路を往来できるよう全体共用部のエントラ

ンスを結ぶ自由動線を確保するとともに、税関線と東町線の目線の抜けを確保

することなど、当該動線により市民利用空間やにぎわい・商業機能、屋外など

を機能的・空間的につなぐことで、施設内外へにぎわいが滲み出すよう計画す

ること。 

・庁舎機能へのアクセスは、全体共用部のエントランスとは別に、税関線側及び

東町線側、三宮駐車場地下通路との接続部分に専用のエントランスを確保する

こと。また、連絡ロビー・エネルギー施設を介して本庁舎１号館や４号館、中

央区役所等との円滑な連携を確保できるよう動線を確保すること。 

・市民利用空間へのアクセスは、メインエントランスからのアクセスルートのほ

か、税関線側からエントランス等を経由せず直接アクセスできるルートが設け

られるよう計画すること。 

・民間機能へのアクセスは、個別にエントランスを確保する又は全体共用部のエ

ントランスを介したアクセスを適宜計画すること。 

・この他、施設内外の移動を円滑にし、周辺エリアとの回遊性向上に資するよう、

必要に応じてエントランス、動線を確保すること。 

・自転車の駐輪場へのアクセスは、原則、東町線側のみに計画し、円滑な車両の

出入りや移動に配慮するとともに、歩車分離にも配慮した計画とすること。 

・市民や来街者が利用する動線と、施設関係者が利用するバックヤード動線は適

切に区分し、極力動線が交差しないように計画すること。 

２）自動車・自動二輪車 

・自動車や自動二輪の建物へのアクセス（駐車場等の出入口や車寄せ）は、原則、

東町線側のみに計画し、円滑な車両の出入りや移動に配慮するとともに、利用

者車両動線・関係車両動線ともに歩車分離に配慮した計画とすること。 

・関係車両動線のうち、搬出入に係るものは、地下レベルも含めて必要な規模、

適切な位置に荷捌き場、搬入スペース及びルートを確保すること。 

・切り下げや乗り入れについては、位置・個所数等を含め、周辺交通状況や歩行

者の安全性等を総合的に勘案し、また、所管警察や道路管理者との協議を見据

えて妥当性のある計画を行うこと。また、周辺道路と行政機能との関連性も考

慮し、デザインを調整すること。 
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・三宮駐車場を利用する車両が、本施設の地下を経由して入庫できるよう車路を

接続させること。なお、接続位置は、三宮駐車場の既存の地下２階入口の位置

を原則とする。 

③ 建物内の動線 

・全体共用部のエントランスのうち、敷地北東側又は税関線側に配置するもののいず

れかを、施設全体のメインエントランスとして計画すること。 

・メインエントランスには、施設全体のセンター機能として、施設内を機能的・空間

的につなぐことができるよう必要な規模のロビー空間を確保するとともに、当該ロ

ビーは開放感のある明快な空間構成とすること。 

・各機能からの避難動線を適切に確保すること。また、避難時には平常時の動線区分

によらず、誰もが避難可能な動線となるよう計画すること。 

 

（３）セキュリティ計画 

・各機能の運用・運営形態、利用状況及び管理区分に配慮し、各機能の動線を踏まえ

てセキュリティレベルを明確に区分すること。 

・セキュリティレベルの区分は次のとおりとする。各機能における対応は、各機能の

章を参照すること。 

自由エリア  誰でも自由にアクセス可能なエリア 

利用者エリア 施設利用者がアクセス可能なエリア 

関係者エリア 各機能の関係者のみアクセス可能なエリア 

特定エリア  各機能の関係者のうち特定の者のみアクセス可能なエリア 

 

（４）外観・景観計画 

① 機能配置に関する事項 

・低層部には、エントランスや市民利用空間、にぎわい・商業機能を中心に配置する

こと。（再掲） 

・低層部の屋内空間においては、外部等への開放性を確保するとともに、吹き抜け等

による上下のつながりなど空間どうしの連続性や相互の関係性を意識した計画とす

ること。また、空間デザインにおいても、低層部全体としての連続性を確保するこ

と。（再掲） 

・税関線側の低層部は、歩道空間との一体性を確保した計画とするなど、施設内外で

相互ににぎわいが滲み出すよう計画すること。（再掲） 

・本敷地は、三宮駅やウォーターフロント、旧居留地の回遊性を確保する結節点であ

ることや、市役所が立地するまでは東遊園地であった歴史的背景などを踏まえ、気

軽に立ち寄れるような公益性のある開かれた空間を、低層部を中心に計画すること。

（再掲） 

・高層部に配置する機能は、都市的な景観と自然景観の双方が楽しめる立地特性を生

かした計画とすること。（再掲） 

・地下１階における機能の配置や空間、動線等の計画に当たっては、税関線の歩道の

地下空間を介して三宮駐車場地下通路へ施設のにぎわいが滲み出すとともに、吹き

抜け等により地上と地下のにぎわいの一体性や連続性を確保できるような計画とす

ること。あわせて、本書「第７」に基づいて提案する三宮駐車場地下通路のコンセ
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プトの実現により、相乗効果を生み出せるよう連携が図られた計画とすること。（再

掲） 

・庁舎機能は、連絡ロビー・エネルギー施設を介して本庁舎１号館や４号館、中央区

役所等との円滑な連携を確保できるよう配置すること。 

・市民利用空間は、庁舎機能やにぎわい・商業機能など施設内だけでなく、税関線や

三宮駐車場地下通路、東遊園地など周辺の公共空間とのつながりを意識して、税関

線側の１階に配置すること。 

② 景観やデザインに関する事項 

・都心三宮における本施設の立地や役割から求められる外観デザインを読み解き、周

辺の景観と調和し、東側を顔とした良質なデザインで景観形成を牽引できる外観と

すること。また、低層部の開放感や透明感、中層部の表情の豊かさや連続性、高層

部の軽やかさや周辺との調和など各部分に求められるデザインに対応するだけでな

く、施設全体としてまとまりのある調和のとれたデザインとすること。 

・神戸国際会館前の交差点が、【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子案）」にお

いて、景観形成街角及び三宮クロススクエアと税関線をつなぐ重要な回遊の拠点（ノ

ード空間）として位置付けられていることなどを踏まえ、敷地北東側の低層部は街

角との一体感や空間の広がりを感じられるデザインとすること。また、東遊園地や

ウォーターフロント、旧居留地へのつながりを感じられる連続的なデザインとする

こと。 

・税関線側の低層部は、開放感や透明感のあるデザインとし、屋内外の一体利用を可

能とする設えとすること。 

・東町線側の低層部は、税関線側や敷地北東側とのデザインの連続性を確保しつつ、

できる限り、税関線側に対して表と裏を感じさせないデザインとすること。 

・中層部以上の外壁面については、閉鎖的で単調にならないようデザインすること。

特に、敷地北側及び東側については、税関線沿道の良質な景観形成に資するようデ

ザインすること。 

・高層部の外壁面は、都市空間の広がりを確保し、圧迫感を軽減するため、軽やかで

控えめなデザインにするとともに、中層部とのデザインの切り替えと調和、周辺の

高層建築物との調和が取れたものとすること。 

・本施設によって形成される景観を十分に活かすため、敷地南側は管理上必要最小限

の外構空間で本施設を配置するなど、隣接する連絡ロビー・エネルギー施設の存在

が希薄になるよう配置や形状をデザインすること。 

・敷地東側（税関線側）に外構空間を確保する場合は、税関線の歩道空間等との一体

感や維持管理の容易性を考慮した上で、施設低層部のにぎわいが税関線沿道や三宮

駐車場地下通路へ滲み出すよう一体性・連続性を確保した外構を計画すること。 

・敷地西側（東町線側）に外構空間を確保する場合は、歩行者等ができる限りフラッ

トに施設内へアクセスできるよう断面構成を計画するとともに、適宜オープンスペ

ースを確保するなど、歩行者や車両の交通安全性に配慮した計画とすること。 

・敷地北側に外構空間を確保する場合は、税関線沿道の外構との連続性を確保した計

画とすること。 

③ 敷地周辺にも関係する動線に関する事項 

・歩行者等の建物へのアクセスとして、全体共用部のエントランスを敷地北東側、税



32 

 

関線側、東町線側、三宮駐車場地下通路との接続部分にそれぞれ確保すること。（再

掲） 

・全体共用部のエントランスのうち、敷地北東側又は税関線側に配置するもののいず

れかを、施設全体のメインエントランスとして計画すること。（再掲） 

・メインエントランスには、施設全体のセンター機能として、施設内を機能的・空間

的につなぐことができるよう必要な規模のロビー空間を確保するとともに、当該ロ

ビーは開放感のある明快な空間構成とすること。（再掲） 

・税関線と東町線、三宮駐車場地下通路を往来できるよう全体共用部のエントランス

を結ぶ自由動線を確保するとともに、税関線と東町線の目線の抜けを確保すること

など、当該動線により市民利用空間やにぎわい・商業機能、屋外などを機能的・空

間的につなぐことで、施設内外へにぎわいが滲み出すよう計画すること。（再掲） 

・庁舎機能へのアクセスは、全体共用部のエントランスとは別に、税関線側及び東町

線側、三宮駐車場地下通路との接続部分に専用のエントランスを確保すること。ま

た、連絡ロビー・エネルギー施設を介して本庁舎１号館や４号館、中央区役所等と

の円滑な連携を確保できるよう動線を確保すること。（再掲） 

・市民利用空間へのアクセスは、メインエントランスからのアクセスルートのほか、

税関線側からエントランス等を経由せず直接アクセスできるルートが設けられるよ

う計画すること。（再掲） 

・民間機能へのアクセスは、個別にエントランスを確保する又は全体共用部のエント

ランスを介したアクセスを適宜計画すること。（再掲） 

・自動車等の車両の建物へのアクセス（駐車場等の出入口や車寄せ）は、原則、東町

線側のみに計画し、円滑な車両の出入りや移動に配慮するとともに、歩車分離に配

慮した計画とすること。（再掲） 

・この他、施設内外の移動を円滑にし、周辺エリアとの回遊性向上に資するよう、必

要に応じてエントランス、動線を確保すること。（再掲） 

④ 関係規制やガイドライン等に関する事項 

・【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子案）」、【参考18】「２号館再整備事業に

係る景観関係の計画・基準等」、【参考19】「本事業敷地及び市庁舎に関する変遷」及

び【参考20】「東遊園地再整備基本構想」等を踏まえた計画とすること。 

・事業者決定後、外観及び景観計画については、都心三宮の空間デザインを総合調整

するために設置している「都心三宮デザイン調整会議」及び「神戸市都市景観条例

（昭和53年10月10日条例第59号）」に基づく「景観アドバイザー部会」における協議

が必要であるため、計画早期の段階から協議を行い、有識者からの指摘にはできる

限り柔軟に対応するよう努めること。 

 

（５）仕上計画 

① 外装計画 

・外壁や開口部の仕様は、結露防止に配慮しつつ、本書「第３ ４（７）」の規定によ

る外皮性能を確保するために必要な仕様とすること。また、必要に応じて庇等を配

置することで効果的に日射を遮蔽すること。 

・外部出入口の建具は、結露防止対策に配慮し、結露水が室内に及ばないようにする

とともに、開閉機構及び開き勝手は室内への浸水に配慮した計画とすること。また、
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必要に応じて風除室を設けること。 

・建具は、設置個所の使用内容に応じた計画とし、数量、開口部の大きさ、開き勝手

及び各種仕様は使用目的、条件を考慮し設定すること。 

・建具は、日常行動、交通、物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じ

ない強度を有し、ぐらつきがないこと。経年によるそりの発生がないこと。 

・高所に石やタイルを使用する場合は、浮きや剥離が生じない工法を選択すること。 

・開口部の可動な窓等には施錠の他、落下防止対策を講じること。 

・外装カーテンウォール等の層間変位追従性能は、中地震（建築基準法施行令第88条

第２項に定める地震力）において、軽微な補修のみで継続使用を可能とすること。

大地震（建築基準法施行令第88条第３項に定める地震力）において、ガラスも含め

た外装部材に破損、脱落を生じないこと。 

・設計用耐風圧は再現期間100年とし、外装材及びシールなどに損傷が生じない計画と

すること。ただし、ガラスの設計用耐風圧は再現期間を200年とすること。なお、民

間機能に係る部分のガラスの設計用耐風圧は、建物周辺を含めた施設全体の安全性

の確保やＢＣＰへの配慮を前提として、機能配置や構造計画等に応じて再現期間を

100年とすることができる。また、風切音などについても配慮すること。 

・周辺への配慮として、反射などによる光害をできる限り抑えた計画とすること。 

・汚れ防止に効果のある素材やディテールを採用すること。 

・ガラリやルーバーなどは、風の通過音に留意した形状やディテールを採用すること。 

・外装材と窓廻りとの取り合い部は、水切りの十分な出幅の確保や水切り端部に立ち

上りを設けるなど、雨だれによる汚れが生じにくい計画とすること。 

・高層部直下など壁面を流下する雨水に対する対策を十分に講じること。 

・清掃不可能な部分がない計画とすること。 

・ゴンドラ設備などを設置する場合において、外装材などで設備を支持する場合は、

想定する積載荷重を含んだ荷重で必要な強度を確保すること。 

・カーテンウォールの目地は、維持管理に配慮した計画とすること。 

② サイン計画 

・各機能・各施設の館銘板、並びに、施設案内図及び階数案内等の施設全体にかかる

サインを設置すること。 

・屋外広告物に該当するサインについては、【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨

子案）」及び【参考18】「２号館再整備事業に係る景観関係の計画・基準等」を踏まえ

た計画とすること。 

・必要に応じて、ガラス面に衝突防止サインを設置すること。 

 

 

（６）構造計画・ＢＣＰ 

・構造体や非構造部材、建築設備に係る耐震性能については、施設全体として建築基

準法をはじめ関係法令に適合する性能を確保するとともに、個別の機能で求める性

能も確保しつつ、全体のバランスに考慮した構造計画とすること。 

・庁舎機能、全体共用部及び市民利用空間については、災害時の応急対策活動の拠点

となり得るため、以下の基準に基づき、必要な機能・設備等を確保すること。 

〇 業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針（国土交通省大臣官房官庁営
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繕部設備・環境課） 

〇 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）（以下

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」という。） 

〇 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（出版：一般社団法人公共建築

協会 監修：国土交通省大臣官房営繕部）（以下「官庁施設の総合耐震・対津波

計画基準及び同解説」という。） 

・高所に設置する部材や設備機器については、落下防止措置や外部においてはバルコ

ニーの設置、緑地帯の設置など、それらが万一落下した場合を想定した安全対策を

講じること。 

・設備機器、配管等は地震による移動、転倒、脱落及び破損等が発生しないように耐

震固定を行うこと。また、構造形式に応じた適切な設備対応を行うこと。 

・電気室及び機械室などの重要諸室、重要設備は税関線の高さ以上に配置するなど、

津波や豪雨等の浸水による影響を及ぼさないように対策を講じ、BCPの確保を十分に

考慮した計画とすること。 

・地下階等の浸水想定区域内に設置する電気設備は、浸水により機能不能となった場

合を想定し、健全な設備に影響を及ぼさないように対策すること。 

・施設全体として、機能の配置や動線、セキュリティなどについて、災害時や非常時

に避難や救助活動、復旧作業を円滑に行えるよう考慮した計画とすること。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、ゆとりを持っ

た空間の確保や、十分な換気能力の確保、非接触対応設備の導入、抗菌・抗ウイル

ス建材の積極的な採用など、最新の知見に応じた対策に配慮した計画とすること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設では、本計画建物との接続部において渡り廊下等によ

る追加荷重は見込んでいないため、接続部は自立可能な構造で計画すること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設との接続部については、双方建物の地震時変位を考慮

した計画とすること。連絡ロビー・エネルギー施設の設計GLなど及び地震時変位に

ついては、下記を参照すること。 

・1FL＝設計GL+0.1m、設計GL=TP+3.8m 

・中地震（稀に発生する地震）時変位     1/600×Ｈ 

・大地震（極めて稀に発生する地震）時変位  1/300×Ｈ 

・想定を超える地震（余裕度検討）時変位   1/200×Ｈ 

 

（７）環境配慮計画 

・施設全体として、一定以上の外皮性能とエネルギー消費性能を確保すること。具体

的には、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）」

第30条第１項第一号に基づき「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平

成28年経済産業省・国土交通省令第５号）」第10条に規定される「建築物エネルギー

消費性能誘導基準」以上の性能を確保すること。 

・施設全体として、「神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（平成24年

３月30日神戸市条例第45号）」に基づく神戸市建築物総合環境評価制度（CASBEE神戸）

による評価結果としてＡランク以上の性能を確保すること。 

・庁舎機能に係る部分については、「建築物の省エネ性能表示のガイドライン（建築物

のエネルギー消費性能の表示に関する指針、平成28年国土交通省告示第489号）」に

基づく、「BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）」などの第三者認証により、「ZEB 
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Oriented」と同等以上の性能を確保できる計画とすること。 

・各種設備機器の選定やシステムの採用においては、ライフサイクルコストや維持管

理の容易性を考慮し、シンプルかつ効果的・効率的なものを採用すること。また、

エネルギー管理システム（BEMS）を導入するなど運用段階における省エネルギーの

取り組みにも配慮した計画とすること。 

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年６月22日法律第49号）」に基

づくトップランナー制度など、可能な限りエネルギー消費効率の優れた機種を選定

すること。 

・自然採光や、自然通風による換気システムを導入するなど、自然エネルギーの利用

を行い、省エネルギーを実現しつつ、快適な室環境の確保に努めること。 

・エコマテリアルの活用や節水トイレの採用など、省資源に寄与する取り組みを行う

こと。 

・樹木等により周辺環境との調和を図り、建物への直接的な日射も軽減する緑化を計

画すること。また、維持管理の容易性に配慮しつつ、屋根・屋上等の緑化に努める

こと。 

・雨水・井水を利用する場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和45年４月14日法律第20号）」第４条に基づく特定建築物の環境性能衛生管理基準に

準拠し、誤飲・誤用のないように水栓・配管等での識別管理ができるようにするこ

と。 

・太陽光発電設備など再生可能エネルギーや水素エネルギーの積極的な導入を検討す

ること。 

・面的エネルギー融通等を導入する場合は、当該機器やシステムのライフサイクルコ

ストや維持管理の容易性にも考慮しつつ、施設全体として効果的・効率的な導入計

画とすること。 

・省エネルギーや環境配慮に係る取り組みは、実用性を確保するとともに、施設利用

者への環境啓発として「見える化」にも役立つように配慮すること。 

・本施設内の快適性や生産性が低下するような環境配慮や省エネルギーに係る取り組

みではなく、その相乗効果や波及効果として、快適性や生産性などの向上につなが

る取り組みとなるよう計画すること。 

・内外装や建具については、木材利用やデザインの工夫などにより快適性や居心地の

良さを確保するとともに、抗菌・抗ウイルス素材を積極的に採用すること。その他

自然素材の利用にも配慮すること。 

 

（８）ユニバーサルデザインへの配慮 

・本施設の計画においては、「高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進に関する法

律（平成18年６月21日法律第91号）」（以下「バリアフリー法」という。）及び「兵庫

県福祉のまちづくり条例（平成４年10月９日条例第37号）」（以下「兵庫県福祉のま

ちづくり条例」という。）をはじめ関係法令等に適合する性能を確保するとともに、

【参考21】「建築ユニバーサルデザインガイドライン」を参考に、だれもが快適で使

いやすいものとなるようユニバーサルデザインにも配慮した計画とすること。 

 

（９）昇降機設備計画 

・各昇降機設備が属する区分の動線計画、セキュリティ計画を踏まえて、配置を計画
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するとともに、施設全体として人の移動が円滑に行われるよう機器の種類や規模、

仕様を計画すること。なお、非常用エレベーターについては、円滑な避難・救助活

動が行えるよう配置等を計画すること。 

・管理区分については、【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照のうえ計画

し、事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

 

（10）電気設備計画 

・各機能の管理区分を明確にするため、各機能の設備系統を区分するなど、極力、各

専有部分の設備として整備できるような設備構成とすること。 

・特に災害時等でも機能を継続する必要がある庁舎機能については、単独でも機能で

きるように、庁舎機能の設備系統を極力専有部分として整備できるような設備構成

とすること。 

・管理区分については、【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照のうえ計画

し、事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

 

（11）機械設備計画 

・各機能の管理区分を明確にするため、各機能の設備系統を区分するなど、極力、各

専有部分の設備として整備できるような設備構成とすること。 

・特に災害時等でも機能を継続する必要がある庁舎機能については、単独でも機能で

きるように、庁舎機能の設備系統を極力専有部分として整備できるような設備構成

とすること。 

・管理区分については、【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照のうえ計画

し、事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

・面的エネルギー融通を提案する場合は、次に掲げる事項に適合するものとすること。 

ア 面的対象施設は本施設と連絡ロビー・エネルギー施設間とし、双方向での熱供

給を可能とする。ただし以下の諸条件で検討のこと。 

イ 連絡ロビー・エネルギー施設の熱源容量は本庁舎１号館の熱負荷を賄う熱源容

量であり、本施設の熱負荷を賄える熱源容量を確保した上で、補助的な熱融通

を前提とし、熱融通なしでも本施設単独で運転管理できるシステムとすること。 

ウ 連絡ロビー・エネルギー施設の熱源機器容量について、インバータターボ冷凍

機（冷専用）は２台（１台あたり：冷凍能力527kW・冷水量1,510ℓ/min）、空冷ヒ

ートポンプユニットは12台（1台あたり：冷凍能力180kW・加熱能力200kW・冷温

水量370ℓ/min）、ガス吸収式冷温水機は２台（1台あたり：冷凍能力1,266kW・加

熱能力1,095kW・冷温水量2,600ℓ/min）を予定しているので、これらを参考に計

画すること。 

エ 連絡ロビー・エネルギー施設の熱源運転期間・時間帯・冷温水の温度は、以下

のとおり予定しているので、これらを参考に計画すること。 

（運転期間・時間帯） 

中間期 ４～５月頃、10～11月頃 

冷房期 ６～９月頃（７時～18時） 

暖房期 12～３月頃（７時～18時） 

（冷温水の温度） 

冷水 往き７℃ 還り14℃ 
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温水 往き45℃ 還り39℃ 

オ 必要となる熱導管・搬送ポンプ・熱交換器等の全ての熱供給システム（連絡ロ

ビー・エネルギー施設内含む）は本事業で整備すること。また維持管理に必要

な諸条件は市と協議の上、決定すること。 

カ その他、詳細については【別添17】「連絡ロビー・エネルギー施設建設他工事 設

計図（建築・空気調和設備・電気設備）」を参考に検討のこと。  

キ 想定される熱源システム系統図・熱融通効果試算（省エネ・省CO2）等を提出し

事前に市と協議してシステム等を決定すること。 

 

５ 全体共用部の整備・維持管理に関する要求水準 

 

（１）施設の構成と規模等 

① 施設の構成 

全体共用部は、庁舎機能及び市民利用空間、並びに、民間機能を接続・連携するため

の空間としての共用部と、施設全体で共有する設備等を指すものとし、建物完成後は行

政機能、民間機能のどちらにも属さない。 

事業者は、庁舎機能及び市民利用空間、並びに、民間機能に係る専有部分以外の部分

である建物の躯体や動線、設備等（防災センターにおいて監視、管理する設備（防災セ

ンター等））、引込等の設備、自動二輪駐車場、自動車駐車場、外構、附属物などを、全体

共用部として整備すること。 

② 施設規模等 

効果的かつ効率的に各機能の連携、災害時等の安全性を確保できるよう、適切な規模

を確保すること。 

③ 諸室等 

１）メインエントランス 

・歩行者等の建物へのアクセスとして、全体共用部のエントランスを敷地北東側、

税関線側、東町線側、三宮駐車場地下通路との接続部分にそれぞれ確保するこ

と。（再掲） 

・全体共用部のエントランスのうち、敷地北東側又は税関線側に配置するものの

いずれかを、施設全体のメインエントランスとして計画すること。（再掲） 

・メインエントランスには、施設全体のセンター機能として、施設内を機能的・

空間的につなぐことができるよう必要な規模のロビー空間を確保するとともに、

当該ロビーは開放感のある明快な空間構成とすること。（再掲） 

・税関線と東町線、三宮駐車場地下通路を往来できるよう全体共用部のエントラ

ンスを結ぶ自由動線を確保するとともに、税関線と東町線の目線の抜けを確保

することなど、当該動線により市民利用空間やにぎわい・商業機能、屋外など

を機能的・空間的につなぐことで、施設内外へにぎわいが滲み出すよう計画す

ること。（再掲） 
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２）避難経路 

・避難経路となる廊下や階段、非常用エレベーター等は、平常時の動線区分、セ

キュリティ区分によらず、在館者の円滑な避難や安全の確保、円滑な救助活動

や消防活動が可能となるよう配置や形状、サイン等を十分に検討して計画する

こと。 

・避難経路のうち、階段や非常用エレベーター等の上下移動に係る動線は、原則

として全体共用部とするが、廊下等の水平移動に係る動線は、機能配置や平常

時の動線区分、セキュリティ区分等により、全体共用部か各機能の専有部分か

を適宜判断することとする。 

３）防災センター 

・消防法、建築基準法等の関係法令に基づく防災センターを計画すること。また、

所轄消防署と協議を行い計画すること。 

・防災センターは可能な限り庁舎機能に近接した位置に設けること。 

・防災センターにおいて、施設全体を監視、管理する上で必要となる設備の監視

機器等を計画すること。 

・防災センターに設置される各監視設備等においても、各機能の施設運用に影響

を及ぼさないようにするため、設備系統を各機能で区分するなど、設備構成等

に配慮した計画すること。 

・災害時等における庁舎機能の機能継続に係る措置への対応に配慮した設備構成

等を計画すること。なお、その際の運用面についても、できる限り想定した計

画とすること。 

・防災センターに設置される各監視設備関係及びインターホン等は、防災センタ

ーに設置するものと庁舎用監視室及び民間機能用監視室に設置するものを連携

できるようにすること。 

４）引込等の電気設備 

・電力、通信の引込は本庁舎１号館、連絡ロビー・エネルギー施設とは別で引き

込むこと。 

・インフラ供給事業者との協議によるが、引込位置は可能な限り庁舎機能に近接

した位置とすること。また、電力、通信の引込に係る諸室（EPS、電気室、MDF室

等）は、庁機機能に近接した配置とすること。 

・その他、【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照し、全体共用部とし

て必要な電気設備を計画すること。 

５）引込等の機械設備 

・上水は本管から共用で引込後、各機能へ分岐後に子メーターを設置すること。 

・ガスは本管から個別で引込後、各機能のガスメーターを設置すること。 

・下水道への接続は各機能を別系統で排水ラインを設置して最終の接続桝で合流

すること。 

６）自動車駐車場・自動二輪駐車場 

・民間機能利用者用の自動車駐車場・自動二輪車用駐車場は、「建築物に附置すべ

き駐車施設に関する条例（昭和42年３月28日条例第54号）」等により設置を義務

づけられる附置義務駐車場（以下「附置義務自動車等駐車場」という。）となる
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駐車台数の確保をはじめ、各機能の運用・運営を考慮して必要な台数を確保す

る計画とすること。 

・庁舎機能に係る附置義務自動車等駐車場は、別途確保しているため、本施設の

計画において確保する必要はない。ただし、荷捌き等に係る要件について、本

書「第４」の規定を踏まえて自動車駐車場を計画すること。 

７）自転車駐車場 

・民間機能利用者用の自転車駐車場は、「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車

駐車場の整備に関する条例（昭和58年４月１日条例第３号）」により設置を義務

づけられる附置義務自転車駐車場（以下「附置義務自転車駐車場」という。）と

なる駐車台数の確保をはじめ、各機能の運用・運営を考慮して必要な台数を確

保する計画とすること。 

・自転車駐車場は、道路（税関線側）から直接見える場所に配置しないこと。 

・庁舎機能に係る附置義務自転車駐車場は、市が別途確保する。 

８）外構 

・敷地東側（税関線側）に外構空間を確保する場合は、税関線の歩道空間等との

一体感や維持管理の容易性を考慮した上で、施設低層部のにぎわいが税関線沿

道や三宮駐車場地下通路へ滲み出すよう一体性・連続性を確保した外構を計画

すること。（再掲） 

・敷地西側（東町線側）に外構空間を確保する場合は、歩行者等ができる限りフ

ラットに施設内へアクセスできるよう断面構成を計画するとともに、適宜オー

プンスペースを確保するなど、歩行者や車両の交通安全性に配慮した計画とす

ること。（再掲） 

・敷地北側に外構空間を確保する場合は、税関線沿道の外構との連続性を確保し

た計画とすること。（再掲） 

・敷地南側の外構は、連絡ロビー・エネルギー施設と管理範囲を明確に区分でき

る外構計画とすること。 

９）その他 

・臨時ヘリポートなど、事業者提案による施設の規模により、各種法令に基づく

手続き等により設置を求められることを想定すべき機能や設備については、予

め想定した計画とすること。 

・各機能で共用して運用するごみ置場を計画すること。 

・その他各機能で共用して運用することが合理的な諸室機能については、各機能

の関係者、利用者の利便性等を考慮して、適宜提案すること。 

 

（２）配置計画 

・メインエントランスは、１階で税関線側からアクセスする人にとって分かりやすい

位置に配置すること。 

・メインエントランス周辺には、本施設のすべての利用者を対象に、高齢者、障害者、

妊婦、乳幼児が安全・快適に利用できる個別機能のある便房（車椅子使用者用、オ

ストメイト用設備、乳幼児用設備）を備えたトイレ（以下「バリアフリートイレ」と

いう。）を機能分散も考慮して設置するとともに、プライバシーと衛生面に配慮した
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授乳室を計画すること。その他、施設利用者の利便性や快適性を向上させることを

目的とした諸室を適宜配置すること。なお、当該諸室は、仕様や規模だけでなく、

各機能との位置関係やセキュリティ、運用・運営について十分配慮すること。 

・不特定多数の人が利用する空間は、市民利用空間との連携や一体的な利用が可能と

なるような空間構成や配置とするなど、空間の連続性や機能間の連携を確保した計

画とすること。 

・主要な電気室・機械室は、税関線の高さ以上に配置すること。 

・避難経路や防災設備（消防法等の関係法令に基づき設置される設備）は、災害時等

における円滑な避難、救助活動が行えるよう配置すること。（再掲） 

・自動車駐車場や自動二輪車用駐車場、自転車駐車場は、東町線から円滑にアクセス

可能な位置に配置するとともに、施設内の各機能へのアクセスにも配慮した計画と

すること。 

 

（３）動線計画 

・税関線と東町線、三宮駐車場地下通路を往来できるよう全体共用部のエントランス

を結ぶ自由動線を確保するとともに、税関線と東町線の視線の抜けを確保すること

など、当該動線により市民利用空間やにぎわい・商業機能、屋外などを機能的・空

間的につなぐことで、施設内外へにぎわいが滲み出すよう計画すること。（再掲） 

・必要に応じて、連絡ロビー・エネルギー施設と接続する庁舎機能の動線に円滑にア

クセスできるよう自由動線を確保すること。 

・防災センターと屋外を結ぶ動線のうち１つ以上は、原則として、関係者動線又は特

定動線とし、自由動線や利用者動線とは交差しないよう計画すること。 

・全体共用部の電気室、MDF室、防災センター等には、原則、全体共用部の動線のみで

アクセス可能な計画とすること。 

 

（４）セキュリティ計画 

・エントランス及び外構、各機能と接続する廊下等は、原則、自由エリアとする。 

・避難経路は、平常時は接続する各部分のセキュリティを確保できる区分とし、非常

時は自由エリアとする。ただし、避難方向と逆方向の侵入に対しては監視カメラの

設置など必要な対策を講じること。 

・防災センターや全体共用部の電気室・機械室等は、関係者エリア又は特定エリアと

する。 

・自動車駐車場、自動二輪車駐車場、自転車駐車場は、利用者エリアとする。 

・セキュリティレベルの異なる部分、外部及び各機能の専有部分と接する部分につい

ては、安全性や利便性を確保できるよう出入口の施錠方法など、適切に区分するよ

う計画すること。 

 

（５）仕上計画 

① 内装・建具 

・防火・防煙区画は火災時の円滑な避難や消火活動を想定した材料を選定する、人が

接触する範囲は危険な凹凸を避ける、地震による剥落・落下が生じにくい取付け方

法の採用、高所部材は落下防止措置を講じるなど、部位に応じて施設利用者に対す
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る安全性を確保した計画とすること。 

・材料や形状等について、隣接する各機能との調和や全体共用部内の連続性、維持管

理の容易性に配慮した計画とすること。また、施設利用者の快適性や居心地の良さ

を確保するため、木材利用やデザインの工夫などに努めること。その他自然素材の

利用にも配慮すること。 

・抗菌・抗ウイルス素材を積極的に採用すること。 

・階段、吹き抜けなどにガラス手すりなどを設置する場合は、視線などに配慮した計

画とすること。 

・各部に求められる水密性、機能性、遮音性を確保すること。 

・各部の用途に応じ、適切な巾木を設けること。 

・鋼製の材料は、下地も含め防錆処理を行うこと。 

・トイレの床は乾式（ドライ）で汚れにくく清掃しやすい仕上とすること。 

・トイレの個室間間仕切りブースは天井までとすること。 

・点検口の数量及び性能は、設置目的の機能を満足した計画とすること。その際、設

置目的の点検、作業が無理なく行えるサイズ、位置にすること。 

・建具は、設置個所の使用内容に応じた計画とし、数量、開口部の大きさ、開き勝手

及び各種仕様は使用目的、条件を考慮し設定すること。 

・建具は、日常行動、交通、物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じ

ない強度を有し、ぐらつきがないこと。経年によるそりの発生がないこと。 

・動線区分やセキュリティレベルの区分、運用方法等に応じた適切な各建具の施錠方

法を計画すること。 

・建具高さ、意匠などは周囲の壁仕上、色彩、グレード感などと整合したものとする

とともに、できるだけ壁面から突出しない納まりとすること。 

・内部出入口は各機能及び各室の機能や規模に応じ、収納家具、備品、間仕切りユニ

ット及び設備機器などが搬出入可能な有効寸法を確保すること。 

② サイン 

・周辺の公共施設を含めた案内図を複数個所に設置すること。 

・全体共用部として、サインシステムや色彩計画、内装の設え等を活用し、分かりや

すい誘導計画とすること。 

・定礎（定礎板）を１か所、適切な位置に設置すること。 

 

（６）構造計画・ＢＣＰ 

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、構造体はⅠ類、建築非構造部材

はＡ類、建築設備は甲類の基準に適合する性能を確保すること。その他、施設全体

のバランスを考慮した構造計画とすること。 

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」に定める建物の耐震安全性の分

類において、官庁施設の種類は「特定の施設」に位置付ける。また、設備機器の重要

度は「重要機器」とし、主要設備機器の固定に関する計算書、施工要領書を作成、提

出の上、施工を行うこと。 

・重要機器の対象は、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、電力監視設備、拡声設

備、防災設備、昇降機設備、空調設備、換気設備、給水設備、給湯設備、消火設備、

中央監視設備等とする。 



42 

 

・設備機器の固定及び配管配線等の施工に関しては、「建築設備耐震設計・施工指針（一

般財団法人日本建築センター）」（以下「建築設備耐震設計・施工指針」という。）に

よること。 

・災害時や新たな感染症流行時等に行政機能及び災害対策活動が維持できるように、

機能継続に係る措置への対応に配慮した計画すること。なお、その際の運用面につ

いても、できる限り想定した計画とすること。 

・災害時に途絶したライフライン種別により、機能維持の範囲を設定し必要な設備等

を計画すること。また、ライフラインの回復等に伴い、各設備の機能を速やかに復

旧できる計画とすること。 

 

（７）昇降機設備計画 

・全体共用部として必要な昇降機設備（乗用エレベーター、人荷用エレベーター、非

常用エレベーター、エスカレーター等）を計画すること。 

・昇降機設備の種別、速度及び速度制御方式並びに運転操作方式は、全体共用部の規

模、用途、利用人数等に応じて交通需要を予測し、適切な台数、配置となるように

計画すること。また、メンテナンス等で一時的に昇降機設備の運用を停止すること

も踏まえて台数、配置を計画すること。 

・意匠にも配慮した計画とすること。 

・施設全体や各機能の運営時間を考慮した計画とすること。 

・各機能を行き来する動線や、税関線、三宮駐車場地下通路、東町線、連絡ロビー・エ

ネルギー施設へ通行する動線、レベル差を移動する場合においては、エレベーター

の他、エスカレーター等の円滑な移動を促すことができる方法について考慮するこ

と。 

・耐震クラスは、Ｓ14 とすること。 

・非常用エレベーターについては、避難誘導や救助活動が円滑に行えるよう、配置や

規模、形状等について十分配慮した計画とすること。 

・地震発生などの緊急時にも、利用者の安全を守り、被害を最小限とし早期の復旧を

可能とする対策を十分に行うこと。 

・非常用エレベーターは人荷用エレベーターとの兼用も可とする。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、非接触対応設

備の導入、抗菌・抗ウイルスの対応など、最新の知見に応じた対策に配慮すること。 

・不停止制御、スケジュール運転など各種管制運転が可能な仕様とすること。 

・昇降機設備の監視盤を、防災センターに設置し、各号機の運転停止、各種管制運転

操作及びセキュリティ連動操作などの各種操作を行える仕様とすること。 

・高調波対策を行うこと。 

 

（８）電気設備計画 

全体共用部として必要となる以下の電気設備を計画すること。 

① 共通事項 

・事業者は施工に影響する条件(構造、仕上げ、取り合い・納まり等)に十分留意し、

余裕を持った設計業務を行うこと。 

・各機能が求める設備性能の確保に加え、他機能との管理区分の明確化、運用・維持
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管理が容易となるように留意すること。 

・各設備機器は、機能的であるとともに、施設利用者の安全に配慮したものとするこ

と。また、その位置、形状、材質及び色彩について建物意匠との調和を図ること。 

・機器及びシステムは、将来の技術革新を考慮し、更新が容易な設備とすること。 

・各設備機器は、リスク分散、冗長性を考慮した計画とし、故障時にも速やかに修理

対応が可能とすること。また、交換・保守部品が、容易に入手可能であるものとす

ること。 

・各設備機器は、イニシャルコスト、ランニングコストなどのライフサイクルコスト

を考慮し計画すること。 

・各設備機器は修繕、更新時などの搬入出経路（昇降機が利用できない場合の揚重機

械等の設置スペース含む）など、維持管理を容易に行うことができる作業用スペー

スを考慮した配置、計画とすること。 

・各設備機器は、騒音、振動などに配慮した配置、計画とすること。 

・各設備機器は、高効率機器及び省エネルギー制御を採用し、安全性、耐久性、信頼

性、耐震性があり、長寿命、維持管理・更新の容易性、操作の簡便性、省資源及び快

適性に配慮し計画すること。 

・プルボックス、配管材料、配管付属品、支持金物などは、耐震性、耐久性、耐食性な

どを考慮し、長寿命な材料となるように選定を行うこと。ピット内、屋外ではステ

ンレス仕様とすること。 

・各設備機器等は全体共用部用であることがわかるようにすること。また、配線等に

は、用途、行き先、径間、負荷分類、回路種別、ケーブル種別、電圧等を経年劣化で

消えない様に表示すること。 

・各設備機器は、維持管理等に必要なものを含め、必要な付属品一式を含むこと。 

・各設備機器は、清掃、点検、保守等において、操作が容易であるとともに、特殊器具

を用いず効率的、安全かつ容易に作業が行えるものであること。 

・定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機能

維持に支障がないよう、総合的に計画すること。 

・設備諸室ならびにEPSの配置、主要設備機器の設置場所、配管、ケーブルラック等の

敷設経路については、将来の増設、予備スペース等や安全性、維持管理・更新の容

易性、操作の簡便性、省資源に配慮し計画すること。 

・修繕、更新や保守、維持管理が適切に行える動線・点検スペースを確保すること。

また、各設備諸室やEPS等の点検扉の大きさについても配慮すること。 

・維持管理上、必要な部分には、来庁者などが立ち入りできないよう措置を講じるこ

と。また、各設備機器は、管理者、関係者以外に容易に使用されないよう、設置場所

や施錠付きとする等配慮すること。 

・設備において必要となる点検口の数量及び性能は、設置目的の機能を満足した計画

とすること。その際、設置目的の点検、作業が無理なく行える位置に設置すること。 

・点検口は、用途に応じた識別シールなどで外部からその用途を認識できるよう、計

画すること。また、点検口の裏面に使用目的、点検方向などを明記した用紙を貼り

付けること。 

・屋上などに設置する機器の基礎などは、機器更新時や防水更新時に共連れ工事が発

生しないよう、高床の架台とするなど更新性に配慮した計画とすること。 

・外気に接している設備機器や配管、ボックスなどについて、塩害対策を講じること。 
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・異種金属を接触させる場合など、電蝕の対策を講じること。 

・免震部分等にかかる配管等は、十分な可とう性を有するものとすること。 

・将来の改修や更新などが容易に対応できるよう、機器、配管等の予備スペース、梁

や床など躯体への予備スリーブの確保などに十分考慮された計画とすること。 

・ケーブルラックの防火区画貫通処理部は、将来増設に配慮した工法を検討すること。 

・設備の軽微な変更、増設等を考慮した配管、配線、ダクト等のスペースを確保する

こと。 

・設備の軽微な変更、増設が可能な拡張性を持った設備システムとし、システム規模

の余裕も見込むこと。 

・各種計算書等、設計根拠を記した書類を作成すること。 

② 引込設備（構内配電線路） 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、

電力引込の位置、方法等については、インフラ供給事業者と協議、確認を行い、イ

ンフラ供給事業者との協議結果や事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

・電力引込は本庁舎１号館、連絡ロビー・エネルギー施設とは別で引き込むこと。（再

掲） 

・インフラ供給事業者との協議によるが、引込位置は可能な限り庁舎機能に近接した

位置とすること。また、電力引込に係る諸室（EPS、電気室等）は、庁機機能に近接

した配置とすること。（再掲） 

・信頼性向上の対策として、電力引込は２回線（常時、予備）で受電するものとし、方

式についてはインフラ供給事業者との協議結果や事業者提案を基に市と協議の上、

決定すること。 

・特別高圧等の引込線は、地中化を図った引込経路とすること。 

・地中に埋設する配管は、GLより600mm以上深くなるように敷設すること。 

・地中埋設管路には、埋設深さ半分の位置に埋設標識シート（２倍長）を設けること。

また、必要に応じて埋設標を設けること。 

・建物と外部とを接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・地中管路には、適切な箇所に点検スペースも含めた適切な大きさのハンドホール、

マンホールを設けることとし、蓋は周囲の意匠に配慮すること。また、車両通行部

分のハンドホールは、重耐重蓋とすること。 

・予備配管を適切に見込むこと。 

・免震構造の場合、配線余長等、免震部分の施工について適切に対応すること。 

③ 受変電設備 

・施設全体の電力供給ができるように、適切な容量を見込むこと。また、負荷に応じ

た適正な電圧による電力供給を行うとともに、短絡、地絡等の事故に対して適切な

保護を行うものとすること。 

・全体共用部の受変電設備（電気室等）は庁舎機能に近接した位置に設けること。 

・電気主任技術者は、全体共用部だけではなく、庁舎機能や民間機能等を含めた施設

全体の自家用電気工作物を管理する者として選任する想定とする。 

・各機能への電力供給は、系統を区分し供給すること。 

・各機能への電力供給ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって電力
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供給しないこと。 

・高圧配線を保護する配管、ケーブルラック等には、高圧配線である旨の表示を要所

に行うこと。 

・屋内の電気室（全体共用部）内に設置すること。また、機器の点検、更新等が容易に

できる構造、配置とすること。 

・受変電設備は、地震、津波などの災害時においても電力供給が可能となるように、

耐震対策、浸水対策を施すこと。また、本書「第４ ８」に記載されている構造が免

震構造となる場合、全体共用部の受変電設備は免震側に配置すること。 

・将来の設備更新、増設及び機器搬出入ルートを考慮したスペースを確保すること。

全体共用部の電気室までのルートも同様とし、他の各機能の専有部分を通過しない

計画とすること。 

・受変電設備の構成は、保守・事故による停電範囲の縮小化を図り、信頼性を向上さ

せること。 

・複合施設となるため、停電点検や改修工事等の計画停電時において、適正に点検が

可能で、各機能の運用に可能な限り影響がでないように配慮した計画とすること。 

・電力料金の精算ができるように各機能の電力、電力量を計量できるようにすること。 

・力率改善のため進相コンデンサを設置し、適切な自動力率制御を行うこと。 

・コンデンサ突入電流抑制及び高調波電流流出抑制として直列リアクトルを設置する

こと。 

・変圧器、リアクトル等は、騒音と振動に配慮した機器とし、必要に応じ高性能防震

装置などの設置を検討すること。  

・高調波対策を行うこと。 

・受変電設備は、通信、情報及び音響などに高調波及び高周波の影響がおよばないこ

と。 

④ 電力貯蔵設備 

・全体共用部の受変電設備の操作・制御・監視用に必要となる直流電源装置を設置す

ること。 

・直流電源装置の蓄電池及び整流装置は、キュービクル型とし、全体共用部の受変電

設備と同一の部屋に設置すること。 

・全体共用部の受変電設備用の直流電源装置は各機能の設備、機能とは区別して設置

すること。 

・直流電源装置は、停電時等に電力供給を必要とする負荷（受変電設備制御用）に対

して、連続的に電力供給を行えるようにすること。 

・直流電源装置の容量は、受変電設備の操作・制御・監視を行うために必要な容量を

確保すること。また、十分な余裕を見込むこと。 

⑤ 発電設備 

・停電時に電力供給が法令上求められる防災負荷及び運用上電力の供給が必要となる

保安負荷を稼働させるために必要となる全体共用部の非常用発電設備を計画するこ

と。 

・全体共用部の非常用発電設備の計画、設置については、耐震対策、浸水対策を行う

こと。 

・非常用発電設備に必要となる給気、換気及び排気は、十分な能力を確保するととも
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に、関係法令の遵守及び周辺環境への影響に配慮すること。 

・他機能や各諸室に影響がないように、騒音、振動及び排気（大気汚染）等の抑制に

配慮、対策すること。 

・他機能の発電設備とは区分し、別で設けること。 

・庁舎機能だけではなく、全体共用部としてBCP機能を向上させるため、法令上求めら

れる非常用発電設備に加えて、震災、津波などの災害時に電力が途絶した場合でも、

電力供給が可能となるような対策について検討、提案を行うこと。停電時に機能維

持が必要な負荷など（防災センター、電気室、MDF室、トイレ、そこに至る動線や庁

舎機能等を機能継続させるために必要な全体共用部の負荷など）の想定供給対象負

荷についても同様に検討、提案すること。 

⑥ 電力監視設備 

・全体共用部で計画、設置する受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備などの監視、操

作及び制御を行う電力監視設備を設けること。 

・機能性、操作性及び視認性を考慮し、管理規模、運営及び管理体制などに配慮した

設備を計画すること。 

・各機能に供給する電力量等を計測、記録し、帳票出力が可能とすること。 

・全体共用部の電力監視設備の監視、操作端末は防災センターに設置すること。 

・通信などの規格は、BACnet等のオープンプロトコルを採用するなど、庁舎機能や民

間機能に設置する電力監視設備と連携を図ること。 

⑦ 接地設備 

・異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による人及び機材の損傷を防止するために、必

要な接地設備を設けること。 

・保安用接地、機能用接地は、統合接地方式とすること。 

・Ｂ種接地、機能用接地の一部については単独接地とすること。 

・接地極及び接地極からの配線を集約し接続する主接地端子盤は庁舎機能に近接した

位置に設けること。また、全体共用部の受変電設備が設置される場所にも主接地端

子盤と同様の接地端子盤を設けること。 

・電位上昇時はサージ保護デバイス（SPD）により接続が可能とすること。 

・接地極の埋設標、鋲の設置を行うこと。 

・各機能への接地配線は、系統を区分し配線敷設すること。 

・各機能への接地配線ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって配線

しないこと。 

・全体共用部内の接地については、原則、全体共用部の接地端子盤から接地配線を行

うこと。 

⑧ 雷保護設備 

・落雷による建築物の物的損傷及び人命の危険低減のため、施設全体として必要とな

る雷保護設備を計画、設置すること。 

・また、通信・情報機器の機能の確保を図るため、重要な通信・情報機器への雷サー

ジの侵入に対する防護対策を講じること｡ 

・建築基準法、「危険物の規制に関する政令（昭和34年９月26日政令第306号）」等の関
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係法令に適合する性能を確保すること。 

・建物の構造・用途・建築物内外の財産の重要度、落雷密度、環境条件等を考慮の上、

保護レベル等を選定すること。 

・外部雷保護については、JIS A4201-2003「建築物等の雷保護」の規定によること。 

・JIS A4201-2003に適合する落雷を抑制する避雷針（PDCE避雷針等）を導入すること。 

・落雷時における電位差の発生を防止する対策を講じること｡ 

・構造体、給排水管など、適宜ボンディングを行い、電位差の発生を抑制すること。 

・電力・通信引込線からの雷サージの侵入を防止する対策を講じること｡ 

・全体共用部の受変電設備、各分電盤、各動力制御盤、通信設備にサージ保護デバイ

ス（SPD）を設置すること。 

⑨ 幹線設備 

・全体共用部で必要となる幹線設備を計画すること。 

・全体共用部の幹線設備とし、他の機能に電力供給、通信の配線をしないこと。 

・EPSが他の機能と共用する場合、配線、配管（ケーブルラック、プルボックス等を含

む）は明確に区別し、表示を行うこと。 

⑩ 動力設備 

・全体共用部で必要となる動力設備を計画すること。 

・全体共用部の動力設備とし、他の機能の動力設備に電力供給、制御配線等行わない

こと。 

⑪ 電灯設備 

・全体共用部で必要となる電灯設備（分電盤、照明、コンセント、非常用照明・誘導

灯、ライトアップ照明、照明制御等）を計画すること。 

・全体共用部の電灯設備とし、他の機能の電灯設備に電力供給、制御配線等行わない

こと。 

・照明器具は、原則LED仕様とすること。 

・利用者の活動内容等に応じた適切な光環境を確保すること 。また、省エネルギー性、

メンテナンス性、意匠性なども考慮し、適切な機器の選定等、電灯設備の計画を行

うこと。 

・自然光を積極的に活用するとともに、人感センサーなどによる点滅制御、プログラ

ムなどによるスケジュール制御及びパターン制御などを組み合わせることにより、

過剰照度や消費電力を低減できる工夫を行うこと。 

・必要に応じて、照明制御装置の導入を検討すること。 

・非常用照明、誘導灯は、原則LED仕様とすること。 

・非常用照明は法定点検及び機器更新などのランニングコストを試算し、電源内蔵型、

電源別置型を選定すること。 

・非常用照明、誘導灯は、建築基準法、消防法をはじめ関係法令等に適合する性能を

確保すること。 

・全体共用部の誘導灯及び非常用照明について、全体共用部の分電盤から配管配線、

機器設置を行うものとし、各機能の専有設備とは系統を区分すること。 

⑫ 引込設備（構内通信線路） 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、



48 

 

通信引込の位置、方法等については、インフラ供給事業者と協議、確認を行い、イ

ンフラ供給事業者との協議結果や事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

・通信引込は本庁舎１号館、連絡ロビー・エネルギー施設とは別で引き込むこと。（再

掲） 

・インフラ供給事業者との協議によるが、引込位置は可能な限り庁舎機能に近接した

位置とすること。また、通信引込に係る諸室（EPS、MDF室等）は、庁舎機能に近接し

た配置とすること。（再掲） 

・通信引込は、複数のインフラ供給事業者（通信事業者）の引込経路を確保し、また、

複数の引き込みルートを確保できるように考慮すること。 

・通信引込は、地中化を図った引込経路とすること。 

・地中に埋設する配管は、GLより600mm以上深くなるように敷設すること。 

・地中埋設管路には、埋設深さ半分の位置に埋設標識シート（２倍長）を設けること。

また、必要に応じて埋設標を設けること。 

・建物と外部とを接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・地中管路には、適切な箇所に点検スペースも含めた適切な大きさのハンドホール、

マンホールを設けることとし、蓋は周囲の意匠に配慮すること。また、車両通行部

分のハンドホールは、重耐重蓋とすること。 

・予備配管を適切に見込むこと。 

・免震構造の場合、配線余長等、免震部分の施工について適切に対応すること。 

⑬ 構内情報通信網設備 

・インフラ供給事業者（通信事業者）と協議のうえ、施設全体、各機能で利用する構

内情報通信網設備の適切な容量及び予備の容量を見込み、主光配線盤（PT盤）を設

けること。 

・主光配線盤（PT盤）は全体共用部に配置し、構内交換設備の主配線盤（MDF）と同一

の部屋（MDF室）に設置すること。 

・主光配線盤（PT盤）は、地震、津波などの災害時においても可能な限り機能が維持

できるように、耐震対策、浸水対策を施すこと。また、本書「第４ ８」に記載さて

いる構造が免震構造となる場合、全体共用部の主光配線盤（PT盤）は免震側に配置

すること。 

・主光配線盤（PT盤）は屋内（全体共用部）に設置すること。また、機器の点検、更新

等が容易にできる場所に配置とすること。 

・主光配線盤（PT盤）を設置する場所は、将来の設備更新、増設及び機器搬出入ルー

トを考慮したスペースを確保すること。主光配線盤（PT盤）までのルートも同様と

し、他の各機能の専有部分を通過しない計画とすること。 

・主光配線盤（PT盤）は、庁舎機能に近接した位置に設けること。 

・主光配線盤（PT盤）から各機能用の光配線盤（PD盤）までの必要な配管工事、配線ル

ート、機器設置場所の確保を行うこと。配管配線ルートについては、系統を区分す

ること。 

・各機能への配管配線ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって配管

ルートを計画しないこと。 

・必要に応じて、全体共用部の構内情報通信網設備の電源工事、配管配線工事、機器
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設置を計画すること。 

・別途工事で設置が想定されるフリーWi-Fiのアクセスポイント等に対して、電源（コ

ンセント等）、配線経路（空配管等）について考慮すること。 

⑭ 構内交換設備 

・インフラ供給事業者（通信事業者）と協議のうえ、施設全体、各機能で利用する構

内交換設備の適切な容量及び予備の容量を見込み、主配線盤（MDF）を設けること。 

・主配線盤（MDF）は全体共用部に配置し、構内情報通信網設備の主光配線盤（PT盤）

と同一の部屋（MDF室）に設置すること。 

・主配線盤（MDF）は、地震、津波などの災害時においても可能な限り機能が維持でき

るように、耐震対策、浸水対策を施すこと。また、本書「第４ ８」に記載さている

構造が免震構造となる場合、全体共用部の主配線盤（MDF）は免震側に配置すること。 

・主配線盤（MDF）は屋内（全体共用部）に設置すること。また、機器の点検、更新等

が容易にできる場所に配置とすること。 

・主配線盤（MDF）を設置する場所は、将来の設備更新、増設及び機器搬出入ルートを

考慮したスペースを確保すること。主配線盤（MDF）までのルートも同様とし、他の

各機能の専有部分を通過しない計画とすること。 

・主配線盤（MDF）は、庁舎機能に近接した位置に設けること。 

・主配線盤（MDF）から各機能用の主配線盤（IDF）までの必要な配管配線工事、機器設

置場所の確保を行うこと。配管配線については、系統を区分すること。 

・各機能への配管配線ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって配線

しないこと。 

・必要に応じて、全体共用部の構内交換設備の電源工事、配管配線工事、機器設置を

計画すること。 

・複数の外部通信キャリアと協議し、携帯電話の不感対策として、携帯電話中継設備

が設置可能な機器設置スペース、配線ルート及び電源の確保を見込むこと。 

⑮ 表示設備 

・施設全体の取り組みや案内、環境配慮に関する取り組みの表示など、全体共用部の

表示装置（デジタルサイネージ等）の設置、活用等について、必要に応じて計画す

ること。導入する場合、庁舎機能で設置する表示設備（デジタルサイネージ等）と

相互に連携が取れるように配慮すること。 

⑯ 拡声設備 

・非常放送設備を設置すること。 

・主装置（アンプ架）は、将来の増設に備え、十分に対応可能な容量及び回路数を見

込むこと。 

・スピーカー配置は、業務放送利用時の明瞭性に配慮すること。 

・放送ゾーニングは、利用用途毎に細分化し、きめ細かい運用を可能とすること。 

・音声は、４か国語（日本語、英語、中国語、韓国語）対応とすること。 

・各室の用途、施設利用者の活動内容等に応じて、スピーカー、音量調節器（アッテ

ネーター）を設置すること。 

・自動火災報知設備と連携すること。 
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・主装置（アンプ架）は、防災センターに設けること。 

・拡声設備の主要機器は、地震、津波などの災害時においても放送が可能となるよう

に、耐震対策、浸水対策を施すこと。 

・全体共用設備として設置する主装置（アンプ架）と各々の専有設備として設置する

業務放送アンプ、スピーカーを接続し、非常切替リレー等により非常放送の鳴動が

可能なシステム構成とすること。 

・各機能への配線は、系統を区分すること。 

・各機能への配管配線ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって配線

しないこと。 

・災害時等の停電時（発電設備稼働時）においても、長時間に渡って行政機能の運用

を維持、継続する可能性があり、その対応に配慮する観点から、主装置（アンプ架）

等庁舎機能の拡声設備の稼働に関わる機器の電力供給については、庁舎機能の設備

からも電力供給できるような構成とすること。なお、具体的な設備構成については、

事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

⑰ 誘導支援設備 

・施設を利用する誰もが迷うことなく、安全・安心に使えるようにユニバーサルデザ

インにも配慮した誘導支援設備（トイレ呼出、インターホン）を計画すること。 

・全体共用部に設置されるバリアフリートイレについては、トイレ呼出設備を設置す

ること。 

・トイレ呼出設備は、当該トイレ（現地）及び防災センターで警報確認が可能な設備

とすること。 

・バリアフリートイレの個別機能に応じて必要となるトイレ呼出ボタンを設置するこ

と。トイレ呼出ボタンは、使用者が倒れた時でも緊急通報ができる位置にも設置す

ること。また、表示灯、復旧ボタンを設置すること。 

・防災センターに設置するトイレ呼出の表示装置は、十分な表示数を確保し、余裕を

見込むこと。 

・トイレ内の設備説明のために、バリアフリートイレ内に音声案内装置を設置するこ

と。 

・本書「第３ ５（３）」及び「第３ ５（４）」を踏まえて、必要な箇所に インター

ホン設備を設置すること。 

・防災センターと庁舎用監視室、民間機能用監視室を接続するインターホンを設ける

こと。 

⑱ テレビ共同受信設備 

・全体共用部のテレビ共同受信設備を必要に応じて計画すること。 

・各機能用とは区分して設置すること。 

⑲ 監視カメラ設備 

・防犯、安全等を考慮し、全体共用部の監視カメラ設備を必要に応じて計画すること。 

・各機能用とは区分して設置すること。 

⑳ 駐車場管制設備 

・駐車場、駐輪場等を設ける場合、必要に応じて、入出庫の制限が可能な駐車場管制
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設備を設置すること。 

・駐車場管制設備を設置する場合、監視装置を設置し、各ゲートの監視、操作を可能

とすること。 

・発券機、精算機等には監視装置と相互通話可能なインターホン設備を設けること。 

・入庫時の発券、出庫時の精算、事前精算、無料化処理ができる装置を設置すること。 

・出入口には出庫表示灯、ブザー等を設け注意喚起を行うこと。 

・利用者に対して、満空車表示を設けること。 

㉑ 防犯・入退室管理設備 

・本書「第３ ５（３）」及び「第３ ５（４）」を踏まえ、全体共用部の防犯・入退室

管理設備を必要に応じて計画すること。 

・各機能用とは区分して設置すること。 

㉒ 自動火災報知設備 

・受信機には、自動火災報知設備、防火戸・防火シャッター・防煙ダンパー等自動閉

鎖設備、ガス漏れ火災警報設備の感知、検知及び動作などを表示すること。 

・受信機は、将来の間仕切り変更にも対応可能な十分な回線数、系統数を見込むこと。 

・総合操作盤による防災監視装置を設置し、防災情報を統括するシステムとすること。 

・電力監視設備、照明制御設備、拡声設備、表示設備、防犯・入退室管理設備、昇降機

設備等と連携することが可能なシステムとすること。 

・受信機、総合操作盤は、防災センターに設けること。 

・自動火災報知設備の主要機器は、地震、津波などの災害時においても機能するよう

に、耐震対策、浸水対策を施すこと。 

・災害時等、万が一受信機に故障や異常が発生した場合でも、各機能が単独で連動制

御等のシステム機能を維持できるように、自律分散型システムの構成とすること。

また、自律分散型システムを構成する受信機と主中継器（分散処理盤）を接続する

配線については、冗長性を持たせること。 

・全体共用部として設置する受信機と各機能の専有設備として設置する主中継器（分

散処理盤）、副受信機、感知器等を接続し、施設全体の防災管理が可能なシステム構

成とすること。 

・各機能への配線は、系統を区分すること。 

・各機能への配管配線ルートについては、全体共用部、当該専有部分のみを通すもの

とし、他の専有部分を通過しないこと。また、各機能の専有部分にまたがって配線

しないこと。 

・感知器は自動試験機能付とすること。 

・感知器は、安全にメンテンナンス等が可能な位置に設置すること。 

・自動火災報知設備に連動した光警報設備（光警報装置、光警報制御装置、同期装置

等）を計画すること。 

・光警報設備の設置に当たっては、「光警報装置の設置に係るガイドライン（総務省消

防庁）」によること。 

・災害時等の停電時（発電設備稼働時）においても、長時間に渡って行政機能の運用

を維持、継続する可能性があり、その対応に配慮する観点から、受信機等庁舎機能

の自動火災報知設備の稼働に関わる機器の電力供給については、庁舎機能の設備か

らも電力供給できるような構成とすること。なお、具体的な設備構成については、
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事業者提案を基に市と協議の上、決定すること。 

 

（９）機械設備計画 

全体共用部として必要となる以下の機械設備を設置すること。 

① 共通事項 

・事業者は施工に影響する条件(構造、仕上げ、取り合い・納まり等)に十分留意し、

設計業務を行うこと。 

・各種設備は、機能的であるとともに、施設利用者の安全に配慮したものとすること。

また、その位置、形状、材質及び色彩について建物との調和を図ること。 

・各機能が求める設備性能の確保に加え、他機能との管理区分の明確化、運用・維持

管理が容易となるように留意すること。 

・配管材料、配管付属品などは、耐震性、耐圧、耐久性、耐食性及び防火性などを考慮

し、使用実績が豊富で長寿命な材料となるように選定を行うこと。 

・機器等については、トップランナー制度など、エネルギー消費効率が優れている機

種を選定すること。 

・機器選定に当たっては、能力を分割するなど危険分散を考慮した計画とし、故障時

にも速やかに修理対応が可能な機種を選定すること。また、交換・保守部品が、容

易に入手可能であるものとすること。 

・騒音、振動が発生する機器等については、「騒音規制法（昭和43年６月10日法律第98

号）」（以下「騒音規制法」という。）の規制基準を遵守すること。また、夜間に運転

する可能性のある機器等は、夜間帯の規制基準についても満足すること。 

・機器等は、操作が容易かつ使用実績が豊富であるとともに、特殊器具を用いず安全

かつ容易に日常点検、保守管理が行える機種であるものとすること。 

・支持金物などはピット内、屋外ではステンレス製とすること。 

・異種金属を接触させる場合など、電蝕の対策を講じること。 

・事業者は、施設の運用・維持管理の容易さを考慮し計画を行うこと。 

・機器、ダクト、配管等の更新を考慮し、搬出入の動線、作業用スペース、機器、配管

等の予備スペース、予備スリーブ等を設けるとともに、更新計画が十分考慮されて

いること。 

・設備機器は耐震安全性を十分に考慮し、水道、排水管、ガス、井水の建物導入部は

地震や地盤沈下に対応した計画とするなど、地震時等の二次災害防止に配慮するこ

と。 

・免震部分等にかかる配管等は、十分な可とう性を有するものとすること。 

・天井設置機器（エアコン面材等）や器具（制気口等）などは落下防止措置を行うこ

と。 

・設備方式、使用器機材及びシステムは、高効率機器を採用し、耐久性、信頼性、耐震

性があり、長寿命、維持管理の容易性、省資源、省エネルギー及び快適性に配慮し

たものとすること。また、イニシャルコスト、ランニングコストなどのライフサイ

クルコストを考慮し計画すること。 

・きめ細かいエリアごとにバルブなどを設置し、バルブは原則、供給エリアの近傍の

点検扉付パイプスペース内に設置すること。ダクトスペース、パイプスペースなど

には、点検扉を設置すること。 
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・屋外設置機器など外気に接している部位は、原則として耐重塩害仕様とすること。 

・機器、バルブ、ダンパー及び盤などの機器、機材は、操作や維持管理がしやすいも

のとすること。また、天井内に設置する場合は点検口を設置し簡易に管理ができる

ようにし、その他の部分においても点検・管理に必要な歩廊、架台も考慮されてい

ること。 

・機器等には、維持管理等に必要なものを含め、必要な付属品一式を含むこと。 

② 上水引込 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、

上水引込の位置、方法等については、市水道局と協議、確認を行い、協議結果や事

業者提案を基に発注者と協議の上、決定すること。 

・「神戸市水道条例（昭和39年３月19日条例第46号）」に基づく分担金、その他給水に

必要な費用については、事業者提案に応じて市水道局と協議の上、適切に事務手続

きを行うこと。なお、給水装置工事についても本事業で対応すること。 

・旧電気・機械室棟の解体撤去に伴う上水引込の除却が必要な場合は市水道局と協議、

対応とすること。 

・引込位置は可能な限り庁舎機能に近接した位置とすること。 

・建物と外部を接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・免震構造の場合、配管余長等、免震部分の施工について適切に対応すること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。ただし、水道直

結部分は市水道局と協議のうえ選定すること。 

・本管から共用で引込後、各機能へ分岐後にメーターを設置すること。【別添19】「設

備の管理区分に関する資料」を参照すること。 

③ 下水道引込 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、

必要に応じて、市建設局と協議、確認を行い、協議結果や事業者提案を基に発注者

と協議の上、決定すること。 

・下水本管への接続に際して，自然流下による接続が困難で，ポンプアップ等が必要

となった場合も事業者で対応すること。 

・旧電気・機械室棟の解体撤去に伴う下水道接続の除却が必要な場合は市建設局下水

道部と協議、対応すること。 

・下水道本管との接続配管は硬質塩化ビニール管を使用すること。 

・排水管は庁舎機能、民間機能への個別に排水立て管にて接続桝まで接続する。また

同一の排水立て管系統の最下階の排水管は直接その系統の排水管に接続せず、単独

で排水桝まで配管する。【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照すること。 

・建物と外部を接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・免震構造の場合、免震部分の施工について適切に対応すること。 

④ 雨水排水引込 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、

必要に応じて、市建設局下水道部と協議、確認を行い、協議結果や事業者提案を基

に発注者と協議の上、決定すること。 

・敷地・建物の排水の雨水接続に関しては、すべて分流式で計画すること。 
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・旧電気・機械室棟の解体撤去に伴う雨水接続の除却が必要な場合は市建設局と協議、

対応すること。 

・雨水排水管の管径は時間最大降水量及び許容最大屋根面積に基づき選定すること。 

・建物と外部を接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・免震構造の場合、免震部分の施工について適切に対応すること。 

⑤ ガス引込 

・【別添10】「周辺インフラ状況（電力・通信・上水道・下水道・ガス）」を参照のうえ、

ガス引込の位置、方法等については、ガス供給会社と協議、確認を行い、協議結果

や事業者提案を基に発注者と協議の上、決定すること。 

・ガス事業者と協議を行いガス消費量等に基づき、経済的な供給方式（低圧・中圧B）

を決定すること。 

・本管から全体共用部、庁舎機能、民間機能への個別に引込後、各機能のバルブ、ガ

スメーターを設置する。【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照すること。 

・ガスメーターは維持管理及び検針の容易な場所に設置すること。 

・電気開閉器その他の電気設備（電力メーター含む）との離隔距離は、電気設備に関

する技術基準を定める省令及び市が定める火災予防条例によること。 

・ガス管の管径は各系統のガス消費量、ガス発熱量、ガス事業者の規定等に準じて選

定すること。 

・建物と外部を接続する配管は、不等沈下対策を行うこと。 

・免震構造の場合、免震部分の施工について適切に対応すること。 

⑥ 空調設備 

・全体共用部として個別式空調方式（各階ユニット方式、マルチ方式等）を基本とす

る。 

・中央式空調方式を提案する場合は次に掲げる事項に適合するものとすること。 

ア 全体共用部と他機能を区分管理できるシステムとすること。 

イ エネルギー源は電気・ガスの分散したシステム構成とすること。 

ウ システムは、施設の規模、用途、熱負荷傾向、使用時間帯、省エネルギー性、電

力負荷の平準化、自然エネルギーの利用、経済性、耐久性、信頼性、耐震性、保

守点検の容易性等を考慮して選定すること。 

エ 冷却塔を設置する場合は、レジオネラ菌対策として薬注装置による水質管理を

行えるようにするとともに、電気伝導度のモニターによる適切な濃縮度管理が

行えるシステムとすること。 

オ コージェネレーションシステム等を提案する場合は、年間を通じて排熱利用が

でき、エネルギー効率を検討して環境負荷低減とランニングコスト低減が実現

できるシステムとすること。また、想定される熱源システム系統図・熱融通効

果試算（省エネ・省CO2）等を提出し事前に市と協議してシステム等を決定する

こと。 

・空調負荷や換気量などを考慮し、適正な室内環境の維持が可能なこと。また、空調

のゾーニングは、方位、用途、使い勝手、利用時間帯（定時、随時、24時間、残業及

び休日など）などに配慮した計画とすること。 

・加湿機器を設置し、設定温湿度は、冷房：26℃、50％RH、暖房：22℃、40％RH以上を

標準とすること。 
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・中間期は自然換気や外気冷房を主体とし、空調用エネルギー消費の低減が可能なシ

ステムとすること。 

・フィルターは、原則、中性能フィルターを中心に選定し、予備品フィルター類は100％

納入すること。 

・送風は状況に応じ、送風量が調整できるようにすること。 

・防災センターから監視、運転停止等できるようにすること。 

⑦ 換気設備 

・全体共有部で独立した換気設備を計画すること。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、【参考22】「新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解」で推奨されている外気量（30㎥/ｈ・

人）以上を確保すること。 

・室の用途、換気の目的などに応じて適切な換気方式を選定すること。 

・建築物の全体及び各階各部において、給気、排気のバランスを確保すること。 

・排気が室内及び周辺への悪影響をおよぼさない計画とすること。 

・トイレなどは単独排気として、他エリアとは独立させること。 

・トイレの吸込口は、大便器はブースごとに、小便器は臭気等が十分に除去できる数

を設置すること。また、掃除流しや洗面器エリアを独立した空間とする場合は、適

宜吸込口を設置すること。 

・外気冷房、二酸化炭素濃度による外気導入量制御などの外気負荷低減制御を行うこ

と。 

・ガス機器を設置した場合は必要に応じて「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針

（日本ガス機器検査協会）」の定める換気システムを導入すること。 

・防災センターから監視、運転停止等できるようにすること。 

⑧ 排煙設備 

・全体共用部、庁舎機能、民間機能をファン・ダクトが独立した計画とすること。 

・排煙口、排煙ダンパーなどは、電気式とし天井内や高天井に設置する場合は遠隔復

帰方式とすること。 

・排煙口の手動開放装置については、操作性の良いものを設置すること。 

・排煙方式は自然排煙とし、自然排煙とすることが困難な場合は機械排煙とすること。 

・同一防煙区画においては自然排煙と機械排煙を併用しないこと。 

⑨ 中央監視及び自動制御設備 

・給排水設備、空気調和設備、換気設備、環境計測、エネルギー管理などの監視、操作

及び制御を行う監視設備を防災センターに設けること。 

・合理的なエネルギー利用、設備管理の軽減、快適性の維持及び安全の確保ができる

システムとし、システム維持費の低減に配慮すること。 

・自然換気を有効に行うため、室内外エンタルピー・室内外気温・湿度・外部風速・降

雨状態等を判断指標とした統合制御が可能なシステムとすること。 

・通信などの規格は、BACnet等のオープンプロトコルを採用し、電力監視設備、照明

制御設備、防災設備等との連携を可能とすること。 

・将来的な更新、増設に対して自由度の高いシステムとすること。 
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⑩ 給水設備 

・給水方式は、衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とすること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・新築時や改修時の施工中に、他の配管とのクロスコネクションが発生しない工夫が

なされていること。 

・建物特性を理解し、給水負荷変動の水量確保、需用変動時の水質確保を考慮した計

画とすること。 

・配管・バルブ・固定金具等により異種金属で取合う部分は異種金属腐食の防止措置

をおこなうこと。 

⑪ 給湯設備 

・給湯設備にはエネルギーを高効率な機器を導入し、湯の用途、使用量等に応じた給

湯方式を選定すること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・トイレ洗面器に、電気式局所給湯（洗物用）等を設置すること。 

・授乳室は電気式局所給湯（飲用洗物両用）とし、熱湯栓、給湯水栓の両方を設置す

ること。 

⑫ 排水設備 

・屋内外は汚水・雑排水の合流、雨水の２系統による分流方式すること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・本事業敷地周辺の公共下水道施設の能力に応じた排水設備計画とすること。 

⑬ 衛生器具設備 

・衛生器具一覧表は、【別添21】「水回り一覧表」の同等品以上とすること。 

・小・大便器の洗浄、洗面器の水栓・水石鹸を非接触型とし、だれでも認識できるよ

うに適宜サイン表示を行うこと。・節水型器具を採用すること。 

・衛生陶器は、汚れが付きにくく、落としやすいよう表面処理をしたものとし、かつ、

清掃が簡易に行えるようにすること。 

・飛沫が少なく周辺の汚れを防止できる器具とすること。 

・小便器は、壁掛け式・低リップタイプとし感知ＦＶ方式とすること。 

・大便器は、洗浄弁の操作は非接触式とすること。また、緊急時の手動操作もできる

ようにすること。 

⑭ ガス設備 

・管、継手、ガス栓、バルブの規格はガス事業者の規定に合格又は使用を承認したも

のとする。 

・ガス機器を設置する場合は業務用「ガス機器の設置基準及び実務指針（日本ガス機

器検査協会）」の定めるガス・ÇO警報器及びガス警報設備を設置すること。構成は検

知器、中継器、受信機等とし、警報信号は防災センターで受信できるようにするこ

と。 

⑮ 消火設備 

・スプリンクラー設備（補助散水栓）は全体共用部、庁舎機能、民間機能を系統ごと

に分けて消火ポンプユニット、消火配管等を設置すること。 
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・泡消火設備は固定式とし、泡消火薬剤は水成膜消火薬剤とすること。 

・不活性ガス消火設備を設置する場合は全体共用部、庁舎機能、民間機能を独立した

システムとすること。 

・消火器（蓄圧式）の配置において、意匠的に配慮すべき場所に設置する場合は消火 

ボックス（壁埋込型、補助散水栓ボックス併設型）を設置すること。 

・【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照すること。 

・配管材料は【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

 

（10）維持管理計画 

・清掃、補修、点検等日常的な維持管理に配慮した計画とすること。 

・また、定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施

設機能維持に支障がないように計画すること。 

・設備機器の更新や建材の耐久性などに考慮し、メンテナンス性、修繕の容易性、ラ

イフサイクルコストの低減に配慮した計画とすること。 

・市と事業者は、本事業敷地全体の日常管理及び安全管理に関する管理組合を設立し

て管理規約を作成する。事業者は、当該管理規約に基づいて、全体共用部の維持管

理を行うこととなる。なお、想定される維持管理の内容については、【別添22】「共

用部分の管理に関する考え方」を参照すること。 

 

（11）その他 

各機能の専有部分と接続する部分に係る詳細については、別途協議により決定するこ

ととする。 
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第４ 庁舎機能の整備に関する要求水準 

１ 基本的な考え方 

【参考23】「行財政改革方針2025」及び「資料編」を踏まえ、「スマート自治体」の実現に向

けたDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進、働き方改革の着実な実行を建築・

設備等のハード面から促すとともに、神戸市の先進性を象徴する新時代にふさわしい執務空

間や動線空間等を備えた庁舎機能を整備する。 

神戸市本庁舎全体の機能としては、既存の１号館及び４号館に、議会機能や特別職執務室、

危機管理センター、公用車駐車場等が配置されており、今回新たに整備する庁舎機能には、

一般執務室及び市民利用の比較的多い執務室等の配置を想定していることから、本庁舎全体

の中での機能の分担と連携、民間機能との関係性等に配慮した施設計画が求められる。 

なお、庁舎機能の要求水準の適用については、本書「第４ ２」から「第４ 11」の記載を

満たすものとする。ただし、本書「第４ ２」において示す「官庁施設の基本的性能基準（国

土交通省大臣官房官庁営繕部）」（以下「官庁施設の基本的性能基準」という。）に基づく適用

分類と本書「第４ ３」から「第４ 11」の記載内容に相違がある場合は、後者を優先する。 

施設整備については、天井・壁・床等の仕上げ並びに昇降機設備、電気設備及び機械設備

を実装した状態で引き渡しを受けるものとする。 

なお、諸室等の家具・什器類の調達・設置等は、事業者から施設の引き渡しを受けた後、

市が別途行うものであるが、事業者は、設計期間中及び工事期間中に、家具・什器類の選定・

配置等に関する検討（本書「第２ ３（６）」及び「第２ ３（７）」に示す業務）を行うもの

とする。 
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２ 基本的性能等 

庁舎機能に係る「官庁施設の基本的性能基準」の適用は下表のとおりとする。 

大項目 中項目 小項目 施設の適用水準 備考 

社会性 地域性 Ⅰ  

景観性 Ⅰ  

環境保全性 環境負荷低減性 長寿命 適用  

適正使用・適正処理 適用 ※１ 

エコマテリアル 適用 ※１ 

省エネルギー・省資源 適用 ※１ 

周辺環境保全性 地域生態系保全 適用 ※１ 

周辺環境配慮 適用 ※１ 

安全性 防災性 耐震 構造体 Ⅰ ※２ 

建築非構造部材 Ａ ※２ 

建築設備 甲 ※２ 

対火災 耐火 ※５  

初期火災の拡大防止 ※５  

火災時の避難安全確保 Ⅰ  

対浸水 ※５  

対津波 適用 ※２ 

耐風 構造体 Ⅰ  

建築非構造部材 Ⅰ  

建築設備 Ⅰ  

耐雪・

耐寒 

構造体 適用  

外部空間など 適用  

対落雷 Ⅰ  

常時荷重 適用  

機能維持性 Ⅰ  

防犯性 適用 ※３ 

機能性 利便性 移動 適用  

操作 適用  

ユニバーサルデザイン 適用 ※４ 

室内環境性 音環境 ※５  

光環境 ※５  

熱環境 ※５  

空気環境 ※５  

衛生環境 適用  

振動 人の動作又は設備による振動 適用  

交通による振動 適用  

風による振動 適用  

情報化対応性 情報処理機能に係る情報化対応性 ※５  

情報交流機能に係る情報化対応性 Ⅰ  

経済性 耐用性 耐久性 構造体 適用  

建築非構造部材 適用  

建築設備 適用  

フレキシビリティ Ⅰ  

保全性 作業性 適用  

更新性 適用  

※１「官庁施設の環境保全性基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること          

※２「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の分類による                      

※３「官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること         

※４「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること 

※５【別添23】「諸室等性能表」参照                                 
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３ 施設の構成と規模等 

（１）施設の構成 

庁舎機能の主な諸室等の構成は、次のとおりである。 

執務室等 一般執務室、会議室、低層部諸室 

その他諸室 

 

トイレ、給湯室、荷捌き場、倉庫、シャワー室、電

気室、機械室、庁舎用監視室 等 

エントランス等 

 

エントランスロビー、エレベーターホール、廊下、

階段 等 

 

執務室等については、本書「第４ １」に示すとおり、市民や事業者等の来庁者が比

較的多い部局等の入居を想定している。ただし最終的には、庁舎機能開設時点の組織体

制等を踏まえて決定する。 

なお、本書「第４」においては、「地下１階」とは三宮駐車場地下通路の高さに存する

階、「１階」とは税関線の高さに存する階、「２階」とは連絡ロビー・エネルギー施設の

３階の高さに存する階をいう。 

 

（２）施設規模等 

諸室等の面積については、本書「第４ ３（３）」及び【別添23】「諸室等性能表」に記

載のとおりとする。また、動線空間等については、過密にならないゆとりある空間、防

犯・入退室管理設備（本書「第４ 12（23）」を参照）によるセキュリティチェックの実

施等に必要十分な広さを確保すること。 

 

（３）諸室等 

庁舎機能における主要な諸室等の性能の概要を以下に示す。その他、庁舎機能におけ

る各諸室の性能等は、【別添23】「諸室等性能表」に記載のとおりとする。 

① 執務室等 

・有効面積として合計9,500㎡以上を確保すること。 

・本書「第４ １」に示す目的を踏まえ、長期にわたるフレキシビリティを確保でき

る空間計画とすること。 

１）一般執務室 

・最大1,400名を収容するものとし、有効面積として合計7,000㎡以上を確保する

こと。 

・連続した階に配置するものとし、単純な矩形の空間を原則とすること。 

・将来の組織、業務形態の変更やワークスタイルの変化などに柔軟に対応できる

フレキシブルなオープンフロアを基本とすること。 

・業務効率や執務環境等の面において合理的な範囲で、各階の面積を大きく、階

数を少なくし、フロア内及びフロア間での部局連携を促進する空間計画とする

こと。 

・各階の一般執務室の有効面積は1,600㎡以上を確保すること。 

・来庁者の利便性や情報セキュリティに十分配慮した執務スペースとすること。 

・レイアウト変更等に対して柔軟に対応可能なようにできる限り小さな単位空間
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（モジュール）を基本とした設計とすること。 

・単位空間（モジュール）ごとに基礎的な照明・空調を配置すること。 

２）会議室 

・会議室は、庁舎機能全体で共用することを前提として、利便性を考慮した位置

で、階ごとに集約して配置し、有効面積として合計1,400㎡以上を確保すること。 

・来庁者の利用も想定し、利便性及びセキュリティを考慮した配置とすること。 

３）低層部諸室 

・低層部諸室は、２階に800㎡以上、１階に300㎡以上をそれぞれ確保すること。 

・低層部諸室は、一般執務室に比べ市民の利用や物品の搬出入が比較的多い機能

の配置を想定すること。 

② その他諸室 

１）トイレ 

・庁舎機能内に設置するトイレは、執務面積、職員数等に対応した必要箇所・必

要個数を設けること。その他、空気調和・衛生工学会規格によるものとするこ

と。 

・各階のトイレは、当該階各所からの歩行距離に配慮し、必要に応じて複数個所

の設置も含め適切に計画すること。当該階に１か所となる場合は、利用者エリ

アに設置すること。 

・バリアフリートイレを機能分散させて設置すること。 

・１階は、車椅子使用者用便房を備えた職員用トイレのみを設置し、来庁者用ト

イレはメインエントランス周辺（全体共用部）に設置するバリアフリートイレ

と兼ねるものとすること。そのため来庁者が円滑に全体共用部のバリアフリー

トイレを利用できるよう空間構成や配置、サイン等を計画すること。 

・各階の各トイレには、車椅子使用者用便房を男女別に設置すること。 

２）給湯室 

・給湯室は、各階の執務室等の近傍に確保すること。 

・一般執務室や応対スペースから目につかない場所に設置すること。 

３）荷捌き場 

・全体共用部の駐車場の一部に、庁舎機能専用の荷捌き場を確保すること。 

・一般乗用車５台分の駐車スペースを併設すること。  

４）倉庫・作業室 

・荷捌き場周辺に倉庫・作業室100㎡以上を確保すること。 

・各階に、施設管理運営のための資機材を収納する管理用倉庫を適宜設置するこ

と。 

５）災害備蓄倉庫 

・災害備蓄倉庫100㎡以上を設置すること。 

６）シャワー室 

・低層部諸室の関係者エリア内に、男女別に設置すること。 
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７）電気室・機械室等 

・庁舎機能に必要となる電気室・機械室等を設置すること。 

８）庁舎用監視室 

・庁舎機能専用の設備機器運転等の監視室を設け、庁舎機能の監視盤関係につい

ては、当該庁舎用監視室に設置すること。 

・庁舎用監視室は可能な限り防災センターに近接した位置に設けること。 

９）ごみ置場（庁舎各階用） 

・全体共用部のごみ置場等へ集積する前に、各階ごとにごみを集積する場所とし

て、執務室を有する各階に設置すること。 

10）その他 

・行政機能、全体共用部及び本事業敷地外構部には、喫煙室・喫煙スペースを設

けないものとする。 

③ エントランス等 

１）出入口廻り 

・外部出入口には風除室を設けること。 

・外部出入口は、雨天時に濡れずに出入りできるよう、庇を設けるなど配慮する

こと。 

２）エントランスロビー 

・吹き抜け等の開放感のある明快な空間構成とし、分かりやすい誘導表示を行う

こと。 

・エントランスロビー内又は近接した位置に、受付案内カウンター、応対スペー

ス（個室）、公衆電話設置スペース、ＡＴＭ設置スペースを設けること。 

３）その他 

・各階の低層用エレベーターホール及び高層用エレベーターホール付近にAED（自

動体外式除細動器）を設置できるようにすること（AED及び備品の調達・設置･

維持管理は市が行う。）。 

・執務室を有する各階のトイレ又は給湯室付近に飲料用冷水機を設置すること。 

・執務室を有する各階の職員用エレベーターホール付近に自動販売機スペースを

設けること。 

・一般執務室を有する各階の高層用エレベーターホール内又は近接して、来庁者

応対用の打合せスペースを設けること。 

 

４ 配置計画 

・庁舎機能の諸室は、連絡ロビー・エネルギー施設を介して、本庁舎１号館や４号館、中

央区役所等との間を円滑に移動でき、また、セキュリティを適切に確保できるよう、全

体の配置を計画すること。 

・庁舎機能専用のエントランスは、税関線及び東町線、連絡ロビー・エネルギー施設、三

宮駐車場地下通路との接続部に確保すること。 
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５ 動線計画 

・庁舎機能へのアクセスは、全体共用部のエントランスとは別に、税関線側及び東町線側、

三宮駐車場地下通路との接続部分に専用のエントランスを確保すること。また、連絡ロ

ビー・エネルギー施設を介して本庁舎１号館や４号館、中央区役所等との円滑な連携を

確保できるよう動線を確保すること。（再掲） 

・庁舎機能のエントランスは外部からの視認性や、他機能との接続など施設内の動線にも

配慮した計画とすること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の３階へ円滑にアクセスできるよう、動線を計画すること。

なお、当該動線を全体共用部のメインエントランスや民間機能にもアクセスさせる場合、

本書「第４ ６」に支障がないよう留意すること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設と庁舎機能を結ぶ渡り廊下は、利用者動線とすること。 

・来庁者にとって分かりやすく、安全・安心に利用でき、低層部では市民利用空間の活動

など、にぎわいを感じ取れる動線を計画すること。 

・各動線間や諸室との区画は、セキュリティ計画を踏まえて計画するとともに、災害時等

の避難が円滑に行えるよう計画すること。 

・来庁者の利用する動線と、物品等の搬出入等に利用する動線は適切に区分し、極力動線

が交差しないように計画すること。 

・什器類の搬出入、台車での資材運搬が円滑に行える十分な通路幅をもった動線を確保す

ること。 

・具体的な動線の区分は、【別添24】「動線とセキュリティ区分」を参照すること。 

・執務室等の鍵（物理錠）の受け渡し、開庁時間外の入退庁管理は、連絡ロビー・エネルギ

ー施設３階の守衛室において集約して行うため、職員の出退勤時の動線はこれを踏まえ

た計画とすること。 

・一般執務室については、フロア間の活発な交流、連携のため、近接するフロア間の移動

には階段利用を促す平面計画とするとともに、それに応じた一般執務室及び会議室のフ

ロア間のみを結ぶ階段を関係者エリアに計画すること。 

・会議室や打合せスペース等はエレベーターや上記階段周辺に配置するなど、他階の室や

設備等を利用しやすい計画とすること。 

・非常用エレベーターは、庁舎機能の人荷用エレベーターとして使用することも可能なも

のとして計画すること。 

・来庁者の移動用として、地下１階から２階までの各階をサービスするエレベーター（低

層用エレベーター）と、受付案内カウンター設置階（本書「第４ ６」参照）から一般執

務室各階をサービスするエレベーター（高層用エレベーター）を、それぞれ適切な台数

設置すること。 

・職員の移動用として、地下１階以上の各階に着床するエレベーター（職員用エレベータ

ー）を関係者エリア内に設置すること。 

・物品搬出入、メンテナンス利用を想定し、各階に着床するエレベーター（人荷用エレベ

ーター）を利用者②エリア内（来庁者の移動用のエレベーターとは分離）に設置するこ

と。 

・１階から２階をサービスするエスカレーターを設置すること。 
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６ セキュリティ計画 

・庁舎機能では、各諸室等の特性に応じて、セキュリティレベルを区分し、段階的に立入

りを制限管理する「セキュリティ・ゾーニング」を導入する。 

・セキュリティレベルの区分は、外部出入口及びエントランスロビー、低層用エレベータ

ーホール等を利用者①エリア、高層用エレベーターホール及び人荷用エレベーターホー

ル、応対スペース等を利用者②エリア、これら以外の執務室等やその他諸室、職員用エ

レベーターホール等を関係者エリアとする。具体的な各室、各部のセキュリティレベル

の区分は、【別添24】「動線とセキュリティ区分」を参照すること。 

・セキュリティレベルの異なるゾーンを行き来する場合は、入退室管理設備によるセキュ

リティチェックを経るものとすること。 

・１階又は２階（１階を基本とするが低層部の空間計画、動線計画、セキュリティ計画上

合理的な場合は２階も可とする。）に、来庁者のセキュリティチェックを行うための入退

室管理設備（ゲート機能（フラッパーゲート等））を設置すること。 

・来庁者のセキュリティチェックに係る受付等の手続きは、受付案内カウンターにて実施

するため、受付案内カウンターと入退室管理設備は近接した場所に配置すること。 

・１階及び２階に配置する低層部諸室の一部は、エントランスから入退室管理設備を経由

せずにアクセスできる利用者①エリア内に計画すること。（詳細は【別添23】「諸室等性

能表」に記載を参照すること） 

・連絡ロビー・エネルギー施設から庁舎機能に接続する部分に入退室管理設備を設置する

こと。 

・地下駐車場から庁舎機能に接続する部分に、入退室管理設備を設置し、職員及び搬出入

業者などは、入退室管理設備を経由して、庁舎機能にアクセスする計画とすること。 

・地下１階から２階までの各階において、利用者①エリアから、職員用エレベーターにア

クセスする動線上に入退室管理設備（ゲート機能（フラッパーゲート等））を設置するこ

と。 

・搬出入業者などの認証は、連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室又は庁舎用監視室から

遠隔で行えるようにすること。 

・開庁時間外の庁舎機能内外の往来は、連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室において一

元的に施錠（解錠）管理できる計画することとし、電気錠及び物理錠の双方による制御

を基本とすること。 

・非常時の避難経路は、平常時の他機能との動線区分によらず、安全・円滑な経路を確保

すること。ただし、避難方向と逆方向の侵入に対しては監視カメラの設置など必要な対

策を講じること。 

 

７ 仕上計画 

（１）内装計画 

・防火・防煙区画は火災時の円滑な避難や消火活動を想定した材料を選定する、人が

接触する範囲は危険な凹凸を避ける、地震による剥落・落下が生じにくい取付け方

法の採用、高所部材は落下防止措置を講じるなど、部位に応じて施設利用者に対す

る安全性を確保した計画とすること。 

・材料や形状等について、隣接する各機能との調和や庁舎機能内の連続性、維持管理
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の容易性に配慮した計画とすること。また、施設利用者の快適性や居心地の良さを

確保するため、木材利用を積極的に行うとともに、デザインの工夫などに努めるこ

と。その他自然素材の利用にも配慮すること。 

・執務室は、間仕切り等の設置が可能な設えとすること。 

・執務室の天井高2,800mm以上を確保できる階高とすること。 

・執務スペース、会議室等の床は原則としてOAフロア（H=約100mm)とすること。天井

はシステム天井とし、フレキシビリティを確保できる仕上げとすること。 

・抗菌・抗ウイルス素材を積極的に採用すること。 

・各部に求められる水密性、機能性、遮音性を確保すること。 

・各部の用途に応じ、適切な巾木を設けること。 

・鋼製の材料は、下地も含め防錆処理を行うこと。 

・快適で明るい施設となるよう、色彩計画等に配慮すること。 

・トイレの床は乾式（ドライ）で汚れにくく清掃しやすい仕上とすること。 

 

（２）建具関係 

① 共通 

・各諸室の使用内容に応じた計画とし、数量、開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕

様は使用目的、条件を考慮し設定すること。 

・不特定多数が利用する出入口の建具については、非接触対応や抗菌・抗ウイルス素

材の採用などの対応をとること。 

・各諸室と廊下等との間の間仕切りや室内の間仕切り並びに扉等はガラス等の透過性

のある素材を原則とするが、会議室にはブラインド等を設置したり、更衣室には目

隠しフィルムを貼る等、プライバシーに配慮すること。 

・各室の性能が確保できる水密性、機能性、遮音性を確保すること。 

・日常行動、交通、物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じない強度

を有し、ぐらつきがないこと。経年によるそりの発生がないこと。 

・電気錠及び物理錠の双方による制御を基本とすること。 

・物理錠はマスターキーシステム方式を採用し、マスターキーのグルーピング、予備

マスターキー、鍵違い本数の確保など建物管理に配慮した計画とすること。また、

建物全体のグルーピング系統の一部として、庁舎機能のみでのグルーピングも行う

こと。 

・避難経路や消防隊の進入経路などに設置する電気錠は、停電や火災時等において、

電気錠が解錠されるような仕組みとすること。 

・鋼製のものは、下地を含め防錆処理を行うこと。 

・建具高さ、意匠などは周囲の壁仕上、色彩、グレード感などと整合したものとする

こと。 

・建具はできるだけ壁面から突出しない納まりとすること。 

② 各室出入口 

・各室の機能や規模に応じ、収納家具、備品、間仕切りユニット及び設備機器などが

搬出入可能な有効寸法を確保すること。 
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③ 外部窓 

・結露防止対策に配慮するとともに、結露水が室内に及ばないようにすること。 

・位置及び寸法は、着席時に外部への視界を遮らず見通せる高さ及び幅とすること。 

・窓の(一部)開放、換気用のスリット窓の設置など、感染症対策を講じること。 

・窓を開放して使用することが想定される室や、ガラリなどには防虫対策を講じるこ

と。 

④ その他の建具及び点検口など 

・トイレの個室間間仕切りは天井までとすること。 

・点検口の数量及び性能は、設置目的の機能を満足した計画とすること。その際、設

置目的の点検、作業が無理なく行えるサイズ、位置にすること。 

⑤ 建具廻り 

・外部に面する窓についてはブラインドボックスを設置し、手動ブラインドを実装す

ること。 

 

（３）家具等の設置への対応 

・各階エレベーターホール付近の利用者エリアと関係者エリアの境界には、来庁者応

対のための受付カウンターの設置を想定した空間とすること。 

・フリーアドレスに対応したパーソナルロッカーや、コミュニケーションを誘発する

マグネットスペースの配置を想定した空間とすること。 

 

（４）サイン計画 

① 各種基準 

・ピクトグラムはJISZ8210（案内用図記号）による他、国際シンボルマーク、コミュ

ニケーション支援用絵記号等を参考にすること。 

・４か国語（日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語）対応とすること。 

・庁舎機能全体としてサインの整合、調和に努めること。 

② 外部サイン 

・庁舎機能の主要なエントランスから、庁舎機能各部分への到達ルートが容易に判別

できるよう、適切にサインを設置すること。 

・外壁等への市章等の掲示を行うこと。 

③ 内部サイン 

・エントランス、各階のエレベーターホールには、各階の案内や市政情報等を表示し、

その内容を容易に更新できるようデジタルサイネージを設置すること。 

・サイン等は、来庁者にとって分かりやすいデザインとし、弱視者、色弱者に配慮し

た色彩計画とすること。 

・各階案内図には当該階の簡易な平面図を記載し、主たる出入口、現在地、トイレ、

階段、エレベーター、避難口等を明示すること。また、部署名等の来庁者に周知が

必要な内容を明示すること。 

・全ての室等について、ピクトグラム又は室名表示によるサインを設置すること。 
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④ その他 

・懸垂幕、横断幕、旗竿は不要とする。 

・旧２号館から引き継いだ切り文字看板「神」「戸」「市」「役」「所」（支給品、各

40cm×30cm×６cm程度）を庁舎機能のエントランス等に効果的に設置すること。 

 

８ 構造計画・ＢＣＰ 

（１）基本方針 

① 構造安全性の目標 

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、構造体はⅠ類、建築非構造部材

はＡ類、建築設備は甲類の基準に適合する性能を確保すること。 

・一般執務室及び会議室、電気室、機械室に係る部分の構造体については免震構造又

は制振構造とし、国土交通大臣認定を取得すること。 

・大地震に対しては、地震発生後においても、応急対策業務及び優先度の高い通常業

務に必要な機能を維持すること。地震発生後も建築物全体として引き続き使用可能

（設計上想定する程度の地震に対し、部分的な損傷などは許容するものの、避難の

必要がなく、業務の継続に必要な設備の機能を維持又は早期の復旧が可能)な計画と

すること。 

・津波浸水に対しては、応急対策業務及び優先度の高い通常業務に必要な機能を維持

すること。 

・電気室及び機械室などの重要諸室、重要設備は税関線の高さ以上に配置するなど、

津波や豪雨等の浸水による影響を及ぼさないように対策を講じること。 

② フレキシビリティの確保 

・非常時の体制に迅速に対応できるフレキシブルな空間の確保や、新たな感染症等の

感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、ゆとりを持った空間をできる限

り確保するとともに、十分な換気能力の確保、非接触対応設備の導入、抗菌・抗ウ

イルス建材の積極的な採用など、最新の知見に応じた対策を講じること。 

・事務室間の間仕切り壁は、構造耐力上主要な部分としないこと。 

③ 性能確保とコスト縮減の両立 

・安全性やフレキシビリティに配慮しつつ、経済性の高い構造計画とすること。 

④ 地盤特性に配慮した設計用地震動の作成 

・模擬地震動（サイト波）の作成に当たっては、建設予定地周辺の地盤特性、地震環

境などを適切に考慮すること。 

⑤ 地盤と地震動に配慮した構造計画 

・基礎底面等における地震入力波は、建設予定地の地盤特性を考慮し、工学的基盤に

おける設計用スペクトルからの増幅を適切に考慮したものとすること。 

⑥ 居住性能の確保 

・人の動作による上下方向振動及び風による建築物の水平振動に関して、不快に感じ

ることがない程度の居住性能を確保すること。 
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⑦ 建築計画及び設備計画とあわせた総合的な検討 

・建築計画及び設備計画と整合した構造計画とすること。 

・地震時の建築物の揺れを合理的な範囲内でできるだけ小さく早く抑えるとともに、

仕上げの損傷防止や設備の変形追従性等に配慮すること。 

・災害時等でも庁舎機能が独立して機能できるよう、設備系統を極力庁舎機能専有と

して計画すること。 

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」に定める建物の耐震安全性の分

類において、官庁施設の種類は「特定の施設」に位置付ける。また、設備機器の重要

度は「重要機器」とし、主要設備機器の固定に関する計算書、施工要領書を作成、提

出の上、施工を行うこと。 

・重要機器の対象は、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、電力監視設備、拡声設

備、防災設備、昇降機設備、空調設備、換気設備、給水設備、給湯設備、消火設備、

中央監視設備等とする。 

・設備機器の固定及び配管配線等の施工に関しては、「建築設備耐震設計・施工指針」

によること。 

・災害時に途絶したライフライン種別により、機能維持の範囲を設定し必要な設備等

を計画すること。また、ライフラインの回復等に伴い、各設備の機能を速やかに復

旧できる計画とすること。 

⑧ 維持管理への配慮 

・維持管理が容易な計画とすること。 

・構造耐力上主要な部材（免震部材、制振部材を含む）の損傷評価や維持管理を考慮

した構造計画とすること。 

・将来的な改修等を想定し、不可視部分の施工記録やトレーサビリティに配慮するこ

と。 

 

（２）構造形式 

・構造架構モデルの時刻歴応答解析による検討に基づき、外力（地震動※１、暴風及び

積雪など）に対し、所定の性能を確実に確保できる構造形式とすること。 

※１ 地震動とは、稀に発生する地震動（レベル１）及び極めて稀に発生する地震動（レベル２）

を基本とし、それらに余裕度確認用地震動及び長周期地震動を加えたものを指す。詳細は所

定の性能とともに本書「第４ ８（５）」に示す。 

 

（３）耐久性目標 

・構造体の総合的な耐久性は、JASS５（「建築工事標準仕様書・鉄筋コンクリート工事 

2009 年版（一般社団法人日本建築学会）」）により計画供用期間の級で定めること。

一般的な劣化作用に対しての計画供用期間中は、構造体に鉄筋の腐食、コンクリー

トの重大な劣化が生じないものとすること。 

計画供用期間の級 計画供用期間 耐久設計基準強度[N/mm2] 

短期 30年 18 

標準 65年 24 

長期 100年 30 

超長期 200年 36 
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・本施設の耐久性能は、機能に応じて下表のとおりとする。 

 耐久性能の目標 

地下・基礎等のＳＲＣ、ＲＣ造部分 

Ｓ造のスラブ部分 

計画供用期間 100年 

計画供用期間の級 長期 

耐久設計基準強度[N/mm2] 30 

 

（４）地盤概要及び基礎 

① 地盤概要 

・地盤概要は、【別添８】「地盤調査報告書（抜粋）」参照のこと。 

② 基礎形式 

・建設予定地の支持層の地盤形状を考慮した安全性の高い基礎形式とすること。 

 

（５）荷重及び外力と設計目標 

① 設計用地震動、地震波及び耐震性能 

１）共通事項 

・設計用地震動は次に示すものとすること。 

ア 過去における代表的な観測地震波としてELCENTRO-NS(1940)、TAFT-EW(195

2)、HACHINOHE-NS(1968)の計３波 

イ 平成12年建設省告示第1461号に基づく模擬波（告示波）計３波 

ウ 建設予定地の地盤、地震環境を考慮した模擬地震動計２波 

・設計用地震波は、【別添８】「地盤調査報告書（抜粋）」に示すＰＳ検層結果を用

いて工学的基盤から表層までの地盤モデルを設定し、表層地盤における増幅を

適切に考慮して作成すること。また、工学的基盤が傾斜していることが建築物

の地震応答に与える影響を評価すること。 

２）稀に発生する地震動（レベル１） 

・稀に発生する地震動（レベル１）は、下表に示す観測波３波と告示波３波の計

６波とすること。 

 

観測波(過去に観測された代表的な強震記録を最大25cm/sに基準化) 

波形名 地震名 発生年 観測地 

ELCENTRO-NS インペリアルバレー地震 1940 エルセントロ 

TAFT-EW カーンカウンティ地震 1952 タフト 

HACHINOHE-NS 十勝沖地震 1968 八戸 

告示波（平成12年建設省告示1461号に基づく模擬地震動） 

波形名 地震名 発生年 観測地 

L1-jma 兵庫県南部地震 1995 神戸海洋気象台 

L1-hac 十勝沖地震 1968 八戸 

L1-rand ランダム位相 - - 
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・レベル１設計用地震動に対して、構造耐力上主要な部分が弾性範囲で、地上部

分の層間変形角の最大値が1／200 以内であることを確認すること。ただし制振

構造を採用する場合は、架構から制振部材を除いた状態においても解析を行い、

層間変形角1／200以内であることを確認すること。 

３）極めて稀に発生する地震動（レベル２） 

・極めて稀に発生する地震動（レベル２）は、下表に示す観測波３波、告示波３

波及びサイト波２波の計８波とすること。 

 

観測波(過去に観測された代表的な強震記録を最大50cm/sに基準化) 

波形名 地震名 発生年 観測地 

ELCENTRO-NS インペリアルバレー地震 1940 エルセントロ 

TAFT-EW カーンカウンティ地震 1952 タフト 

HACHINOHE-NS 十勝沖地震 1968 八戸 

告示波（平成12年建設省告示1461号に基づく模擬地震動） 

波形名 地震名 発生年 観測地 

L2-jma 兵庫県南部地震 1995 神戸海洋気象台 

L2-hac 十勝沖地震 1968 八戸 

L2-rand ランダム位相 - - 

 

サイト波 

ア 建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤

構造等に基づき作成した模擬地震波で影響の最も大きい震源を選定した地

震波 

イ 長周期かつ長時間継続する地震動（「超高層建築物等における南海トラフ沿

いの巨大地震による長周期地震動対策について（平成28年６月24日国住指

第1111号）」２．（１）①に規定する設計用長周期地震動。以下「長周期地震

動」という。）を考慮して適切に設定した模擬地震波 

 

・レベル２設計用地震動に対して、層間変形角、層の塑性率及び部材の最大塑性

率が次に示す条件を満たすことを確認すること。 

ア 層間変形角  1／100[rad]以下 

イ 層の塑性率  2.0以下 

ウ 部材の最大塑性率 4.0以下(制振部材を除く) 

４）余裕度確認用地震動（レベル２＋） 

・余裕度確認用地震動（レベル２＋）は、レベル２地震動を1.5倍の入力として設

定すること。 

② 建築設備の設計用水平震度 

・建築設備の性能を満足させる設計用水平震度は、「建築設備耐震設計・施工指針」の

建築物の動的解析を行う際の地震力の算定方法を採用すること。 

・地震応答解析により求めた床応答加速度を踏まえて、設計用水平震度を設定するこ
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と。 

③ 設計用風荷重及び耐風性能 

・耐風に関する性能は、「官庁施設の基本的性能基準」の性能水準を確保するとともに

次に示す性能についても確保すること。 

１）レベル１の風荷重は、「建築物荷重指針・同解説（一般社団法人日本建築学会）」

（以下「荷重指針」という。）による風洞実験で得られる結果によって、100年

期待値基準風速時の風荷重を定め、構造耐力上主要な部分の応力が許容応力度

以下となることを確認すること。 

２）レベル２の風荷重は、「荷重指針」による風洞実験で得られる結果によって、500

年期待値基準風速時の風荷重を定め、すべての構造耐力上主要な部分について、

当該荷重を受けた際に生じる応力が弾性限耐力（塑性化が始まる直前の耐力）

以内となることを確認すること。 

３）「免震建築物の耐風設計指針（一般社団法人日本免震構造協会）」に準拠し、免

震層のランク、免震部材のランクを設定して、適切な免震層の設計を行うこと。 

④ 設計用積雪荷重 

・垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条により算定し、比重はγ＝20（N/㎡・cm）、

積雪深度はh＝30（cm）とすること。 

 

（６）その他 

① 執務室の振動に関する居住性能 

１）床の歩行振動（鉛直振動） 

・日常的な使用状態での、人の動作による上下方向振動に関する居住性能評価は、

「建築物の振動に関する居住性能評価指針・同解説（一般社団法人日本建築学

会）」の鉛直振動に関する性能評価曲線に示す、評価区分ランクV-70以下の性能

を確保すること。床振動評価のための加振源は、２人歩行とする。 

２）風による水平振動 

・風による建築物の水平振動が居住性能におよぼす影響の評価は、「建築物の振動

に関する居住性能評価指針・同解説（一般社団法人日本建築学会）」の風による

水平振動に関する性能評価曲線に示す、評価区分ランクH-50以下の性能を確保

すること。具体的な性能評価は、再現期間１年の水平方向振動の最大応答加速

度を算出し、性能評価曲線に照合させて行うこと。 

 

９ 昇降機設備計画 

（１）共通事項 

・本書「第４ ５」及び「第４ ６」を踏まえて、必要となる庁舎機能用の昇降機設備

（乗用エレベーター（低層用、高層用、職員用）、人荷用エレベーター、エスカレー

ター等）を計画すること。 

・昇降機設備の台数、種別、速度及び速度制御方式並びに運転操作方式は、庁舎機能

の規模、用途、利用人数等に応じて交通需要を予測し、適切な台数、配置となるよ
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うに計画すること。また、メンテナンス等で一時的に昇降機設備の運用を停止する

ことも踏まえて台数、配置を計画すること。 

・庁舎機能の運営時間を考慮した計画とすること。 

・エレベーターの機能等は、【別添25】「エレベーター機能等一覧表」に記載の内容を

満たす計画とすること。 

・耐震クラスは、Ｓ14とすること。 

・エレベーターの長周期地震動に対する各種対策は、管制運転装置の他、脱レール防

止対策、各部の補強対策及びロープ外れ防止対策などを十分に行うこと。 

・地震発生などの緊急時にも、利用者の安全を守り、被害を最小限とし早期の復旧を

可能とする対策を十分に行うこと。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、非接触対応設

備の導入、抗菌・抗ウイルスの対応など、最新の知見に応じた対策に配慮すること。 

・セキュリティ連動、不停止制御、スケジュール運転及びかご呼び制御など各種管制

運転が可能な仕様とすること。 

・専用運転の運転制御が可能な仕様とすること。 

・昇降機設備製造者の遠隔監視が可能な仕様とすること。 

・高調波対策を行うこと。 

 

（２）一般用（乗用）エレベーター 

・本書「第４ ５」及び「第４ ６」を踏まえて、必要となるエレベーター計画とする

こと。 

・設置台数、かごの大きさ及び速度は、原則として次に示す条件を満たすよう、交通

計算を行い決定すること。 

○５分間輸送能力：20％以上 

○平均運転間隔：30 秒以下 

○交通計算前提条件：下表のとおり 

職員数 1,400人 

出勤率 80％ 

かご乗込率 80％ 

その他 出発階の直上階もエレベーターを利用するものとする。 

 

・かごの大きさや速度は、合理的な範囲で余裕をもった計画とすること。 

・エレベーターの扉の開口幅と開閉速度は乗り降りの際、一度に多数の施設利用者が

利用しやすいように考慮すること。 

・庁舎機能に設置する全ての乗用エレベーターは、高齢者、障害者等に配慮した仕様

とするとともに、だれもが快適で使いやすいものとなるようユニバーサルデザイン

に対応したものとすること。 

 

（３）人荷用エレベーター 

・屋上設置機器などの搬出入を考慮した適切なかごの大きさのエレベーターを２台以

上設置すること。ただし、１台については、非常用エレベーターとの兼用も可とす

る。 

・着床階は、機器搬入動線を考慮した着床階とし、庁舎機能の各階及び屋上に着床す
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ること。屋上に庁舎機能用の設備等がない場合、屋上は着床しなくてもよい。 

・速度は、昇降行程を考慮し、適切に設定すること。 

・かごの仕上げは、耐久性に配慮すること。 

・執務室内の改修工事などに配慮し、資材等の搬出入が可能なかごの大きさを計画す

ること。 

・庁舎機能に設置する全ての人荷用エレベーターは、高齢者、障害者等に配慮した仕

様とするとともに、だれもが快適で使いやすいものとなるようユニバーサルデザイ

ンに対応したものとすること。非常用エレベーターと兼用する場合、その非常用エ

レベーターも対象とする。 

 

（４）エスカレーター 

・低層部の動線（税関線、三宮駐車場地下通路、東町線、連絡ロビー・エネルギー施設

へ通行する動線）のレベル差を移動する場合においては、エレベーターの他、エス

カレーター等の円滑な移動を促すことができる方法について考慮すること。 

・エスカレーターは、上り下り双方向のエスカレーターを設置すること。 

・傾斜角度は、30度とすること。 

・職員の主たる出退勤動線となる場合は、出勤時などにも支障のない輸送能力を確保

すること。 

・衝突、はさみ込み防止及び駆け上がり防止などの安全対策を講じること。 

・速度の切替えが可能な仕様とすること。 

・省エネルギーや管理性を考慮し、省エネルギー運転や自動発停装置を設置すること。 

・点検時の上り動線の確保や出勤時間帯の上り専用運転などの運用を可能とするため、

運転方向の切替えが可能な仕様とすること。 

・乗降口部分には、現在位置及びエスカレーターの運転方向がわかるよう、音声、点

字による案内及び表示による案内を設置すること。 

・昇降口部分床面には、デザイン性に配慮し号機表示及び階数表示を行うこと。 

 

（５）監視盤 

・庁舎機能の全ての昇降機設備（エレベーター、エスカレーター）の監視盤は、庁舎

用監視室に設置し、各号機の運転停止、専用運転、各種管制運転操作、セキュリテ

ィ連動操作、インターホン応答などの各種操作を行える仕様とすること。 

・また、連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターにおいても、庁舎機能の全ての

昇降機設備（エレベーター、エスカレーター）の監視制御盤を設置する計画とする

こと。 

 

10 電気設備計画 

（１）共通事項 

・庁舎機能における各諸室の性能などについては、【別添23】「諸室等性能表」に記載

のとおりとする。 

・事業者は施工に影響する条件(構造、仕上げ、取り合い・納まり等)に十分留意し、

余裕を持った設計業務を行うこと。 

・市へのヒアリング、協議等を通じて、庁舎機能の特質、ニーズを把握し、安全性、快
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適性、利便性等に配慮した計画、機器選定とすること。 

・各機能が求める設備性能の確保に加え、他機能との管理区分の明確化、運用・維持

管理が容易となるように留意すること。 

・各設備機器は、機能的であるとともに、施設利用者の安全に配慮したものとするこ

と。また、その位置、形状、材質及び色彩について建物意匠との調和を図ること。 

・機器及びシステムは、将来の技術革新を考慮し、更新が容易な設備とすること。 

・各設備機器は、リスク分散、冗長性を考慮した計画とし、故障時にも速やかに修理

対応が可能とすること。また、交換・保守部品が、容易に入手可能であるものとす

ること。 

・各設備機器は、イニシャルコスト、ランニングコストなどのライフサイクルコスト

を考慮し計画すること。 

・各設備機器は修繕、更新時などの搬入出経路（昇降機が利用できない場合の揚重機

械等の設置スペース含む）など、維持管理を容易に行うことができる作業用スペー

スを考慮した配置、計画とすること。 

・各設備機器は、騒音、振動などに配慮した配置、計画とすること。 

・各設備機器は、高効率機器及び省エネルギー制御を採用し、安全性、耐久性、信頼

性、耐震性があり、長寿命、維持管理・更新の容易性、操作の簡便性、省資源及び快

適性に配慮し計画すること。 

・プルボックス、配管材料、配管付属品、支持金物などは、耐震性、耐久性、耐食性な

どを考慮し、長寿命な材料となるように選定を行うこと。ピット内、屋外ではステ

ンレス仕様とすること。 

・電線ケーブル類は、環境配慮型製品を使用すること。 

・各設備機器等は庁舎機能用であることがわかるようにすること。また、配線等には、

用途、行き先、径間、負荷分類、回路種別、ケーブル種別、電圧等を経年劣化で消え

ない様に表示すること。 

・各設備機器は、維持管理等に必要なものを含め、必要な付属品一式を含むこと。 

・各設備機器は、清掃、点検、保守等において、操作が容易であるとともに、特殊器具

を用いず効率的、安全かつ容易に作業が行えるものであること。 

・定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機能

維持に支障がないよう、総合的に計画すること。 

・設備諸室ならびにEPSの配置、主要設備機器の設置場所、配管、ケーブルラック等の

敷設経路については、将来の増設、予備スペース等や安全性、維持管理性・更新の

容易性、操作の簡便性、省資源に配慮し計画すること。 

・修繕、更新や保守、維持管理が適切に行える動線・点検スペースを確保すること。

また、各設備諸室やEPS等の点検扉の大きさについても配慮すること。 

・維持管理上、必要な部分には、来庁者などが立ち入りできないよう措置を講じるこ

と。また、各設備機器は、管理者、関係者以外に容易に使用されないよう、設置場所

や施錠付きとする等配慮すること。 

・設備において必要となる点検口の数量及び性能は、設置目的の機能を満足した計画

とすること。その際、設置目的の点検、作業が無理なく行える位置に設置すること。 

・点検口は、用途に応じた識別シールなどで外部からその用途を認識できるよう、計

画すること。また、点検口の裏面に使用目的、点検方向などを明記した用紙を貼り

付けること。 
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・屋上などに設置する機器の基礎などは、機器更新時や防水更新時に共連れ工事が発

生しないよう、高床の架台とするなど更新性に配慮した計画とすること。 

・外気に接している設備機器や配管、ボックスなどについて、塩害対策を講じること。 

・異種金属を接触させる場合など、電蝕の対策を講じること。 

・免震部分等にかかる配管等は、十分な可とう性を有するものとすること。 

・社会的状況の変化による各室の用途等の変更や間仕切りの変更に対応できるフレキ

シブルな設備構成、システムとすること。 

・将来の改修や更新などが容易に対応できるよう、機器、配管等の予備スペース、梁

や床など躯体への予備スリーブの確保などに十分考慮された計画とすること。 

・ケーブルラックの防火区画貫通処理部は、将来増設に配慮した工法を検討すること。 

・設備の軽微な変更、増設等を考慮した配管、配線、ダクト等のスペースを確保する

こと。 

・設備の軽微な変更、増設が可能な拡張性を持った設備システムとし、システム規模

の余裕も見込むこと。 

・行政需要の変化や将来の情報通信技術などへの対応が容易な計画とすること。 

・各種計算書等、設計根拠を記した書類を作成すること。 

 

（２）構内配電線路 

・庁舎機能のEPS等と連絡ロビー・エネルギー施設を接続する配管経路（φ100×２本

以上の予備配管）を確保すること。 

 

（３）受変電設備 

・庁舎機能の受変電設備を設置し、全体共用部の受変電設備から２回線で受電するこ

と。また、予備配管を適切に見込むこと。 

・受変電設備は、負荷に応じた適正な電圧による電力供給を行うとともに、短絡、地

絡等の事故に対して適切な保護を行うこと。 

・受変電設備容量は、庁舎機能に必要な電灯、動力設備等の負荷に対し、適切な容量

を確保すること。 

・受変電設備は、閉鎖型配電盤とし、屋内の電気室内に設置すること。また、閉鎖型

配電盤は、機器の点検、更新等が容易にできる構造、大きさとすること。 

・受変電設備は、震災、津波などの災害時においても電力供給が可能となるように対

策を施すこと。 

・電気室は、将来の設備更新、増設及び機器搬出入ルートを考慮したスペースを確保

すること。また、保守点検・更新が容易となる機器構成・レイアウトとし、水損事故

防止対策を十分に行うこと。 

・受変電設備の構成は、保守・事故による停電範囲の縮小化を図り、信頼性を向上さ

せること。 

・計画停電時等のバックアップ用バイパス回路を設けること。 

・電力監視設備に対応した入出力回路及び接点を設け、監視及び制御が行えるものと

すること。 

・力率改善のため進相コンデンサを設置し、適切な自動力率制御を行うこと。 

・コンデンサ突入電流抑制及び高調波電流流出抑制として直列リアクトルを設置する

こと。 



76 

 

・想定される監視及び制御の項目については、各受変電設備機器の電圧、電流、電力、

電力量、力率、デマンド監視、地絡、過電流、不足電圧、遮断器、負荷開閉器、電磁

接触器、コンデンサ異常、リアクトル異常、変圧器温度、限流ヒューズ断、配線用遮

断器断、発電機回路切替等の操作や表示（状態、故障）、計測等とし、詳細は協議に

より決定すること。また、十分な予備接点を設けること。 

・設置されるVCB（真空遮断器）の投入制御等は、現地での手動操作に加え、遠方での

操作、自動制御が可能とすること。 

・遮断器はVCB（真空遮断器）とし、引出形とする。 

・変圧器は、トップランナー制度以上の高効率機器を採用すること。 

・変圧器は、騒音と振動に配慮した機器とし、防振ゴムなどの設置を行うこと。  

・高調波対策を行うこと。 

・受変電設備は、通信、情報及び音響などに高調波及び高周波の影響がおよばないこ

と。 

・低圧盤の配線用遮断器は、短絡電流を十分遮断できるものとし、トリップ時遠方監

視（AL）接点付きとすること。 

・予備の配線用遮断器（トリップ値可変型）及び予備スペースを準備すること。 

・漏洩電流が測定可能な構造とすること。 

・停電時等の非常用発電設備からの電力供給時には、供給対象のみに電力供給が可能

となる構成（一般回路、保安負荷回路、防災負荷回路等を区別できる構成）とする

こと。 

・各分散電源（連系システム）は、適切な接続を行い、効率的運用及びBCPを考慮した

システムとすること。 

・電気室の空調や換気は、機器の発熱等を考慮して、適切に行えるものとすること。 

・キュービクル前面、点検通路等に絶縁ゴムマットを設けること。 

・電気室に、高圧真空遮断器用のリフターを１台設置すること。 

・取扱説明書とは別に、停電時、復電時、定期点検時の手順書を作成し、取扱説明を

実施すること。 

 

（４）電力貯蔵設備 

・庁舎機能の受変電設備の操作・制御・監視に必要となる直流電源装置を設置するこ

と。 

・直流電源装置の蓄電池及び整流装置は、キュービクル型とし、受変電設備と同一の

部屋に設置すること。 

・直流電源装置は、停電時等に電力供給を必要とする負荷（受変電設備制御用）に対

して、連続的に電力供給を行えるようにすること。 

・直流電源装置の容量は、受変電設備の操作・制御・監視を行うために必要な容量を

確保すること。また、十分な余裕を見込むこと。 

・直流電源装置の電源は発電機回路とすること。 

・直流電源装置の蓄電池は、長寿命型とすること。 

・受変電設備用の直流電源装置は他の設備、機能とは区別して設置すること。 

・庁舎機能用の電力監視設備に対応した入出力回路及び接点を設け、電力監視設備で

故障警報、状態表示等が監視、計測ができるようにすること。 
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（５）発電設備 

・停電時に電力供給が法令上求められる防災負荷及び庁舎機能の機能維持のため電力

の供給が必要となる保安負荷を稼働させるために必要となる庁舎機能の非常用発電

設備を計画、設置すること。 

・非常用発電設備は、震災、津波などの災害時においても電力供給が可能となるよう

に対策を施すこと。また、オイルタンク及びポンプなどの機器類は、 震災、津波な

どの災害時においても燃料供給が可能となる対策を施すこと。 

・非常用発電設備の容量は、停電時等において庁舎機能を維持するために必要な電力

を確保すること。また、十分な余裕を見込むこと。 

・停電時に機能維持が必要な庁舎機能の負荷へ、速やかに自動で安定的に電力供給が

可能な設備とすること。供給対象負荷は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及

び同解説」に基づく電力負荷とし、詳細は市との協議により決定すること。 

・全体共用部の受変電設備からの電源供給が途絶した状態で、供給対象負荷へ７日間

以上電力供給が可能な燃料備蓄量とすること。燃料備蓄量は、非常用発電設備の定

格出力（100％負荷）の燃料消費量（L/h）により計算すること。 

・非常用発電設備は、潤滑油を補充することなく、１週間以上連続運転が可能な設備

とすること。 

・非常用発電設備は、断水に備え、冷却水を必要としない方式を採用すること。 

・非常用発電設備の保守・更新用のスペースや搬出入ルートを確保すること。 

・使用燃料は、調達が容易で、より長期間の保存が可能な油種とすること。 

・引渡し時の燃料槽（小出槽含む）は、満油とすること。 

・給油口ボックスを設置し、給油車などによる給油を可能とすること。 

・庁舎機能用の電力監視設備に対応した入出力回路及び接点を設け、電力監視設備で

運転状況、状態監視等が監視、制御ができるようにすること。また、非常用発電設

備の電力、電力量なども計測、計量が可能とすること。 

・重故障、中故障、軽故障等の内訳項目（各警報項目）について、電力監視設備に警報

を移報できるようにすること。 

・必要に応じて燃料配管からの漏油対策を行うこと。 

・給気、換気及び排気は、十分な能力を確保するとともに、関係法令及び周辺環境へ

の影響に配慮すること。 

・他機能や各諸室に影響がないように、騒音、振動及び排気（大気汚染）等の抑制に

配慮、対策すること。 

・始動用蓄電池は、長寿命型とすること。 

・設置後の連続負荷試験を実施し、品質、性能が確保されていることを確認すること。 

 

（６）太陽光発電設備 

・公称最大出力合計10kW以上の太陽光発電設備を庁舎機能に設置すること。ただし、

全体共用部の設備として設置しても構わない。全体共用部の設備とする場合、本書

「第４ 10（６）」において、「庁舎機能」を「全体共用部」と読み替える。 

・太陽電池アレイは、日照条件、方位角、傾斜角度、光害（反射光による周辺への影響

に配慮）、塩害（周辺環境）、他設備機器の配置等の周囲条件、保守スペース、設置場

所の運用等を考慮して、適切な仕様を選定し、適切な場所に設置すること。 

・パワーコンディショナー、系統連系保護装置、接続箱等は、周辺環境、電力損失等
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を考慮して、適切な仕様を選定し、適切な場所に設置すること。 

・設置場所の構造や強度、またその場所に応じた耐風荷重、耐震性を考慮、確認する

こと。 

・太陽光発電設備は、庁舎機能の受変電設備等と系統連系して使用可能とすること。

また、庁舎機能の受変電設備の停電時は自立運転が可能とすること。 

・自立運転時の供給負荷は、庁舎機能エントランスや市民利用空間など、停電時等に

おける運用を想定し、有効な場所の照明、コンセント等に供給すること。 

・庁舎機能用の電力監視設備に対応した入出力回路及び接点を設け、電力監視設備で

運転状況、状態監視等が監視、制御ができるようにすること。また、太陽光発電設

備の電力、電力量なども計測、計量が可能とすること。 

・庁舎機能の表示設備や全体共用部の表示設備と連携する等、太陽光発電設備の発電

状況等や環境啓発コンテンツを作成し、表示できるようにすること。 

 

（７）燃料電池設備 

・公称出力３kW以上の事業用燃料電池設備を庁舎機能に設置すること。ただし、全体

共用部の設備として設置しても構わない。全体共用部の設備とする場合、本書「第

４ 10（７）」において、「庁舎機能」を「全体共用部」と読み替える。 

・燃料電池設備は、庁舎機能の受変電設備等と系統連系して使用可能とすること。ま

た、庁舎機能の受変電設備の停電時は自立運転可能とすること。 

・自立運転時の供給負荷は、庁舎機能エントランスや市民利用空間など、停電時等に

おける運用を想定し、有効な場所の照明、コンセント等に供給すること。 

・庁舎機能用の電力監視設備に対応した入出力回路及び接点を設け、電力監視設備で

運転状況、状態監視等が監視、制御ができるようにすること。また、燃料電池設備

の電力、電力量なども計測、計量が可能とすること。 

・庁舎機能の表示設備や全体共用部の表示設備と連携する等、燃料電池設備の発電状

況等や環境啓発コンテンツを作成し、表示できるようにすること。 

 

（８）電力監視設備 

・庁舎機能の受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備（非常用発電設備、太陽光発電設

備、燃料電池設備）、電灯設備及び動力設備などの監視、操作及び制御を行う電力監

視設備を庁舎機能に設けること。また、十分な監視、制御点数の余裕を見込むこと。 

・電力監視設備は、10分以上の使用が可能な無停電電源装置（UPS）を電力監視専用で

設置すること。また、無停電電源装置（UPS）は、電力監視設備の主装置の他、リモ

ートステーション及び通信機器などを無停電化すること。無停電電源装置の電源は

発電機回路とすること。 

・庁舎機能の電力監視設備の監視、操作端末は庁舎用監視室に設置すること。また、

設置する端末は２台以上の構成とすること。 

・機能性、操作性及び視認性を考慮し、管理規模、運営及び管理体制などに合致した

計画とすること。 

・電力量などのエネルギー消費を系統別、用途別などに計測、記録することが可能な

設備とし、計測、記録した情報をもとにエネルギー需要などの情報を管理し運用で

きるようにすること。 

・庁舎機能の電力監視設備において、市民利用空間の個別計量（電力量等）を計測、
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記録し、帳票出力が可能とすること。 

・通信などの規格は、BACnet等のオープンプロトコルを採用し、中央監視及び自動制

御設備（BEMS）、照明制御設備、入退室管理設備、自動火災報知設備等との連携及び

全体共用部の設備（全体共用部の電力監視設備、自動火災報知設備等）との連携を

可能とすること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターに設置されている電力監視設備と連携

するなど、庁舎機能の電力監視設備の監視、操作及び制御について、連絡ロビー・

エネルギー施設の防災センターにおいても対応が可能となるようにシステム改修等

を行うこと。 

・中央監視及び自動制御設備と統合された製品、システムも可とする。 

・監視モニター画面は、単線結線図等を活線表示することにより電力供給の状態をリ

アルタイムに確認可能なものとすること。 

・あらかじめ設定した停電時、復電時及びメンテナンス時などの各状況に応じた制御

パターンを自動制御可能とすること。 

・庁舎機能の表示設備と連携する等、電力の利用状況、発電量、エネルギー消費量な

どをわかりやすく示す映像をリアルタイムで表示、出力可能な設備とすること。 

 

（９）接地設備 

・異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による人及び機材の損傷を防止するために、必

要な接地設備を設けること。 

・全体共用部の接地極もしくは主接地端子盤から、全ての接地極種別の配線を庁舎機

能の主接地端子盤に接続すること。 

・庁舎機能の主接地端子盤は庁舎機能の電気室（庁舎機能の受変電設備を設置する部

屋）に設置すること。 

・庁舎機能の各階に接地端子盤を設置し、Ａ種、Ｃ種、Ｄ種、ELB、通信Ａ種の接地端

子台を設けること。接地端子盤は主接地端子盤より接地配線を行うこと。 

・庁舎機能内の接地については、原則、庁舎機能の接地端子盤から接地配線を行うこ

と。 

・電位上昇時はサージ保護デバイス（SPD）により接続が可能とすること。 

 

（10）雷保護設備 

・落雷による建築物の物的損傷及び人命の危険低減のため、庁舎機能として必要とな

る雷保護設備を計画、設置すること。 

・また、通信・情報機器の機能の確保を図るため、重要な通信・情報機器への雷サー

ジの侵入に対する防護対策を講じること｡ 

・落雷時における電位差の発生を防止する対策を講じること｡ 

・構造体、給排水管など、適宜ボンディングを行い、電位差の発生を抑制すること。 

・電力・通信引込線からの雷サージの侵入を防止する対策を講じること｡ 

・庁舎機能の受変電設備、各分電盤、各動力制御盤、通信設備にサージ保護デバイス

（SPD）を設置すること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設など、他棟からの通信設備配線を接続する場合につい

ては、接続盤を設け、サージ保護デバイス（SPD）を設置すること。 
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（11）幹線設備 

・各設備へ安全に安定した電力供給や通信を行うことができ、拡張性、保全性を考慮

した計画とすること。 

・原則、庁舎機能及び市民利用空間の幹線設備とし、他の機能に電力供給や通信配線

を行わないこと。 

・EPSが他の機能と共用する場合、庁舎機能の配線、配管（ケーブルラック含）は明確

に区別し、表示を行うこと。 

・幹線設備は、負荷電流及び電圧降下に対して十分なものを選定すること。 

・幹線設備は、過電流や地絡により、配線や機器の損傷、感電、火災の恐れがないよ

うに保護すること。 

・階層別、用途別などに幹線系統を明確にし、管理・点検を容易に行うことができる

ようにすること。 

・停電時等の非常用発電設備からの電力供給時には、供給対象のみに電力供給が可能

となる幹線系統（一般回路、保安負荷回路、防災負荷回路を区別できる幹線系統）

とすること。 

・ケーブルラック、配管、プルボックス等の仕様は、使用環境、維持管理、意匠性を考

慮して選定、計画すること。 

・将来の幹線増設が容易にできるように、配管、ケーブルラックの増設、更新スペー

スを見込むこと。また、予備配管を適切に見込むこと。 

・各動力制御盤、分電盤、弱電端子盤を含め、十分なEPSのスペースを確保すること。 

・原則、幹線ケーブル配線の中間接続は行わないこと。 

・幹線分岐については、各動力制御盤、分電盤、弱電端子盤内に配線用遮断器もしく

は端子台を設置し、分岐すること。 

・原則、強電、弱電のプルボックスは共用しないこと。共用する場合はセパレータを

設け接地を行うこと。 

・配線には、用途、行き先、径間、負荷分類、回路種別、ケーブル種別、電圧を経年劣

化で消えない様に表示すること。配線の表示は、必要と見込まれる箇所すべてに設

置すること。 

・プルボックスには、点検者から見える位置に用途及び名称などを記した耐候性、耐

久性のある名板を取り付けること。また、プルボックスを天井裏に設置する場合、

近傍に点検口を設けること。 

・上記に加えて、配線、配管には庁舎機能用であることを表示すること。 

 

（12）動力設備 

・動力制御盤は、機械室及びEPSなど、保守・点検が容易な場所に設置すること。原則、

庁舎機能用とし、他機能の動力設備には電力供給しないこと。 

・動力制御盤は、将来対応用の増設スペース、予備回路を適切に見込むこと。 

・分岐回路は、原則として電動機等の負荷１台ごとに専用の分岐回路とし、漏電遮断

器で保護すること。 

・動力制御盤と同室に無い動力負荷への電源供給は、負荷直近に手元開閉器を設ける

こと。 

・分岐回路は、負荷容量（特性）、始動方式、運転方式等を考慮して、適切な機器の運

転及び制御が行えるものとすること。 
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・動力設備の監視及び制御は、動力制御盤の盤面により行えるものとし、かつ、電力

監視設備からの遠方操作、自動制御を可能とすること。 

・動力制御盤は電力の計測（空調設備、ポンプ等）が可能な回路構成とすること。 

・インバーター制御を行う場合、インバーター故障時に商用電源による100％運転が可

能なように、バイパス回路を構成すること。 

・換算係数Ki=1.8以下の機器仕様とするなど、高調波対策を行うこと。 

・屋外及び湿気、水気の多い室内は、ステンレス製とすること。ただし、意匠性を求

められる場所は、溶融亜鉛めっき焼付塗装とすること。 

 

（13）電灯設備 

① 分電盤 

・分電盤、OA盤は、EPSなど、保守・点検が容易な場所に設置すること。原則、他機能

の電灯設備には電力供給しないこと。 

・分電盤、OA盤は、実装する予備回路、将来対応用の増設スペースについて十分な余

裕を見込むこと。 

・分電盤は、適切な負荷容量及び分岐回路数となるように考慮して、原則各階ごとに

配置すること。EPSの配置に応じて、各階の分電盤の数量、配置を計画すること。 

・OA盤は、原則として各室ごとに配置すること。ただし、面積の小さい室が多い場合

はこの限りではない。 

・OAフロアへの配線（電力、通信）は、OA盤からフレキシブルに敷設すること。 

・分岐回路は、負荷用途、特性に応じて、配線用遮断器または漏電遮断器で保護する

こと。 

・分岐回路は、照明、コンセント、ファンコイル等は別回路とすること。回路番号の

設定を工夫すること。 

・電灯設備の監視及び制御は、必要に応じて、安全性及び保全性を考慮して、必要と

なる動作、警報表示等が行えるものとすること。 

・分電盤は電力計測（主幹、照明、コンセント、ファンコイル等）が可能な回路構成と

すること。 

・屋外及び湿気、水気の多い室内は、ステンレス製とすること。ただし、意匠性を求

められる場所は、溶融亜鉛めっき焼付塗装とすること。 

② 一般照明 

・各室の用途、施設利用者の活動内容等に応じた適切な光環境を確保すること。また、

省エネルギー性、メンテナンス性、意匠性なども考慮し、適切な機器の選定等、電

灯設備の計画を行うこと。 

・庁舎機能に必要となる電灯設備、照明制御設備を設置すること。 

・照度シミュレーション等も活用し電灯設備の計画を行うこと。  

・照明器具は、原則LED仕様とする。 

・照明方式は、アンビエント方式を標準とするが、庁舎機能の執務室はタスク・アン

ビエント照明の想定とする。その場合、アンビエント照明のみで【別添23】「諸室等

性能表」で要求する照度を確保することが可能な設備とし、タスク照明（デスクラ

イト等）を別途導入する場合、調光による減光が可能な設備とすること。 

・高所に設置する機器など、安全面を配慮し、落下防止措置等を講じること。 
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・照明点滅回路は、スイッチを含めレイアウト変更などに対応できる点滅区分とする

こと。また、執務室は、１台ずつアドレス設定が可能で、調光及び消灯ができるも

のとし、任意のグループ(エリア)設定ができること。 

・自然光を積極的に活用するとともに、人感センサーなどによる点滅制御、プログラ

ムなどによるスケジュール制御及びパターン制御などを組み合わせることにより、

過剰照度や消費電力を低減できる工夫を行うこと。 

・照明制御装置を設置し、庁舎機能内照明の一括管理を可能とすること。照明制御装

置は、庁舎用監視室に設置すること。 

・照明制御システムは、将来の制御回路増設に対応可能な容量、系統数を見込むこと。 

・照明制御設備は、オープンプロトコルの通信機能を持ち、庁舎機能用の電力監視設

備などとの連携、統合が可能な設備とすること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターに設置されている照明制御設備と連携

するなど、庁舎機能の照明制御設備について、連絡ロビー・エネルギー施設の防災

センターにおいても対応が可能となるようにシステム改修等を行うこと。 

・照明制御設備は、個別制御、グループ制御、パターン制御の他、人感センサー等と

連動し、点滅や調光制御が可能な設備とすること。 

・照明制御装置や照明点滅に必要な設備（リモコントランス等）の電源は発電機回路

とする。 

・非常用照明、誘導灯は、原則LED仕様とすること。 

・非常用照明は法定点検及び機器更新などのランニングコストを試算し、電源内蔵型、

電源別置型を選定すること。なお、試算範囲は庁舎機能及び市民利用空間とするこ

と。 

・非常用照明、誘導灯は、建築基準法、消防法をはじめ関係法令等に適合する性能を

確保すること。 

・庁舎機能の非常用照明、誘導灯は、庁舎機能の分電盤から配管配線、機器設置を行

うものとし、各機能の設備とは系統を区分すること。 

③ コンセント 

・各室の用途を考慮してコンセント設備を計画すること。 

・コンセントは、用途に適した形式、容量を確保し、適切な数量を適切な位置に配置

すること。 

・コンセントは、供給する電圧、電流及び相数並びに使用環境に応じた形式とするこ

と。 

・清掃用などにも配慮した配置計画とすること。 

・コンセントは原則、接地端子付もしくは、接地ターミナル付とすること。壁コンセ

ントは原則２個口とすること。 

・コンセントは、一般回路、発電機回路などの電源種別ごとにコンセント色を分ける

など、容易に識別、確認できるものとすること。 

・OAフロア部は、ハーネス用ジョイントボックスにOAタップを実装とすること。ハー

ネス用ジョイントボックス１つにつきOAタップ２つの想定とする。 

・ハーネス用ジョイントボックスは４分岐（送り付）とすること。また、防塵カバー

を取り付けること。 

・ハーネス用ジョイントボックスは約８㎡に１個設置することとし、設計時に市との
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協議により配置、数量を決定すること。 

・OAタップは４個口以上、パイロットランプ付とし、ケーブル長５ｍ以上の抜け止め

タイプとすること。 

・執務室以外など盗電等の可能性のある場所に設置するコンセントについては、鍵付

きカバーを設置すること。 

・屋外に設置するコンセントは、使用者を制限し、容易に水に濡れないこと。 

・コンセント、ハーネス用ジョイントボックスには対象分電盤及び回路番号を表示す

ること。 

・庁舎機能エントランス等に災害時にも利用できる発電機回路のコンセントを設ける

こと。 

 

（14）構内通信線路 

・庁舎機能までの構内通信線路を計画、設置すること。 

・庁舎機能のEPS等と連絡ロビー・エネルギー施設を接続する配管経路（φ100×２本

以上の予備配管）を確保すること。 

・【別添16】「地中埋設物位置図」に示す東町線の既設地中埋設配管について、本事業

敷地内においてハンドホール等で接続し、連絡ロビー・エネルギー施設までの配管

経路を確保すること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設までの地中埋設配管は、FEP100×４本以上とし、GLよ

り600mm以上深くなるように敷設すること。 

・車両通行部分のハンドホールは、重耐重蓋とすること。 

・ハンドホール配置は、点検スペースや周囲の意匠に配慮すること。 

・配管には呼び線を敷設すること。また、ベルマウス等により、ケーブルの外傷防止

を行うこと。 

・地中埋設管路には、埋設深さ半分の位置に埋設標識シート（２倍長）を設けること。 

・引込みの電気経路は水密性を確保すること。 

 

（15）構内情報通信網設備 

・庁舎機能のネットワークについて、必要な情報ラック、電源工事、配管工事、配線

ルート、機器設置場所の確保を行うこと。ネットワークの配線工事、ネットワーク

機器の設置工事は別途工事とする。 

・庁舎機能用の光配線盤（PD盤）以降、EPS内の情報ラックを経由して庁舎機能のネッ

トワークを構築すること。想定されるネットワークは、下表のとおりとする。 

有線ネットワークＡ（基幹系、福祉基幹系） 

無線ネットワークＢ（情報系） 

有線ネットワークＣ（各プリンタ、出退勤システム） 

有線ネットワークＤ（その他独自システム） 

 

・全体共用部の主光配線盤（PT盤）から庁舎機能用の光配線盤（PD盤）までの配管を

準備すること。配管の大きさについては、インフラ供給事業者との協議結果や事業

者提案を基に市と協議の上、決定すること。また、予備配管を適切に見込むこと。 

・光配線盤（PD盤）からインフラ供給事業者のONU（回線終端装置）、また主要(基幹)

ネットワーク機器が設置されるEPSの情報ラックまでの配管工事行うこと。インフラ
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供給事業者の光配線２本以上を通すものとし、専用の配管等で保護すること。 

・情報ラック内機器の相互接続のため、各EPS間の配管工事を行うこと。光配線２本程

度及びLANケーブル約10本を通すものとし、光配線専用及びLANケーブル専用の配管

等で保護することを想定し準備すること。 

・各EPSから庁舎機能の各執務室（天井裏、OA床）までの配管工事を行い、配線ルート

を確保すること。配線スペースはLANケーブル（Cat6A相当）約100本を想定すること。 

・天井裏、OA床の防火区画等に、必要なスリーブ、配管工事及び区画貫通処理を行い、

配線ルートを確保すること。 

・EPSの情報ラックからHUB等の機器設置場所までのLANケーブル距離が100m以内とな

るように考慮すること。 

・EPS等に情報ラックを設置すること。また、保守・更新用のスペースや搬出入ルート

を確保すること。 

・主要(基幹)ネットワーク機器が設置されるEPS内の情報ラックは、19インチラック約

20Ｕ、扉・カギ付とし、棚２枚を収納しておくこと。設置個所は想定２～３か所と

するが、庁舎機能の配置等を踏まえ、市と協議の上決定すること。 

・その他の各EPS内に設置される情報ラックは、19インチラック約15Ｕ、扉・カギ付と

し、棚２枚を収納しておくこと。設置個所は各階１～２か所とするが、庁舎機能の

配置、市と協議の上決定すること。 

・情報ラック内に排熱が留まらないように配慮すること。 

・主要(基幹)ネットワーク機器が設置されるEPS内の情報ラック用にコンセント16口

（ブレーカー20AT単独回路×２回路）以上を準備すること。 

・その他の各EPS内に設置される情報ラック用にコンセント８口（ブレーカー20AT単独

回路×１回路）以上を準備すること。 

・情報ラック用のコンセントについては、発電機回路とすること。 

・別途工事で設置が想定されるHUB、プリンタ、職員用カードリーダー等に対して、電

源（コンセント等）、配線経路（空配管等）を準備すること。 

 

（16）構内交換設備 

・庁舎機能の電話設備について、必要な配管配線工事、配線ルート、機器設置場所の

確保を行うこと。電話機（固定電話、モバイル電話）、FAXの調達、配線盤（IDF）の

端子台から電話機等までの配線は別途工事とする。 

・庁舎機能用の主配線盤（主IDF）以降、各EPSの配線盤（IDF）を経由して庁舎機能の

電話設備を構築すること。想定される電話設備は、下表のとおりとする。 

固定電話（50台想定） 

FAX（100台想定） 

 

・EPS等に主配線盤（主IDF）、配線盤（IDF）を設置すること。また、保守・更新用のス

ペースや搬出入ルートを確保すること。配線盤（IDF）の設置数は庁舎機能の各階１

～２か所とするが、庁舎機能の配置等を踏まえ、市と協議の上決定すること。 

・全体共用部の主配線盤（MDF）から庁舎機能用の主配線盤（主IDF）までの配管、配線

を行うこと。 

・局線数は、200回線以上とし、庁舎機能用の主配線盤（主IDF）の端子台は200Pr以上

とすること。将来の機器増設に備え、十分に対応可能な回線数を見込むこと。 
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・庁舎機能用の主配線盤（主IDF）から各EPSの配線盤（IDF）までの配管、配線を行う

こと。 

・各EPSの配線盤（IDF）の端子台は50Pr以上の想定とするが、庁舎機能の配置等を踏

まえ、市と協議の上決定すること。また、予備端子台、予備スペースも見込むこと。 

・各EPSの配線盤（IDF）から庁舎機能の各執務室（OA床等）までの配管工事行い、配線

ルートを確保すること。配線スペースは電話配線50本以上の想定とするが、庁舎機

能の配置等を踏まえ、市と協議の上決定すること。 

・EPSまたは庁舎用監視室等、庁舎機能の１か所に構内交換設備用に19インチラック42

Ｕ程度、扉・カギ付、棚２枚を準備すること。 

・19インチラックを設置する場所については、庁舎機能の配置等を踏まえ、市と協議

の上決定すること。 

・19インチラック用にコンセント８口（ブレーカー20AT単独回路×１回路）以上を準

備すること。コンセントは非常用発電機回路とすること。 

・EPS、OA床などの配線ルート上の防火区画等に、必要なスリーブ・配管工事及び区画

貫通処理を行い、配線ルートを確保すること。 

・災害時優先電話の使用が想定されるため、インフラ供給事業者と協議を行うこと。 

・昇降機設備の遠隔監視用等に配線を行うこと。 

・複数の外部通信キャリアと協議し、携帯電話の不感対策として、携帯電話中継設備

が設置可能な機器設置スペース、配線ルート及び電源を確保すること。 

・別途工事で設置が想定される電話機、FAX等に対して、電源（コンセント等）、配線

経路（空配管等）を準備すること。 

 

（17）情報表示設備 

① 表示設備 

・様々な情報を表示するための表示装置及びそれらを統合管理するシステム（デジタ

ルサイネージ等）を庁舎機能に計画すること。 

・発信する情報は、庁舎案内、災害等緊急情報、市政情報、イベント情報、観光・特産

品情報、庁舎環境配慮情報などを想定している。 

・「庁舎機能エントランス」及び「庁舎機能の各階エレベーターホール」に表示装置を

設置すること。また、必要な電源工事、配管配線工事を行うこと。 

・表示装置に表示する内容は、専用端末から操作、変更を可能とし、表示する情報を

作成支援するソフトウェアを含むこと。 

・専用端末については、庁舎用監視室に設置すること。 

・各表示装置へは、「太陽光発電設備」「燃料電池設備」「電力監視設備」「中央監視及

び自動制御設備（BEMS）」などからの映像、音響を取りまとめて表示可能な設備とし、

それらの映像は表示装置ごとに、表示時間と内容をプログラム可能な設備とするこ

と。 

・テレビ共聴設備との連携が可能な設備とすること。 

・「自動火災報知設備」より、火災信号を受信し、各表示装置に火災情報、避難情報を

自動で表示できるようにすること。 

・庁舎案内等のコンテンツを制作すること。 

・ディスプレイの電源は、任意に入切りできること。 
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・ディスプレイの大きさは、庁舎機能エントランス120インチ相当1台、庁舎機能の各

階エレベーターホール100インチ相当２台とする。 

② 時計設備 

・庁舎機能において正確な日本標準時刻が把握できるように、庁舎機能の電気時計設

備を計画すること。 

・全体共用部と同一の時刻を表示、確認できるようにシステムを連携させるなど配慮

すること。 

・タイムサーバー等、庁舎機能用の各監視設備の主装置が同一の時刻で制御、監視で

きるような構成とすること。 

・電気時計設備は、親時計、子時計などで構成すること。 

・原則、庁舎機能用とし、他機能の場所に庁舎機能の電気時計設備を計画しないこと。 

 

（18）映像・音響設備 

・会議室等において、映像・音響設備に必要な電源工事、配管工事、配線ルート、機器

設置場所を想定し、将来対応できるように配慮すること。 

・また、難聴者支援設備として磁気ループ式などの設備も将来対応できるように配慮

すること。 

 

（19）拡声設備 

・庁舎機能用の業務放送アンプ架を庁舎用監視室に設置し、全体共用部に設置する主

装置（アンプ架）と接続すること。また、非常切替リレー等により非常放送の鳴動

が可能なシステム構成とすること。 

・庁舎機能のスピーカーは業務兼非常用とし、スピーカー配置は業務放送利用時の明

瞭性に配慮すること。 

・各室の用途、施設利用者の活動内容等に応じて、スピーカー、音量調節器（アッテ

ネーター）を設置すること。 

・原則、庁舎機能用及び市民利用空間用とし、他機能の場所に庁舎機能の拡声設備を

計画しないこと。 

・業務放送アンプ架は、将来の増設に備え、十分に対応可能な容量及び回路数を見込

むこと。 

・放送ゾーニングは、利用用途毎に細分化し、きめ細かい運用を可能とすること。 

・庁舎機能の拡声設備の電源は発電機回路とすること。 

・業務放送アンプ架には、BGM用プレーヤー、アナウンスマシン、プログラムタイマー

等を計画すること。 

・庁舎用監視室及び連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターに、業務用リモート

マイクを設置すること。 

・本庁舎１号館の庁内放送について、連絡ロビー・エネルギー施設に設置されている

主装置（アンプ架）と連携し、庁舎機能内に放送が可能なシステム構成とすること。

これにより必要となる連絡ロビー・エネルギー施設に設置されている主装置（アン

プ架）のマトリクスシステムの設定変更等システム調整も見込むこと。 

・業務放送の優先度については、市と協議の上決定すること。 
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（20）誘導支援設備 

① トイレ呼出 

・庁舎機能に設置されるバリアフリートイレについては、トイレ呼出を設置すること。 

・庁舎機能のトイレ呼出は、当該トイレ（現地）及び庁舎用監視室で警報確認が可能

な設備とすること。 

・バリアフリートイレの個別機能に応じて必要となるトイレ呼出ボタンを設置するこ

と。トイレ呼出ボタンは、使用者が倒れた時でも緊急通報ができる位置にも設置す

ること。また、表示灯、復旧ボタンを設置すること。 

・庁舎用監視室に設置するトイレ呼出の表示装置は、十分な表示数を確保し、余裕を

見込むこと。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室においても、トイレ呼出の表示装置を設置す

るなど、トイレ呼出の警報確認が可能な構成とすること。 

② 音声誘導 

・庁舎機能エントランスの外部出入口に誘導支援として音声誘導装置などの設備を庁

舎機能に計画すること。 

・トイレ内の設備説明のために、庁舎機能のバリアフリートイレ内に音声案内装置を

設置すること。 

・４言語以上の多言語対応とすること。 

③ インターホン 

・動線計画やセキュリティ計画に合わせて、庁舎機能の必要な箇所にインターホンを

計画すること。 

・庁舎用監視室にネットワーク対応のインターホンを設置し、連絡ロビー・エネルギ

ー施設の防災センター、守衛室に設置されているインターホンと連携すること。 

・庁舎用監視室に設置するインターホンは全体共用部の防災センターに設置されるイ

ンターホンと通話できるようにすること。 

・搬出入業者などの動線（人荷用エレベーターにつながる動線）に計画される各階の

セキュリティ区画に庁舎用監視室もしくは連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室と

通話できるインターホンを設置すること。また、人荷用エレベーターから一般執務

室への動線におけるセキュリティ区画にも、一般執務室と通話できるインターホン

を設置すること。これらのインターホンから対象のセキュリティを解錠操作ができ

るようなシステムとすること。 

・一般執務室に設置するインターホンの数量については、庁舎機能の配置、レイアウ

ト等を踏まえ、市と協議の上決定すること。 

・インターホンはネットワーク対応の仕様とし、必要となる設定を行うこと。 

・インターホンはカメラ付とすること。また、入退室管理設備と連動し、電気錠の施

解錠操作が可能な設備とすること。 

・インターホン設備の電源は発電機回路とすること。 

 

（21）テレビ共同受信設備 

・庁舎機能にテレビ共同受信設備を設置すること。 

・地上デジタル放送、BS、CS、FM、AM等の各種アンテナを設置すること。全体共用部の
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各種アンテナ等から放送を受信しても構わない。 

・ケーブルテレビを引込可能とすること。 

・本庁舎１号館の自主放送を含めたテレビ共同受信設備の放送について、連絡ロビー・

エネルギー施設の端子盤で配線を接続し、庁舎機能に映像を配信することが可能な

構成とすること。 

・各種アンテナから受信する放送及び本庁舎１号館の自主放送を含めたテレビ共同受

信設備の放送を混合分配する等で、庁舎機能内への配信、テレビ端子での放送の受

信が可能な構成とすること。 

・原則、庁舎機能用とし、他機能の場所に庁舎機能のテレビ共同受信設備を計画しな

いこと。 

・【別添23】「諸室等性能表」をもとに各室の用途を考慮してテレビ端子を設けること。 

・テレビブースター等テレビ共同受信設備に係る電源は、発電機回路とすること。 

・各機器は、UHF、CATV、BS、CS放送に対応した機器とすること。 

・各機器は、HDTV放送、4K放送、8K放送に対応したシステムとすること。 

 

（22）監視カメラ設備 

・庁舎機能内に防犯対策及び状況監視を目的とした監視カメラ設備を設置すること。 

・監視カメラ設備は、将来の拡張性を考慮し、ネットワークカメラ方式とすること。 

・監視カメラ映像は、庁舎用監視室で監視、操作可能とすること。 

・庁舎用監視室に、42インチ以上のモニターを２台以上設置し、大画面で監視が可能

な設備とすること。また、別の24 インチ以上のモニターで、映像監視、映像記録を

継続して行うことのできる監視端末を１台以上設置すること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室に、42インチ以上のモニターを２台以上設置

し、連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室においても監視、操作が可能な設備とす

ること。 

・監視映像は分割表示、個別表示等を可能とすること。 

・録画映像の記録時間は、全ての監視カメラの映像を、フレームレート約５fps、最高

画質で１ヶ月以上録画できるものとし、HDDのバックアップ（RAID）機能を備えるこ

と。また、HDDの故障表示を監視端末で確認できるようにすること。 

・次の監視対象にカメラを設置すること。庁舎機能内における、他機能との接続部、

外部の出入口、庁舎機能エントランス、受付案内カウンター（ゲート機能設置場所

付近）、各エレベーターホール、階段の出入口、荷捌き場、市民利用空間などの想定

とし、市と協議の上決定すること。 

・ネットワークカメラは、フルHD1,920×1,080 以上の解像度とすること。 

・ネットワークカメラは、昼夜に関わらず、容易に被写体を視認可能とすること。 

・ネットワークカメラの電源は、PoEスイッチからの電源供給とすること。 

・監視カメラ設備には、瞬停対策として10分以上の使用が可能な無停電電源装置（UPS）

を専用で設置すること。また、機器保護のため、システムの自動シャットダウンが

可能とすること。 

・監視カメラ設備の電源は発電機回路とすること。 

 

（23）防犯・入退室管理設備 

・本書「第３ ４（２）」、「第３ ４（３）」、「第３ ５（２）」、「第３ ５（３）」、「第
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４ ５」、「第４ ６」及び【別添24】「動線とセキュリティ区分 」を踏まえつつ、必

要となる入退室管理設備を計画すること。 

・セキュリティレベルに合わせた来庁者、職員などの動線の区画、安全性の確保及び

運営時間帯別の利便性などを考慮した庁舎機能の入退室管理設備を計画すること。 

・庁舎機能の入退室管理設備は原則、他機能の入退室管理設備とは区分すること。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、非接触対応な

ど最新の知見に応じた対策について配慮した計画とすること。 

・個人情報保護、プライバシー保護に十分に配慮した入退室管理システムを計画する

こと。 

・電気錠の施解錠状態、許可・不許可設定、設定バックアップ、こじ開け警報機能な

どの監視、操作、記録、ICカード認証の登録管理の登録管理が可能な制御装置（監

視端末）を、庁舎用監視室、及び連絡ロビー・エネルギー施設の守衛室に設置する

こと。 

・制御装置は遠隔施解錠制御、スケジュール設定制御、在室管理機能、記録機能等を

有すること。 

・火災時、停電時等の状況にあわせて、パニックオープン、電気錠の一斉解錠等、施

解錠の制御、管理が可能な設備とすること。 

・庁舎用監視室やEPS等に設置が想定される入退室管理設備を構成する機器（制御装置

やコントローラー等）は、扉付きの盤内に収納し、扉の開放を検知し、警報を発す

ることのできる設備とすること。 

・BACnetなどのオープンプロトコルを用いるなど、監視カメラ設備、昇降機設備、自

動火災報知設備、電力監視設備、照明制御設備等と連携し、省エネルギーや利便性

向上のための制御が可能とすること。 

・将来拡張性のあるシステム構成、システム容量とすること。 

・入退室管理設備は、10分以上の使用が可能な無停電電源装置（UPS）を専用で設置す

ること。また、制御装置の他、システムを構成する機器を無停電電源装置（UPS）か

ら電源供給するなど機能維持が可能な構成とすること。入退室管理設備の無停電電

源装置（UPS）の電源は発電機回路とすること。 

・無停電電源装置（UPS）による供給中に、バッテリーの放電終止の警報を受けて、シ

ステムを正常終了する機能を有すること。 

・来庁者のセキュリティチェックを行う場所にゲート機能（フラッパーゲート等）を

３式以上設けること。 

・地下１階、１階及び２階の職員用エレベーターへの動線にゲート機能（フラッパー

ゲート等）を地下１階、２階は２式以上、１階は３式以上設けること。 

・フラッパーゲート等は入退双方向の利用が可能なものとし、通路幅については、災

害時の避難も含めて、車いす利用者等だれもが快適で使いやすいものとなるように

配慮すること。また、意匠にも配慮したものとすること。 

・入退室管理は、非接触ICカードリーダー方式、暗証番号入力方式により電気錠の施

解錠を行う設備とすること。 

・入退室管理が必要となる各場所において、原則、非接触ICカードリーダー方式によ

り電気錠の施解錠が可能な設備とすること。 

・特定エリアなどにおいて部分的に、暗証番号入力方式を採用する場合においては、

原則として、配列の変わるランダム式テンキーとすること。 
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・人荷用エレベーターにつながる動線など、資材運搬が想定されるバックヤード動線

におけるセキュリティについては、インターホン設備と連携し、インターホン設備

により解錠操作が可能なシステムであること。 

・非接触ICカードリーダー方式は、30,000 枚以上の登録が可能な設備とし、状態など

の運行記録は、1,000,000 件以上の記録が可能な設備とすること。 

・ICカードは、Felicaカードを想定とする。 

・ICカードは、ゲストカードとして1,000枚を見込むこと。 

・カードリーダーは、マルチカードリーダーとすること。 

・市と協議、調整し、非接触ICカードリーダー方式におけるカード登録などの初期設

定、通行権限の設定やシステム調整を行うこと。 

・将来、顔認証方式による入退室管理が可能となるように、想定される電源工事、配

管工事、配線ルート、機器設置場所、非接触ICカードリーダー方式の入退室管理設

備との連携に必要な対応等を準備しておくこと。 

・庁舎機能内及び庁舎機能の各諸室への不正侵入を感知する機械警備を設置するため、

機械警備用に必要な電源工事、配管工事、配線ルート、機器設置場所の確保を行う

こと。 

・機械警備の電源は発電機回路とすること。 

 

（24）自動火災報知設備 

・庁舎機能用の主中継器（分散処理盤）を庁舎用監視室に設置し、以降、庁舎機能の

自動火災報知設備（中継器、感知器等）、防火戸・防火シャッター・防煙ダンパー等

自動閉鎖設備、ガス漏れ火災警報設備等の設備を設置すること。 

・庁舎機能用監視室に副受信機（表示装置）を設置すること。副受信機（表示装置）

は、ディスプレイ型とし庁舎機能の平面図等のグラフィックにより警報場所等がわ

かるような仕様とすること。 

・庁舎機能の副受信機（表示装置）で表示する範囲は、原則、全体共用部、庁舎機能部

分、市民利用空間とし、設定の詳細については、市と協議により決定すること。 

・庁舎機能用の主中継器（分散処理盤）は、全体共用部に設置する受信機と接続する

こと。なお、全体共用部の受信機と庁舎機能の主中継器（分散処理盤）及び庁舎機

能の副受信機（表示装置）を接続する配線については、ループ配線とする等、冗長

性を持たせること。 

・庁舎機能の自動火災報知設備は、原則、庁舎機能用及び市民利用空間用とし他機能

と区分すること。 

・庁舎機能の電力監視設備、照明制御設備、拡声設備、表示設備、防犯・入退室管理設

備、昇降機設備等と連携することが可能なシステムとすること。 

・感知器は自動試験機能付とすること。 

・感知器は、安全にメンテンナンスが可能な位置に設置すること。 

・自動火災報知設備に連動した光警報設備（光警報装置、光警報制御装置、同期装置

等）を計画すること。 

・光警報設備の設置に当たっては、「光警報装置の設置に係るガイドライン（総務省消

防庁）」によること。 

・庁舎機能の自動火災報知設備の電源は発電機回路とすること。 

・連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターに設置されている自動火災報知設備と
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連携するなど、庁舎機能の自動火災報知設備について、連絡ロビー・エネルギー施

設の防災センターにおいても防災管理（監視体制の連携）が可能となるようにシス

テム改修等を行うこと。 

 

11 機械設備計画 

（１）共通事項 

・事業者は施工に影響する条件(構造、仕上げ、取り合い・納まり等)に十分留意し、

設計業務を行うこと。 

・各種設備は、機能的であるとともに、施設利用者の安全に配慮したものとすること。

また、その位置、形状、材質及び色彩について建物との調和を図ること。 

・各機能が求める設備性能の確保に加え、他機能との管理区分の明確化、運用・維持

管理が容易となるように留意すること。 

・配管材料、配管付属品などは、耐震性、耐圧、耐久性、耐食性及び防火性などを考慮

し、使用実績が豊富で長寿命な材料となるように選定を行うこと。 

・機器等については、トップランナー制度など、エネルギー消費効率が優れている機

種を選定すること。 

・機器選定に当たっては、能力を分割するなど危険分散を考慮した計画とし、故障時

にも速やかに修理対応が可能な機種を選定すること。また、交換・保守部品が、容

易に入手可能であるものとすること。 

・騒音、振動が発生する機器等については、騒音規制法の規制基準を遵守すること。

また、夜間に運転する可能性のある機器等は、夜間帯の規制基準についても満足す

ること。 

・機器等は、操作が容易かつ使用実績が豊富であるとともに、特殊器具を用いず安全

かつ容易に日常点検、保守管理が行える機種であるものとすること。 

・支持金物などはピット内、屋外ではステンレス製とすること。 

・異種金属を接触させる場合など、電蝕の対策を講じること。 

・事業者は、施設の運用・維持管理の容易さを考慮し計画を行うこと。 

・機器、ダクト、配管等の更新を考慮し、搬出入の動線、作業用スペース、機器、配管

等の予備スペース、予備スリーブ等を設けるとともに、更新計画が十分考慮されて

いること。 

・庁舎の管理者専用装置、器具等は、施設利用者に使用されないよう、施錠付きとす

るか、隠ぺい部に設けること。 

・設備運用に必要な薬品・オイルなどを含めた消耗品については、100％充填された状

態で市への管理移管を行うこと。 

・設備機器は耐震安全性を十分に考慮し、水道、排水管、ガス、井水の建物導入部は

地震や地盤沈下に対応した計画とするなど、地震時等の二次災害防止に配慮するこ

と。 

・免震部分等にかかる配管等は、十分な可とう性を有するものとすること。 

・天井設置機器（エアコン面材等）や器具（制気口等）などは落下防止措置を行うこ

と。 

・設備方式、使用器機材及びシステムは、高効率機器を採用し、耐久性、信頼性、耐震

性があり、長寿命、維持管理の容易性、省資源、省エネルギー及び快適性に配慮し
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たものとすること。また、イニシャルコスト、ランニングコストなどのライフサイ

クルコストを考慮し計画すること。 

・各室条件は、【別添23】「諸室等性能表」によるが、人員密度、機器発熱負荷は、下表

の数値を採用すること。 

室用途 人員密度 機器発熱負荷 

一般執務室 0.15人/㎡ 30Ｗ/㎡ 

会議室 0.5人/㎡ 10Ｗ/㎡ 

 

・きめ細かいエリアごとにバルブなどを設置し、バルブは原則、供給エリアの近傍の

点検扉付パイプスペース内に設置すること。ダクトスペース、パイプスペースなど

には、点検扉を設置すること。 

・屋外設置機器など外気に接している部位は、原則として耐重塩害仕様とすること。 

・機器、バルブ、ダンパー及び盤などの機器、機材は、操作や維持管理がしやすいも

のとすること。また、天井内に設置する場合は点検口を設置し簡易に管理ができる

ようにし、その他の部分においても点検・管理に必要な歩廊、架台も考慮されてい

ること。 

・機器等には、維持管理等に必要なものを含め、必要な付属品一式を含むこと。 

・各機器の取扱説明書以外に日常管理・メンテナンスに必要なマニュアル等を作成し、

取扱説明を行うこと。 

・機械室にはメンテナンス上必要なステンレス流しを設置すること。 

・災害時等に機能が必要な諸室は【別添23】「諸室等性能表」による。また、給排水設

備・空調関連機器・監視制御装置は非常用電源系統とすること。 

 

（２）空調設備 

・庁舎機能専用としてレイアウト変更に対応しやすい個別式空調方式（各階ユニット

方式、マルチ方式等）を基本とする。 

・中央式空調方式を提案する場合は次に掲げる事項に適合するものとすること。 

ア 庁舎機能、市民利用空間と他機能を区分管理できるシステムとすること。 

イ エネルギー源は電気・ガスの分散したシステム構成とすること。 

ウ システムは、施設の規模、用途、熱負荷傾向、使用時間帯、省エネルギー性、電

力負荷の平準化、自然エネルギーの利用、経済性、耐久性、信頼性、耐震性、保

守点検の容易性等を考慮して選定すること。 

エ 冷却塔を設置する場合は、レジオネラ菌対策として薬注装置による水質管理を

行えるようにするとともに、電気伝導度のモニターによる適切な濃縮度管理が

行えるシステムとすること。 

オ コージェネレーションシステム等を提案する場合は、年間を通じて排熱利用が

でき、エネルギー効率を検討して環境負荷低減とランニングコスト低減が実現

できるシステムとすること。また、想定される熱源システム系統図・熱融通効

果試算（省エネ・省CO2）等を提出し事前に市と協議してシステム等を決定する

こと。 

・空調エネルギー源は電気・ガスの分散化したシステム構成とすること。 

・空調負荷や換気量などを考慮し、適正な室内環境の維持が可能なこと。また、空調

のゾーニングは、方位、用途、使い勝手、利用時間帯（定時、随時、24時間、残業及
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び休日など）などに配慮した計画とすること。 

・加湿機器を設置し、設定温湿度は、冷房：26℃、50％RH、暖房：22℃、40％RH以上を

標準とすること。 

・外気・日射に影響されやすい外壁・窓などの近傍エリア（ペリメータエリア）につ

いても、その他のエリアと同等の室内環境維持ができること。 

・中間期は自然換気や外気冷房を主体とし、空調用エネルギー消費の低減が可能なシ

ステムとすること。 

・フィルターは、原則、中性能フィルターを中心に選定し、予備品フィルター類は100％

納入すること。 

・送風は状況に応じ、送風量が調整できるようにすること。 

 

（３）換気設備 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、【参考22】「新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解」で推奨されている外気量（30㎥/ｈ・

人）以上を確保すること。 

・室の用途、換気の目的などに応じて適切な換気方式を選定すること。 

・建築物の全体及び各階各部において、給気、排気のバランスを確保すること。 

・排気が室内及び周辺への悪影響をおよぼさない計画とすること。 

・トイレなどは単独排気として、他エリアとは独立させること。 

・トイレの吸込口は、大便器はブースごとに、小便器は臭気等が十分に除去できる数

を設置すること。また、掃除流しや洗面器エリアを独立した空間とする場合は、適

宜吸込口を設置すること。 

・シャワー室系統のダクトはステンレス鋼板とすること。 

・外気冷房、二酸化炭素濃度による外気導入量制御などの外気負荷低減制御を行うこ

と。 

・換気の運転停止は、不特定多数の利用が想定されるエントランス等を除き、原則と

して各諸室で行えるようににし、庁舎用監視室からも監視、運転停止できるように

すること。 

 

（４）排煙設備 

・排煙設備はチャンバー方式とすること。 

・排煙口、排煙ダンパーなどは、電気式とし天井内や高天井に設置する場合は遠隔復

帰方式とすること。 

・排煙口の手動開放装置については、操作性の良いものを設置すること。 

 

（５）中央監視及び自動制御設備 

・給排水設備、空気調和設備、換気設備、環境計測、エネルギー管理などの監視、操作

及び制御を行う監視設備を庁舎機能の設備として設けること。 

・監視、操作端末は庁舎用監視室に設置し、サーバー等は２重化すること。 

・監視設備のうち、情報を蓄積する機能部分（サーバーなど）は、冗長化し、一方の破

損により、機能不全を起こさないシステムとすること。 

・市庁舎運営、維持管理、庁舎機能のエネルギーや水の計測・計量などを考慮した監

視システムとすること。 
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・合理的なエネルギー利用、設備管理の軽減、快適性の維持及び安全の確保ができる

システムとし、システム維持費の低減に配慮すること。 

・運用段階における省エネルギー化をサポートする機能としてエネルギー管理システ

ム（BEMS）を導入すること。なお、省エネルギーや環境配慮の啓発活動「見える化」

の取り組みに、当該システムの情報を活用できる仕様とすること。 

・BEMSについては、時間データの３年間以上のストックを行うとともに、柔軟なデー

タ分析が容易に行えるシステムを導入すること。 

・監視設備及びBEMSは、監視モニター・操作端末を含め非常用電源系統とするととも

に、専用の無停電電源装置（UPS）にて10分以上の停電補償を可能とすること。 

・自然換気を有効に行うため、室内外エンタルピー・室内外気温・湿度・外部風速・降

雨状態等を判断指標とした統合制御が可能なシステムとすること。 

・通信などの規格は、BACnet等のオープンプロトコルを採用し、電力監視設備、照明

制御設備、防災設備等との連携及び全体共用部の設備との連携を可能とし、また連

絡ロビー・エネルギー施設へも接続して監視等も行えるようにシステム改修を行う

こと。 

・将来的な更新、増設に対して自由度の高いシステムとすること。 

 

（６）給水設備 

① 共通事項 

・給水系統を上水系統、雑用水系統に分けること。 

・給水方式は、衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とすること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・新築時や改修時の施工中に、他の配管とのクロスコネクションが発生しない工夫が

なされていること。 

・建物特性を理解し、給水負荷変動の水量確保、需用変動時の水質確保を考慮した計

画とすること。 

・配管・バルブ・固定金具等により異種金属で取合う部分は異種金属腐食の防止措置

をおこなうこと。 

・給水ポンプユニット（ポンプ２台以上）を採用する場合はユニット共通部（電気系

統）の故障に備えて２ユニットを備え、かつポンプ１台が故障しても最大給水量が

賄えるようにすること。 

・水槽類・各ポンプ類は、重要機器として耐震設計を行い、浸水を考慮して地上階に

設置すること。 

・非常時等に必要な給排水ポンプ・滅菌装置・ろ過装置・井戸ポンプは非常用電源系

統とすること。 

② 上水 

・原則、高置水槽方式とする。ただし、高置水槽の設置が困難な場合は加圧給水方式

とすること。 

・受水槽は清掃などを考慮して、SUS製（溶接組立形）の独立した２槽以上を適切に設

置し、点検に必要なスペースを確保すること。 

・受水槽には感震器連動緊急遮断弁及び作動時に利用可能な水栓を設けること。 

・災害時の対策として、飲料水を 想定在館職員数1,400人×85％×４Ｌ×４日分及び
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市民利用空間に一次避難者の対応を考慮し、１人当たり2.1㎡の面積で４日分の受入

れを想定した受水タンク容量を確保すること。また、滅菌装置等を設置し長期貯留

でも水質維持ができるように配慮すること。 

③ 雑用水 

・雑用水の水源として庁舎機能の井戸設備を設置し、トイレの洗浄水として利用する

こと。 

・雑用水の水源として、井水、上水（表記は優先順位）を使用すること。 

・井水の水質・使用量に応じたろ過設備を設置すること。 

・雑用水槽には、上水による希釈及びバックアップ補給できるようにすること。 

・雑用水槽は清掃などを考慮して、SUS製（溶接組立形）の独立した２槽以上を適切に

設置し、点検に必要なスペースを確保すること。 

・災害時の対策として、雑用水を 想定在館職員数1,400人×85％×30Ｌ×４日分 及び

市民利用空間に一次避難者の対応を考慮し、１人当たり2.1㎡の面積で４日分の受入

れを想定した受水タンク容量を確保すること。また、滅菌装置等を設置し長期貯留

でも水質維持ができるように配慮すること。 

・下水道料金算定のため、雑用水用の井水、上水及び雑用水の使用量が分かるよう計

量器を設けること。 

 

（７）給湯設備 

・給湯設備にはエネルギーを高効率な機器を導入し、湯の用途、使用量等に応じた給

湯方式を選定すること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・トイレ洗面器に、電気式局所給湯（洗物用）等を設置すること。 

・給湯室に、電気式局所給湯（飲用洗物両用）等を設置すること。 

・水素・燃料電池設備の排熱を合理的に有効利用できる場合は、給湯設備等に利用す

ること。 

 

（８）排水設備 

・屋内外は汚水・雑排水の合流、雨水の２系統による分流方式すること。 

・庁舎機能に係る屋内の排水系統は、民間機能、全体共用部とは別の系統とすること。 

・配管材料は、【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

・災害時の対策として、想定在館職員数1,400人×85％×30Ｌ×７日分 及び市民利用

空間に一次避難者の対応を考慮し、１人当たり2.1㎡の面積で７日分の受入れを想定

した緊急汚水槽を設け、下水道本管へ汚水放流が不可能となった際に切替桝等によ

り切り替えて汚水を貯留できるようにすること。 

・本事業敷地周辺の公共下水道施設の能力に応じた排水設備計画とすること。 

 

（９）衛生器具設備 

・衛生器具一覧表は、【別添21】「水回り一覧表」の同等品以上とすること。 

・小・大便器の洗浄、洗面器の水栓・水石鹸を非接触型とし、だれでも認識できるよ

うに適宜サイン表示を行うこと。 

・大便器の洗浄弁操作は緊急時、手動操作もできるようにすること。 
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・大便器及び小便器は、中水仕様とすること。 

・節水型器具を採用すること。 

・衛生陶器は、汚れが付きにくく、落としやすいよう表面処理をしたものとし、かつ、

清掃が簡易に行えるようにすること。 

・飛沫が少なく周辺の汚れを防止できる器具とすること。 

・洗面器にうがい器を併設設置すること。 

・小便器は、壁掛け式・低リップタイプとし感知FV方式とすること。 

・大便器は、洗浄弁の操作は非接触式とする。また、緊急時の手動操作もできるよう

にすること。 

・執務室を有する各階のトイレ又は給湯室付近に飲料用冷水機を設置すること。（再掲） 

 

（10）ガス設備 

・管、継手、ガス栓、バルブの規格はガス事業者の規定に合格又は使用を承認したも

のとすること。 

・ガス機器を設置する場合は「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針（日本ガス機

器検査協会）」の定めるガス・ÇO警報器及びガス警報設備を設置すること。構成は検

知器、中継器、受信機等とし、警報信号は庁舎用監視室で受信できるようにするこ

と。 

 

（11）消火設備 

・水源用の水槽は消火設備専用とすること。 

・水源の有効水量は規定水量の20％以上の余裕を見込んだものとすること。 

・スプリンクラー設備（補助散水栓）は全体共用部、庁舎機能、民間機能を系統ごと

に分けて消火ポンプユニット、消火配管等を設置すること。 

・不活性ガス消火設備を設置する場合は全体共用部、庁舎機能、民間機能を独立した

システムとすること。 

・消火器（蓄圧式）の配置において、意匠的に配慮すべき場所に設置する場合は消火

ボックス（壁埋込型、補助散水栓ボックス併設型）を設置すること。 

・【別添19】「設備の管理区分に関する資料」を参照すること。 

・配管材料は【別添20】「配管材料一覧表」の同等品以上とすること。 

 

（12）さく井設備 

・井戸の深さは、約150ｍで検討し、周辺環境への影響を考慮すること。 

・海水及び雨水が浸入しないように対策を行うこと。 

・ケーシング材料は配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3459）とすること。 

・揚水試験は予備揚水試験、段階揚水試験、連続揚水試験及び水位回復試験を行う。

揚水量の測定方法はJIS B 8302に定める方法によること。 

・水質検査は認定の公立の保健所、試験所又は認定の試験所にて実施し雑用水に適合

した水質項目を実施すること。 

 

12 維持管理計画 

・清掃、補修、点検等日常的な維持管理に配慮した計画とすること。 
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・また、定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機

能維持に支障がないように計画すること。 

・設備機器の更新や建材の耐久性などに考慮し、メンテナンス性、修繕の容易性、ライフ

サイクルコストの低減に配慮した計画とすること。  
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第５ 市民利用空間の整備に関する要求水準 

１ 基本的な考え方 

市民利用空間は、周辺エリアを繋ぐ結節点として、市民や来街者が気軽に立ち寄ることが

できる空間として整備し、建物全体として相乗効果を生むことができるような機能を導入す

ることで、市民の交流を促進する。あわせて、ICT等の技術も活用しながら新たな情報発信機

能を導入することで、神戸の文化や変わりゆく都心の姿など、思い思いの内容を楽しく自由

に発信する活動を促進することを目的としている。その目的を達成し、効果を最大限発揮で

きるような配置や規模、空間構成等を提案すること。 

なお、市民利用空間の運営に関しては、運営事業者等を別途公募する予定である。 

事業者提案においては、入札参加者においてテーマを設定し、内装や建具、サイン等を含

め【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」により想定される空間イメージ、利用シーンを

提案するとともに、民間機能や周辺公共空間との連携などを踏まえた運営・提供サービス等

についても、自ら運営することを想定して提案すること。 
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２ 基本的性能等 

市民利用空間に係る「官庁施設の基本的性能基準」の適用は下表のとおりとする。 

大項目 中項目 小項目 施設の適用水準 備考 

社会性 地域性 Ⅰ  

景観性 Ⅰ  

環境保全性 環境負荷低減性 長寿命 適用  

適正使用・適正処理 適用 ※１ 

エコマテリアル 適用 ※１ 

省エネルギー・省資源 適用 ※１ 

周辺環境保全性 地域生態系保全 適用 ※１ 

周辺環境配慮 適用 ※１ 

安全性 防災性 耐震 構造体 Ⅰ ※２ 

建築非構造部材 Ａ ※２ 

建築設備 甲 ※２ 

対火災 耐火 下表参照  

初期火災の拡大防止 下表参照  

火災時の避難安全確保 Ⅰ  

対浸水 下表参照  

対津波 適用  

耐風 構造体 Ⅰ  

建築非構造部材 Ⅰ  

建築設備 Ⅰ  

耐雪・耐寒 構造体 適用  

外部空間など 適用  

対落雷 Ⅰ  

常時荷重 適用  

機能維持性 Ⅰ  

防犯性 適用 ※３ 

機能性 利便性 移動 適用  

操作 適用  

ユニバーサルデザイン 適用 ※４ 

室内環境性 音環境 下表参照  

光環境 下表参照  

熱環境 下表参照  

空気環境 下表参照  

衛生環境 適用  

振動 適用  

情報化対応性 情報処理機能に係る情報化対応性 下表参照  

情報交流機能に係る情報化対応性 Ⅰ  

経済性 耐用性 耐久性 構造体 適用  

建築非構造部材 適用  

建築設備 適用  

フレキシビリティ Ⅰ  

保全性 作業性 適用  

更新性 適用  

※１「官庁施設の環境保全性基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること          

※２「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の分類による                      

※３「官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること         

※４「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に準拠すること 
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各室の適用基準 

耐
火 

初
期
消
火 

対
浸
水 

音
環
境 

光
環
境 

熱
環
境 

空
気
環
境 

情
報
化
対
応 

メインスペース Ⅳ Ⅱ Ⅱ ― Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 

倉庫 Ⅳ Ⅱ Ⅱ ― Ⅲ ― Ⅱ ― 

 

３ 施設の構成と規模等 

（１）施設の構成 

市民利用空間は、メインとなるフラットでオープンなスペース（以下「メインスペー

ス」という。）や家具等を収納する倉庫で構成されるものとして計画すること。 

 

（２）施設規模等 

メインスペースの規模は500～600㎡とし、倉庫を含めて市民利用空間全体は1,000㎡以

内の規模とすること。 

 

（３）諸室等 

市民利用空間の主要な諸室等の性能の概要を以下に示す。 

① メインスペース 

・市民や来街者が、気軽に憩い、集い、交流が促進されるような配置や空間構成とし、

滞留性が高く上質な憩いを提供できる空間となるよう快適性を確保した計画とする

こと。 

・２層程度の吹き抜け空間とし、間仕切りがなく、柱もできる限り少なくすることで、

平常時の利用だけでなく、災害時や感染症の流行などの非常時にも一時避難場所な

ど、様々な利用方法に対応できる開放的でフレキシブルな空間とすること。 

・自然採光を活かしながら、日差しの影響を受けにくい計画とすること。 

・市との調整により、メインスペース内又は隣接した位置に、一定の調理等を可能と

するキッチン及び運営事業者のための事務スペース、情報発信機能の確保が必要と

なることも想定した計画とすること。 

・具体的な利用方法は、市との調整により決定することとするが、予め想定する内容

は、【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」を参照すること。 

② 倉庫 

・メインスペースの近傍に、メインスペースをオープンでフラットなスペースとして

利用可能とするための家具等を収納する倉庫を配置すること。 

・原則として、手動による家具等の出し入れを想定した設えとすること。 

 

４ 配置計画 

・市民利用空間は、庁舎機能やにぎわい・商業機能など施設内だけでなく、税関線や三宮

駐車場地下通路、東遊園地など周辺の公共空間とのつながりを意識して、税関線側の１

階に配置すること。（再掲） 



101 

 

・三宮駅周辺からウォーターフロント、旧居留地等をつなぐ結節点として、回遊性を向上

させる中心的な役割を担えるよう、特徴的で魅力的な空間を計画すること。 

・税関線沿道の屋外との一体的な利用が可能な空間構成とすること。ただし、屋外と一体

的な利用をする際における風、音、熱環境などについて十分に考慮し、必要に応じて技

術的な解決を図ること。 

・市民利用空間の利用者が、全体共用部のメインエントランス周辺に設置するバリアフリ

ートイレを円滑に利用できるよう空間構成や配置、サイン等に配慮すること。 

 

５ 動線計画 

・市民利用空間へのアクセスは、メインエントランスからのアクセスルートのほか、税関

線側からエントランス等を経由せず直接アクセスできるルートが設けられるよう計画す

ること。（再掲） 

・東町線や三宮駐車場地下通路、施設内の各機能とも円滑に往来できるよう動線を確保す

ること。 

・イベント開催時に施設利用者にとって支障のない動線を確保できる計画とすること。ま

た、イベント開催時の観客の移動等を考慮した計画とすること。 

・市民利用空間周辺の全体共用部は、当該部分を取り込んだ一体的な利用が可能となるよ

う空間構成や配置等を計画すること。 

・市民利用空間周辺の各機能の動線は、当該動線の区分に応じて、市民利用空間の活動を

感じ取れるような計画とすること。 

・庁舎機能の人荷用エレベーターから資材搬出入が円滑に行えるような動線を確保するこ

と。 

 

６ セキュリティ計画 

・メインスペースは、通常自由エリアとするが、イベント開催時など運営の必要に応じて

一次的に利用者エリアとすることも想定して計画すること。 

・倉庫は、関係者エリアとする。 

・メインスペース及び倉庫は、施錠可能な設えとすること。 

 

７ 仕上計画 

・【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」を踏まえつつ、市が別途検討する運営計画等

にできる限り柔軟に対応できるよう計画すること。 

・市が別途検討する運営計画等に影響しない部分については、本書「第４ ７」に準拠し

たものを基本として、市と事業者で協議のうえ決定することとする。 

 

８ 構造計画・ＢＣＰ 

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、構造体はⅠ類、建築非構造部材はＡ

類、建築設備は甲類の基準に適合する性能を確保すること。その他、庁舎機能に準じた
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構造計画とすること。 

・災害時や感染症の流行などの非常時にも一時避難場所など、様々な利用方法に対応でき

る開放的でフレキシブルな空間とすること。 

 

９ 電気設備計画 

・【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」を踏まえつつ、市が別途検討する運営計画等

にできる限り柔軟に対応できるよう計画すること。 

・市が別途検討する運営計画等に影響しない部分については、本書「第４ 10」に準拠し

たものを基本として、市と事業者で協議のうえ決定することとする。 

 

（１）動力設備 

・市民利用空間用の動力制御盤を設置し、庁舎機能の受変電設備から配管配線を行う

こと。 

・市民利用空間に必要となる動力負荷に対し、動力制御盤以降二次側配管配線、機器

接続を行うこと。 

・動力制御盤は、将来対応用の増設スペース、予備回路を適切に見込むこと。 

・市民利用空間で利用する動力設備については、電力量などのエネルギー消費を個別

に計量可能なものとし、庁舎機能の電力監視設備にて計測、記録、帳票出力が可能

とすること。 

・分岐回路は、原則として電動機等の負荷１台ごとに専用の分岐回路とし、漏電遮断

器で保護すること。 

・動力制御盤と同室に無い動力負荷への電源供給は、負荷直近に手元開閉器を設ける

こと。 

・分岐回路は、負荷容量（特性）、始動方式、運転方式等を考慮して、適切な機器の運

転及び制御が行えるものとすること。 

・換算係数Ki=1.8以下の機器仕様とするなど、高調波対策を行うこと。 

・屋外及び湿気、水気の多い室内は、ステンレス製とすること。ただし、意匠性を求

められる場所は、溶融亜鉛めっき焼付塗装とすること。 

 

（２）電灯設備 

・市民利用空間用の分電盤を設置し、庁舎機能の受変電設備から配管配線を行うこと。 

・分電盤以降二次側配管配線、照明設備、コンセント設備、誘導灯及び非常用照明等

の設置を行うこと。 

・分電盤は、将来対応用の増設スペース、予備回路を適切に見込むこと。 

・市民利用空間で利用する電灯設備については、電力量などのエネルギー消費を個別

に計量可能なものとし、庁舎機能の電力監視設備にて計測、記録、帳票出力が可能

とすること。 

・災害時の利用も想定しているため、メインスペースについては、発電機回路の照明、

コンセントも準備すること。 

・市民利用空間の運営者や利用者の活動内容等に応じた適切な光環境を確保するこ

と 。また、省エネルギー性、メンテナンス性、意匠性なども考慮し、適切な機器の

選定等を行うこと。 
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・照明器具は、原則LED仕様とすること。 

・メインスペースの設計照度は500lx以上、倉庫の設計照度は200lx以上とすること。 

・高所に設置する機器など、安全面を配慮し、落下防止措置等を講じること。 

・照明制御については、庁舎機能の照明制御装置で管理が可能とすること。 

・照明制御装置や照明点滅に必要な設備（リモコントランス等）の電源は発電機回路

とすること。 

・コンセントは、市民利用空間に必要な容量を確保し、適切な形式、数量、位置に配

置すること。 

・コンセントは、供給する電圧、電流及び相数並びに使用環境に応じた形式とするこ

と。 

・清掃用などにも配慮した配置計画とすること。 

・コンセントは、一般回路、発電機回路などの電源種別ごとにコンセント色を分ける

など、容易に識別、確認できるものとすること。 

・盗電等の可能性のある場所に設置するコンセントについては、鍵付きカバーを設置

すること。 

・屋外に設置するコンセントは、使用者を制限し、容易に水に濡れないこと。 

・コンセントには対象分電盤及び回路番号を表示すること。 

・非常用照明、誘導灯は、原則LED仕様とすること。 

・非常用照明、誘導灯は、建築基準法、消防法をはじめ関係法令等に適合する性能を

確保すること。 

 

（３）拡声設備 

・市民利用空間において必要となる拡声設備を設置し、庁舎機能の業務放送アンプ架

を経由し、全体共用部の主装置（アンプ架）と接続すること。また、庁舎機能の業務

放送アンプ架に設置される非常切替リレー等により非常放送の鳴動が可能なシステ

ム構成とすること。 

 

（４）監視カメラ設備 

・市民利用空間に監視カメラを設置し、庁舎用監視室、及び連絡ロビー・エネルギー

施設の守衛室に設置する監視端末で監視、操作が可能とすること。 

 

（５）自動火災報知設備 

・市民利用空間において必要となる自動火災報知設備を設置し、庁舎機能の自動火災

報知設備を経由し、全体共用部の受信機、並びに庁舎機能の副受信機（表示装置）

で防災監視が行えるようにすること。 

 

10 機械設備計画 

・【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」を踏まえつつ、市が別途検討する運営計画等

にできる限り柔軟に対応できるよう計画すること。 

・市が別途検討する運営計画等に影響しない部分については、本書「第４ 11」に準拠し

たものを基本として、市と事業者で協議のうえ決定することとする。 
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（１）空調設備 

・市民利用空間のレイアウト変更に対応しやすい個別式空調方式（ユニット方式、マ

ルチ方式等）を基本とする。 

・中央式空調方式を提案する場合は次に掲げる事項に適合するものとすること。 

ア 庁舎機能、市民利用空間と他機能を区分管理できるシステムとすること。 

イ エネルギー源は電気・ガスの分散したシステム構成とすること。 

ウ システムは、施設の規模、用途、熱負荷傾向、使用時間帯、省エネルギー性、電

力負荷の平準化、自然エネルギーの利用、経済性、耐久性、信頼性、耐震性、保

守点検の容易性等を考慮して選定すること。 

エ 冷却塔を設置する場合は、レジオネラ菌対策として薬注装置による水質管理を

行えるようにするとともに、電気伝導度のモニターによる適切な濃縮度管理が

行えるシステムとすること。 

オ コージェネレーションシステム等を提案する場合は、年間を通じて排熱利用が

でき、エネルギー効率を検討して環境負荷低減とランニングコスト低減が実現

できるシステムとすること。また、想定される熱源システム系統図・熱融通効

果試算（省エネ・省CO2）等を提出し事前に市と協議してシステム等を決定する

こと。 

・空調負荷や換気量などを考慮し、適正な室内環境の維持が可能なこと。 

・加湿機器を設置し、設定温湿度は、冷房：26℃、50％RH、暖房：22℃、40％RH以上を

標準とすること。 

・外気・日射に影響されやすい外壁・窓などの近傍エリア（ペリメータエリア）につ

いても、その他のエリアと同等の室内環境維持ができること。 

・中間期は自然換気や外気冷房を主体とし、空調用エネルギー消費の低減が可能なシ

ステムとすること。 

・運転管理は庁舎用監視室から監視、運転停止できるようにすること。 

 

（２）換気設備 

・市民利用空間のレイアウト変更に対応しやすい独立したシステムを基本とすること。 

・新たな感染症等の感染リスクの低減・分散を図ることができるよう、【参考22】「新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解」で推奨されている外気量（30㎥/ｈ・

人）以上を確保すること。 

・排気が室内及び周辺への悪影響をおよぼさない計画とすること。 

・外気冷房、二酸化炭素濃度による外気導入量制御などの外気負荷低減制御を行うこ

と。 

・運転管理は庁舎用監視室から監視、運転停止できるようにすること。 

 

（３）排煙設備 

・市民利用空間のレイアウト変更に対応しやすい独立したシステムを基本とすること。 

・排煙口、排煙ダンパーなどは、電気式とし天井内や高天井に設置する場合は遠隔復

帰方式とすること。 

・排煙口の手動開放装置については、操作性の良いものを設置すること。 
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（４）自動制御設備 

・給排水設備、空気調和設備、換気設備、環境計測、エネルギー管理などの監視、操作

及び制御を行う監視設備は庁舎用の当該設備へ取り込むこと。 

・監視、操作端末は庁舎用監視室に設置すること。 

 

（５）給水設備 

・庁舎機能の分岐バルブから必要に応じて配管を給水すること。 

・使用量を計量できる子メーターを設置すること。 

 

（６）排水設備 

・単独で屋外桝又は、庁舎機能の排水立管へ適切に接続すること。 

 

（７）ガス設備 

・ガスは、必要な設備などに適切に供給し子メーターを設置すること。 

 

（８）消火設備 

・消火器（蓄圧式）の配置において、意匠的に配慮すべき場所に設置する場合は消火

器ボックス（壁埋込型、補助散水栓ボックス併設型）を設置すること。 

 

11 維持管理計画 

・清掃、補修、点検等日常的な維持管理に配慮した計画とすること。 

・また、定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機

能維持に支障がないように計画すること。 

・設備機器の更新や建材の耐久性などに考慮し、メンテナンス性、修繕の容易性、ライフ

サイクルコストの低減に配慮した計画とすること。 
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第６ 民間機能の整備・運営等に係る要件 

１ 基本的な考え方 

三宮駅周辺からウォーターフロント、旧居留地等をつなぐ結節点として、回遊性を向上さ

せ、この地にふさわしい観光集客や神戸独自の文化の振興や国内外に神戸らしさを発信でき

る、魅力的な民間機能を導入すること。 

当該民間機能は、本書に示す施設全体で共通する整備等に関する要求水準等、庁舎機能整

備に関する要求水準及び市民利用空間の整備に関する要求水準、並びに、【参考２】「神戸市

役所本庁舎２号館再整備基本計画（改定版）」の趣旨に基づき、以下に示す要件・機能を満た

す施設として整備すること。 

その他、民間機能の整備・運営等を行うにあたり、事業者が満たすべき基本的な要件は次

のとおりである。 

・事業者は、入札説明書等に基づき、民間機能（にぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機

能）の整備・運営等を行う事業を行うこと。 

・事業者は、民間機能を自らの費用と責任において設計・工事監理・施工、所有、維持管

理・運営し、民間機能において発生するリスクを本事業における庁舎機能、市民利用空

間、三宮駐車場地下通路及び全体共用部の整備事業から分離し、そのリスクを事業者自

らがその責において負担すること。リスクの切り離しのための方策については、事業者

の提案による。 

・事業者は、本書「第２ ２（２）⑤」に示す事業者提案実施計画書を作成するにあたり、

その他必要な事項として、民間機能に係る事項を記載するとともに、市に提出し、市の

確認を受けること。 

・事業者は、民間機能の設計・工事監理・施工、所有、維持管理・運営にあたり、関連する

法令等を遵守すること。 

・事業者は、にぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機能に関する業務責任者を配置する

こと。 

 

２ 施設の構成と規模等 

（１）各機能の構成・規模等 

① にぎわい・集客機能 

・国内外からの集客・交流の促進に寄与するものとして、「にぎわい・集客機能」を計

画すること。 

・中層部から高層部に配置する民間機能は、都市的な景観と自然景観の双方が楽しめ

る立地特性を生かした機能を導入すること。 

・他機能との連携を通じてイノベーションの創出など新たな価値創造につながるよう

な機能を導入すること。 

② にぎわい・商業機能 

・低層部において、施設利用者や来街者のほか、周辺住民やオフィスワーカーなど様々

な人が利用しやすい「にぎわい・商業機能」を計画すること。 

・また、メインエントランスや市民利用空間と一体となった活用により、施設内だけ



107 

 

でなく、税関線や地下通路にもにぎわいが滲み出すような計画とすること。 

③ 各機能の規模・相互連携等 

施設内外でにぎわいを生み出せるよう、にぎわい・集客機能とにぎわい・商業機能の

連携や、配置、空間構成を工夫するなど、施設全体として一体性のある計画とすること。 

なお、にぎわい創出と相乗効果のある機能など、にぎわい創出や他の機能に支障を及

ぼさない範囲で、民間機能として必要な機能を導入する提案を妨げないものとする。 

 

（２）機能の制限 

① 望ましい用途 

・業務、商業、文化、交流、宿泊等の多様な都市機能集積を図る用途（住宅等（寄宿

舎、下宿、老人ホーム等を含む。）を除く。） 

② 禁止用途 

・風俗営業等（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年７月10

日法律第122号）」第２条第１項、同条第５項に定める用途及びこれらに類する用途） 

・暴力団の事務所その他これに類する用途 

・公序良俗に反する用途その他社会通念上不適切と認められる用途 

 

（３）施設計画 

・民間機能の施設計画は提案によるが、動線、構造、設備的に行政機能と分離できな

い部分は、行政機能と同等以上の整備水準とすること。 

・行政機能（庁舎機能、市民利用空間）と調和した外装や視覚的な一体性に配慮した

計画とすること。 

・低層部に配置する民間機能は、商業機能など、にぎわい創出に寄与する機能とする

こと。 

・民間機能への歩行者・自転車・自動車・自動二輪車のアクセスは、本書「第３」に準

ずること。 

・非常時の体制に迅速に対応できるフレキシブルな空間の確保や、新たな感染症等の

感染リスクの低減・分散を図ることができる施設とすること。 

・駐車場へのアクセスを含め、行政機能へのアクセスを阻害しない提案とすること。 

・耐用年数が行政機能と大きく異なる民間機能を提案する場合は、撤去工事期間中も

行政機能の使用及び周囲の安全性に支障をきたさないよう計画すること。また、撤

去後に行政機能側に過大スペースや設備が残留し、維持管理費用が増大することが

ないよう適切に計画すること。 

・民間機能用昇降機設備（乗用エレベーター、人荷用エレベーター、エスカレーター

等）は、他機能の昇降機設備とは別に設けるものとし、民間機能の機能・規模に応

じて適切に計画すること。また、にぎわい・集客機能とにぎわい・商業機能の性格

や設置階の違いにも留意し、施設利用者のスムーズな動線を促すため、適切に階段・

昇降機の計画を行うこと。 

・民間機能だけを整備した場合において必要となる「附置義務自動車等駐車場」及び

「附置義務自転車駐車場」を最低限の必要台数として、整備すること。 

・民間機能専用の監視室等（民間機能用監視室）を設け、民間機能用の各監視設備関
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係については、当該民間機能用監視室に設置すること。 

・防災センターと民間機能用監視室を接続するインターホンを設けること。 

 

３ 施設整備に関する事項 

・電波障害調査、必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定、生活環境に

関する調査（交通量・風害・日照・景観等）を行なうこと。これらの調査の調査計画書及

び報告書を市に提出し、確認を受けること。 

・事業者提案実施計画書に基づいて民間機能の設計及び関連業務を行うこと。事業者は、

設計図書等の作成に当たっては、市と十分に協議を行い、設計業務完了前に市の確認を

受けること。 

・事業者は、事業者が作成した設計図書等に基づいて民間機能に係る工事監理、施工、必

要な什器・備品等の調達・設置及び関連業務を行うこと。事業者は、建設に当たっては、

市と十分に協議を行い、工事期間中及び完成時に市の確認を受けること。 

・事業者は、民間機能の設計・建設期間において、概ね四半期に１度、工事の進捗や事業

の準備等の状況を記載した事業者提案確認書を市に提出し、市の確認を受けること。 

・民間機能の整備に伴い必要な許認可等の協議・申請等を、事業者がその責において行う

こと。 

・事業者又は事業者を構成する企業は、民間機能の所有権設定を行うこと。 

・市が民間機能について、市民等に説明等を行う際、必要な資料提供等の協力を行うこと。 

 

４ 維持管理・運営に関する事項 

・事業者は、定期借地契約の期間にわたって、事業者の費用負担・リスク負担により、民

間機能を維持管理・運営すること。 

・事業者は、定期借地契約の期間を通じてその基本的な機能を維持し、にぎわいの更なる

創出と継続に資するよう、努力すること。 

・事業者提案実施計画書に基づいて民間機能の維持管理・運営及び関連業務を行うこと。

事業者は、テナント事業者との賃貸借契約の締結に当たっては、市と十分に協議を行い、

供用開始前に市の事前の書面による承諾を得ること。 

・事業者は、民間機能の供用開始後において、毎年１回以上、事業実施状況等を記載した

事業者提案確認書を市に提出し、市の確認を受けること。 

・民間機能の維持管理・運営に伴い必要な許認可等の協議・申請等を、事業者がその責に

おいて行うこと。 

・民間機能の性能・美観等を維持するため、適切な保守管理、修繕・更新、環境衛生・清

掃、保安警備等を行うこと。 

・事業に必要な通信光熱水費等は、全て事業者の負担とする。 

・事業者は、施設利用者の安全を確保するため、本事業の整備・運営の各段階での最新の

知見を踏まえて、施設内における適切な感染症対策等の措置を継続すること。 

・事業者又は事業者を構成する企業は、にぎわい施設として整備した民間機能について、

自ら建物を所有しながら、建物の一部を第三者に賃貸することができる。ただし、次の

条件に該当するものは、当該第三者（テナント事業者）になることはできない。 

〇「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月15日法律第77号）」
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第２条第二号に規定する暴力団又はその構成員。 

〇「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年12月７日法律第147

号）」第８条第２項第一号に掲げる処分を受けている団体に所属している又は関与して

いる者。 
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第７ 三宮駐車場地下通路のリニューアルコンセプト提案につ
いて 

１ 基本的な考え方 

本施設に接続させる三宮駐車場の地下通路部分は、来庁者やウォーターフロント方面へ往

来する歩行者の動線となっており、特に雨天時には歩行者の往来が非常に多く、今後も都心

を南北に往来するための主動線となることが想定される。 

現在の地下通路は平成元年に完成したものであるが、地上部とのアクセスが分かりづらい、

照明や壁面デザインを含めた全体の印象が暗い、などの課題があり、本庁舎庁舎２号館再整

備の機会を捉えてこの課題を解決し、リニューアルを図る。 

一方、今後周辺で進む都心再整備事業には、東遊園地再整備、「こども本の森 神戸」（図書

館）の整備、税関前歩道橋のリニューアル、ウォーターフロント地区の再開発など、南北の

アクセス機能強化が求められる事業が進んでいる。 

そのため、本地下通路リニューアルについては、 

①通行者が明るく清潔感を感じるような美しい内装デザイン。 

②本施設と地下通路との親和性とアクセス性の高いデザイン。 

③Wi-Fiスポットの設置やデジタルサイネージ、案内サインなど、外国人や障害者を含め全

ての来訪者にとって目的地へのアクセスが分かりやすい案内機能。 

が求められている。 

事業者は、三宮から東遊園地までの歩行者動線の確保とにぎわい・交流機能の連続性を重

視し、本施設前だけでなく、地下通路C1出入口付近～東遊園地出入口まで包括してリニュー

アル計画・デザインコンセプトを、事業者提案において提案すること。 

 

２ コンセプト提案に係る基本事項 

・リニューアルにかかる設計委託、工事監理、整備工事については、本事業の事業契約と

は別の契約として、市が事業者に発注する予定であり、市が別途費用負担する。 

・本施設と地下通路とは現在三宮駐車場躯体の一部にて隔てられているが、躯体の一部を

撤去し、歩行者空間の確保やアクセス性向上が実現される提案とすること。なお、提案

に当たっては、三宮駐車場躯体構造の安全性を確保することを前提とし、構造の考え方

を示すこと。提案された考え方に基づく安全性の照査検討については、市発注の委託業

務にて実施する。 

・提案されたコンセプトに基づく計画が、経済性や安全性照査をふまえ実現困難である場

合は、市の担当部局と協議の上変更することがある。 

・本施設の地下１階レベルのにぎわい・商業機能等と一体となった地下通路の活用を期待

する。例えば、施設内だけでなく地下通路の一部も一体的に活用するような商業機能を

確保しつつ、滞留機能とアクセス機能を高めるようなデザインにするなど、本施設と地

下通路の親和性を考慮した整備計画が望ましい。また、本施設を含めて空間的・機能的

な連続性を確保することにより、税関線の歩道空間と地下通路で一体的なにぎわいを創

出する空間とすることも考えられる。 

・地下通路部分は道路区域となるが、市は、道路占用の無余地性※１の緩和措置を検討中で

ある。これにより、道路区域内でもエリアマネジメント※２の取り組みとして購買施設や
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オープンカフェなどの設置を可能としたいと考えており、例えば、地下１階の飲食店テ

ラス席が地下通路部までにじみ出して配置され、通路部と本施設とが一体のにぎわい広

場になる、などの有効活用が可能となる。 

その場合、活用部分の維持管理体制など、エリアマネジメントの運営体制についても提

案すること。なお、地上道路部において同様の占用緩和を実施する場合は地上部も含め

た運営体制を提案すること。 

※１「道路占用の無余地性」…本地下通路は道路区域であるため、小売店舗やカフェな

どを設置する道路占用は、「道路法（昭和27年６月10日法

律第180号）」第33条第１項に基づき道路の敷地外に余地

がないためにやむを得ないものであることが必要条件と

なる。 

※２「エリアマネジメント」…地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させ

るための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り

組みのこと。 

・地下通路のうち、通行部分は有効幅員3.5ｍ以上確保すること。ただし、現況幅員が3.5

ｍ未満の場合は現況幅員を確保すること。 

・地下通路については公道となることから、点字ブロックの設置などバリアフリーの観点

から必要な機能を備えること。必要な機能については、「神戸市バリアフリー道路整備マ

ニュアル」によること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59714/shise/kekaku/universal/road/bf/index.html 

・地下通路は三宮駐車場躯体の一部となっているため、三宮駐車場地下通路リニューアル

の設計段階においては、三宮駐車場躯体構造の安全性を確保した計画とする必要がある。

安全性の照査検討が必要となるような事業者提案があった場合、市発注の委託業務に照

査検討業務の追加を予定している。 

 

３ その他の要件 

・建築基準法、消防法をはじめ、関連法令等を遵守した計画とすること。 

・バリアフリー法及び兵庫県福祉のまちづくり条例をはじめ関係法令等に適合する性能を

確保するとともに、だれもが快適で使いやすいものとなるようユニバーサルデザインに

も配慮すること。 

・本施設の構造物は、地下部分も含め道路区域内を侵さないこと。また、地下通路構造物

と本施設の構造物とは分離した構造とすること。 

・リニューアル整備の内装デザインは、現在進行中の下記の周辺地下道のリニューアル計

画とも調整を図ること。 

〈現在進行中の周辺地下通路リニューアル事業〉 

①三宮中央通り地下通路リニューアル（令和２年度設計、令和３年度工事） 

②地下通路から東遊園地北端への出入口階段のリニューアル、エレベーターの設置（令

和３年度設計、令和４年度以降工事） 

・旧庁舎２号館地下躯体（【別添28】「三宮駐車場地下通路提案範囲図」②）で道路区域と

の重複部については撤去することとし、再整備後は通路部や本施設の地下との一体的な

活用も可能とする。 

・地下通路のうち、【別添28】「三宮駐車場地下通路提案範囲図」に示す喫茶店、トイレ、フ
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ァン室については、本事業に併せて撤去し、地下通路の一部として再整備すること。 

・階段（【別添28】「三宮駐車場地下通路提案範囲図」④）については、本事業に併せて撤去

することとし、代替となる歩行者のアクセス機能を本施設内もしくは周辺にて確保する

こと。 

・その他電気設備、空調設備、排気設備、消火設備等については別途発注予定の設計業務

にて検討する予定である。事業者提案により提案されたリニューアル計画・デザインコ

ンセプトが別途発注予定の設計業務において支障なく反映できるようにこれら設備計画

にも配慮すること。 

 

４ 提供資料 

下記の資料を、リニューアルコンセプト提案に係る参考として提供するので、これらを踏

まえた提案をすること。 

・【別添27】「三宮駐車場図面一式」 

・【別添28】「三宮駐車場地下通路提案範囲図」 

・【別添29】「提案可能な改修内容等」 

・【別添30】「三宮中央通り地下通路リニューアル資料」 
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第８ 解体撤去工事に関する要求水準 

１ 基本的な考え方 

・解体対象施設は、三宮駐車場の北入口スロープ及び給排気塔、旧２号館地下躯体、旧電

気・機械室棟及び旧クーリングタワー、外構とし、これらの解体撤去工事を本事業範囲

に含む（旧２号館別館の地上部解体撤去は別途工事）。 

（【別添31】「解体対象施設等配置図」、【別添12】「旧庁舎２号館図面一式」、【別添13】「旧

電気・機械室棟図面一式」、【別添14】「旧クーリングタワー図面一式」及び【別添15】「三

宮駐車場北入口スロープ・排気塔・その他図面」参照） 

・三宮駐車場の北入口及び給排気塔は廃止する。三宮駐車場の北入口及び給排気塔の解体

等は本事業の事業範囲に含まれるが、解体撤去工事中及び本施設建設中の代替ルートの

確保及び解体撤去後の復旧は、不要とする。 

・解体対象施設の全てを解体することを必須とするものではなく、事業者の行政機能、全

体共用部、民間機能等の施設計画に基づき、解体や埋め戻し（埋め殺し）等の範囲・実

施方法を、事業者の責任において判断すること。ただし、道路区域内にある旧２号館地

下躯体は必ず解体撤去することとし、三宮駐車場に係る部分の詳細な解体撤去方法は、

施設管理者と調整のうえ決定すること。 

 

２ 解体撤去工事に関する事項 

・工事着手に先立ち上記をふまえて解体撤去設計業務を行い、解体撤去範囲を特定するこ

と。 

・解体撤去工事については施工計画書を作成のうえ着手すること。 

・旧電気・機械室棟の解体撤去に伴う電力、通信等の引込の除却について、インフラ供給

事業者と協議を行い、対応すること。 

・不要な配管配線については撤去、処分すること。 

・変圧器、コンデンサ、放電灯安定器等を撤去する場合には、PCB含有（微量含む）の有無

を確認し、その結果を調書（機器型式、数量、確認方法、結果の一覧、根拠資料等で構

成）にまとめ、構外搬出前に市に提出し、確認を受けること。なお、PCB含有が判明した

機器は構外搬出せず、関係法令を遵守し適切に取り扱い、適切な容器に収め、市と協議

により指定する場所に整理、集積すること。 

・仮設の給排水管等の設置により、本庁舎１号館の利用に支障がないようにすること。 

・解体撤去工事等の対象となる建物とつながる配管等は、継続使用する建物の利用に支障

がないように適宜切断・閉塞等の処理を行うこと。 

・解体撤去工事等に伴い、切回しが必要となる設備（機器や配管・配線等）は、盛替工事時

期等に適切な移設・切回しを行うこと。また、必要に応じ仮設機器等にて対応すること。 

 

３ 完了期限 

・解体対象施設それぞれの解体撤去工事は、事業者の行政機能、全体共用部、民間機能等

の施設計画に支障のないよう、事業者の責任において遅滞なく完了させなければならな

い。 
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４ その他 

・解体撤去工事の施工は、建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

に準じること。 

・事業者が行う解体撤去設計業務に基づいて解体撤去工事の工事費内訳書を作成し、市に

提出し、確認を受けること。 

・解体撤去工事の状況を、毎月、市に報告すること。 

・残置物の図面、成果物（写真、施工計画書、工事報告書等）について、工事完了後、速や

かに市に提出し、確認を受けること。 


