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総   則 第１章．

業務要求水準書の目的  第１節．

大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業業務要求水準書（以下、「業務要求水準書（案）」

という。）は、大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業（以下「本事業」という。）の適正

かつ確実な実施を図ることを目的として、事業者が本事業を実施するにあたり、満たすべき

水準その他の事項（以下「要求水準」という。）を定めるものである。 

 

 

事業者が提案した事業計画 第２節．

事業者が提案した事業計画の内容のうち、業務要求水準書(案)に示す要求水準を上回るも

のについては、事業者が本事業を実施するにあたっての要求水準の一部として扱うものとす

る。 

 

 

要求水準の変更 第３節．

国土交通省（以下、総称して「国」という。）は、事業契約書の定めに基づき、事業期間中

に要求水準の変更を行うことがある。 

 

 

業務要求水準書(案)の規定の取扱い 第４節．

１. 業務要求水準書(案)の第２章から第５章又は適用基準等において、仕様その他により具体的に特定

の方法を規定している場合、国がこれと同等と認める方法を採用することができるものとする。 

２. 業務要求水準書（案）において、参考として示す内容については、要求水準に基づく業務の実施方

法の一例を参考として示すものであり、実際の業務の実施方法については、当該参考に関わらず、

事業者が要求水準を満たすよう計画するものとする。 

３. 業務要求水準書(案)において、設定条件として示す内容については、事業者が要求水準を満たすよ

う事業計画を策定する際の前提となる条件として示すものであり、事業期間中に当該設定条件に変

更が生じた場合は、必要に応じて、要求水準の変更について協議するものとする。 

４. 業務要求水準書（案）は、【添付資料１-１】「用語の定義」を参照するものとする。 

 

 

適用基準等  第５節．

１. 本事業の実施にあたっては、関係法令によるほか、【添付資料１-２】「適用基準等及びその解釈等

の掲載された刊行物等の入手先一覧」に掲げる基準等を適用する。なお、【添付資料１-２】「適用

基準等及びその解釈等の掲載された刊行物等の入手先一覧」に示す制定時のものから本事業の事業

契約締結までの間に改定があった場合には、原則として改定されたものを適用することとする。ま
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た、事業契約締結後の改定については、その適用について協議するものとする。 

２. 適用基準等の解釈については、【添付資料１-２】「適用基準等及びその解釈等の掲載された刊行物

等の入手先一覧」に掲げる刊行物を参照するものとする。 

３. 業務要求水準書(案)と適用基準等の間に相違がある場合は、業務要求水準書(案)を優先するものと

する。 

４. 【添付資料１-２】「適用基準等及びその解釈等の掲載された刊行物等の入手先一覧」の（５）その

他については、事業者の責任において、関係法令及び要求水準（【添付資料１-２】「適用基準等及

びその解釈等の掲載された刊行物等の入手先一覧」の（１）～（４）に示す適用基準等により定め

られるものを含む。）を満たすよう適切に使用するものとする。 

５. 適用基準等において、「監督職員」が承諾等することとされている事項については、原則として、

工事監理業務を実施する工事監理者に読み替えて適用する。 

 

 



 
 

２-１ 

 

事業の目的及び計画条件 第２章．

事業の目的  第１節．

大手前地区は緑豊かな大阪城公園の西側に位置し、国のブロック機関が入居する合同庁

舎等が複数存在し、官庁街を形成している。このうち、大阪合同庁舎第１号館及び第２号

館の別館や大阪第二法務総合庁舎など庁舎の耐震性能が不足し、また業務に要するＯＡ機

器の増加や災害応急対策活動等の業務量増大に伴う狭隘と、同一官署で複数の庁舎への機

能分散により、国民の安全・安心、利便性の低下を招くと共に円滑な業務の執行に支障を

来しており、危機管理等緊急事態への対応、高度情報化への対応、庁舎の執務環境の改善

が課題となっている。 

本事業は、これらの課題を踏まえ、基本的性能を確保したうえで、災害応急対策活動を

行う地方ブロック機関を核とする合同庁舎を整備し、将来起こりうる大規模災害の発生に

備えた防災機能の強化、分散機能の集約化、地域と連携した庁舎整備により新たなまちづ

くり空間やにぎわいの創出等、地域の活性化に積極的に貢献するとともに、効率的な維持

管理を図ることを目的とする。 

また併せて、大局的な政策課題であるバリアフリー・ユニバーサルデザイン、景観、環

境、木材利用等、官庁営繕事業として公共建築の先導的役割に適切に対応した施設整備を

図ることを目的とする。 

 

業務の概要 第２節．

本施設の施設整備業務 １．

事業内容、工程等は、【添付資料２-１】「本事業の業務内容及び国が実施する業務内

容」を参照する。 

新庁舎施設整備業務 （１）

新庁舎施設整備につき、下記の業務を行う。なお、外構及び新設付属施設を含む。 

大阪府庁新別館との接続部は、グランドレベルは雨掛かりにならぬようにし、屋上

庭園レベルは将来、通行できるようにすること。 

設計業務（設計及び必要となる調査、手続き等） a．

建設業務（工事及び必要となる調査、手続き、引き込み負担金、電波障害対策b．

工事等） 

工事監理業務（工事監理） c．

既存建物等解体撤去業務 （２）

既存建物等解体撤去につき、下記の業務を行う。 

設計業務（解体撤去図の作成及び積算、必要となる埋設文化財等調査、手続きa．

等） 

建設業務（解体工事及び必要となる調査、手続き等） b．

工事監理業務（工事監理） c．
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本施設の維持管理・運営業務 ２．

本施設を国に引渡した翌日より下記の業務を行う。 

本施設の維持管理業務 （１）

点検保守等業務 a．

定期点検等及び保守業務 (a)

運転・監視及び日常点検・保守業務 (b)

執務環境測定業務 (c)

清掃業務 b．

修繕業務 c．

レイアウト変更対応業務 d．

本施設の運営業務 （２）

下記 a.及び b.は本施設を国に引渡した翌日より下記の業務を行い、下記 c.は入居

予定官署の本施設への入居状況を鑑み国と協議により本施設を国に引渡した翌日以

降で定める日から行う。 

警備業務（駐車場管理を含む） a．

庁舎運用等業務 b．

庁舎運用業務 (a)

共用部備品調達業務 (b)

福利厚生サービス提供業務 c．

食事サービス提供業務 (a)

売店運営業務 (b)

自動販売機運営業務 (c)

 

本事業に含まれていない業務 ３．

ヘリコプターの運航管理業務（ただし、非公共用ヘリポートの維持管理及びヘリコ（１）

プターの離発着時の支援は、本事業の業務範囲に含む。） 

入居官署が独自に実施する警備（機械警備を含む）業務及び清掃業務（本事業の業（２）

務範囲に含まれる対象諸室等については、「第５章 維持管理・運営」に示す。） 

光熱水費の支払業務（施設整備業務及び福利厚生サービス提供業務に係る費用を除（３）

く。） 

 

将来計画への対応 ４．

国が行う別途工事、業務への対応 （１）

国が別途工事、業務を実施する場合に本事業との調整に協力すること。 
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施設に関する事項 第３節．

入居官署の概要  １．

近畿管区警察局 （１）

府県警察の警察行政や、各種捜査・警備・通信等において、国家的ないし全国的又

は地方的見地から、数府県警察ないし、隣接する府県警察が一体となって、警察活動

を行い得るよう、ブロックセンターとしての調整機能を果たしている。また、大地震

等の大規模災害が発生した場合に、被災情報、交通状況等に関する情報の収集にあた

るとともに、管区警察局ごとに編成された管区機動隊や広域緊急援助隊の派遣に関す

る調整を行っている。災害応急対策活動を行う官署である。 

近畿管区行政評価局 （２）

総務省の出先機関として、大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県及び

和歌山県の７府県を管轄し、「政策評価」、「行政評価・監視」、「行政相談」など

の業務に取り組んでいる。 

大阪法務局（訟務部除く） （３）

法務局の地方支分部局で、大阪府を管轄区域とし、登記（不動産登記、商業法人

登記等）、戸籍・国籍、供託等の民事行政事務及び法務省の人権擁護機関として

人権擁護事務を行う。 

また、近畿地方の管区法務局として、管区内地方法務局（京都、神戸、奈良、大

津、和歌山）を指揮監督する。 

（４）近畿公安調査局 

破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づ

き、我が国の公共の安全の確保を図ることを任務として、オウム真理教に対する観察

処分等の団体規制を実施するとともに、国内諸団体、国際テロリズム、北朝朝鮮等の

諸動向など、我が国の公共の安全に影響を及ぼす国内外の諸情勢に関する情報の収集

に取り組んでいる。 

また、公安調査庁は、内閣に置かれた内閣情報会議とその下に設置された合同

情報会議といった我が国の情報関係機関によって構成される情報コミュニティー

のコアメンバーとして、政府の政策決定への情報提供にも努めているところ、近

畿公安調査局はその地方支分部局として、これに資する情報を日々提供している。 

（５）近畿地方整備局（港湾空港部除く） 

国土交通省の地方支分部局で、管轄区域における国土交通省が所掌する公共事業の

実施及び助成、地方計画に関する調査及び調整、施設の管理、災害の予防及び復旧そ

の他の国土の整備及び管理に関する事務を行う。災害応急対策活動を行う官署である。 

（６）大阪航空局 

航空行政の現場部門を統括する地方支分部局で、西日本における航空行政を担い、

空港の整備や維持管理・航空機が安全に運航するための管制業務や施設の整備・航空

機事故、ハイジャック、テロ等の対応及び空港における大規模災害時の防災拠点とし



 
 

２-４ 

 

ての対応・航空に関する各種試験や検査の実施・航空機の騒音対策などを行う。災害

応急対策活動を行う官署である。 

 

入居官署の人員等 ２．

各入居官署の入居予定人数 （１）

各入居官署の入居予定人数は、【添付資料２-２】「各入居官署の入居予定人数」

による。 

各入居官署の勤務時間 （２）

各入居官署の勤務時間は、【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」による。 

来庁者数及び来庁車両台数 （３）

現状の実績に基づく来庁者数、来庁車両台数及び来庁バイク、自転車台数の内訳を

【添付資料２-４】「現状の来庁者数及び来庁車両台数」に示す。 

 

 

敷地に関する事項  第４節．

敷地条件 １．

立地場所 （１）

大阪府大阪市中央区大手前３丁目 

敷地面積 （２）

６,４５３.５４㎡ 

各敷地の位置及び求積図等は【参考資料２-１】「計画敷地測量図」を参照のこと。 

基準建ぺい率 （３）

８０％ 

基準容積率 （４）

本町通りより４０m まで：８００％ 本町通りより４０m 以上：６００％ 

地域地区 （５）

商業地域 

防火地域 

ボーナス制度地区 

住宅付置誘導制度適用地区 

駐車場整備地区 

周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地 

事業敷地の接道状況 （６）

南側：市道本町左専道線幅員２２.０m 

 

周辺インフラ整備状況  ２．

上水道 （１）
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本町通りに給水本管（３００mmφ）が敷設されている。 

下水道(汚水・雨水) （２）

本町通りに合流式下水道本管（４００㎜ φ・３００㎜ φ）が敷設されている。 

電力 （３）

敷地内へ複数の電力供給（特別高圧２２KV）の引込みが可能。 

都市ガス （４）

本町通りに配管（低圧３００A、中圧ガス A １５０A）、上本町通りに配管（中圧

ガス B １５０A）が敷設されている。 

通信 （５）

敷地内へ複数の通信事業者による引込みが可能。 

テレビ・ラジオ電波 （６）

UHF、CS、BS、地上波デジタル波、AM、FM（ワイドを含む）が到来している。 

 

地盤状況 ３．

敷地及び地盤状況は、【参考資料２-７】「地盤関連資料」、【参考資料２-８】「周辺

地盤関連資料」による。ただし、設計において、事業者が判断できない場合は、必要に応

じて自ら地盤調査を行うこととする。 

 

解体撤去対象施設 ４．

本事業において解体撤去を行う既存の建物及び既存付属棟等の位置・規模等については

【参考資料２-２】「既存建物・既存工作物のリスト・図面」による。 

 

大阪府庁新別館接続部分の状況 ５．

大阪府庁新別館接続部分の状況内容については【参考資料２-３】「大阪府庁新別館接

続部既存図面」による。詳細については入札参加者に示す。 

 

既存樹木 ６．

既存樹木については、【参考資料２-４】「既存樹木リスト」による。 

 

敷地地歴 ７．

過去に事業敷地において、ガソリンスタンドとしての利用や焼却炉の設置が確認されて

おり、地歴調査及び土壌サンプリング調査が必要と想定される。敷地の地歴の概要は【参

考資料２-５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・アスベスト調査結果」による。 
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埋蔵文化財 ８．

敷地は、周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地となっている。試掘の調査概要及び調査範囲

等の詳細については【参考資料２-６】「埋蔵文化財の調査範囲」による。 

 

アスベスト ９．

府警本部別館 A 棟の既存アスベストについては【参考資料２-５】「敷地地歴調査及び

土壌汚染調査報告書・アスベスト調査結果」による。 

 

土壌調査 １０．

土壌調査については、【参考資料２-５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・ア

スベスト調査結果」による。 

 

その他 １１．

事業敷地上空伝搬路上の位置は、総務省が作成している「伝搬障害防止区域」を表示し

た図面で確認すること。 
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 経営管理 第３章．

事業者に求められる基本的事項 第１節．

基本方針 １．

事業者は、事業期間を通じて、責任ある事業主体として、要求水準を満たすとともに自

らが提案した事業計画に基づき、適正かつ確実に事業を遂行するものとする。そのため、

自らの経営について適切に管理し、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実施体制を構築し、各業務の実施について総合的に管理するものと

する。 

本事業は、約１４年間にわたり、国の合同庁舎の施設整備、維持管理・運営を包括的に

実施する事業であることから、事業者は、各業務の実施を総合的に管理するというだけで

はなく、本事業の目的が自らの目的であることを認識し、事業の円滑な進捗のために庁舎

管理者の視点に立って、効率的かつ効果的に事業全体の調整及び管理を行うものとする。 

 

事業者に関する事項 ２．

事業者は、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、下記に掲げ

る事項を満たすこと。 

（１）会社法（平成１７年法律第８６号）に定める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、国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、国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）選定された応募者の構成員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）選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権

保有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこと。 

 

事業の実施体制に関する事項 ３．

事業期間を通じて、下記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）各業務における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
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れていること。 

（３）各業務の効率的かつ効果的な遂行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。 

 

事業者による事業の調整に関する事項 ４．

事業者は、総括代理人又は総括代理人直属のスタッフを中心に、各業務を統括し、適正

かつ確実に事業を遂行できるよう、下記に掲げる事項を行うこと。総括代理人又は総括代

理人直属のスタッフは、第５章．第１節 ３．（２）に定める管理統括責任者と兼任して

はならない。 

（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）を適切

に行うことができる総括代理人及び総括代理人直属のスタッフを配置すること。 

（２）各選定企業における業務実施計画、業務実施内容及び要求水準の達成状況を、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）各選定企業の提案・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）選定企業間の意見調整を適切に行い、常に選定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）総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、国との連絡窓口となり、緻密な連絡

調整を行うと共に、国・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等の管理、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ことを実施すること。 

 

事業者の財務に関する事項 ５．

事業期間を通じて、下記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）収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。 

 

 

事業者の経営等に関する報告 第２節．

事業者は、下記に掲げるとおり、事業者の経営等に係る書類を提出すること。提出時期は

事業契約の締結後については５開庁日まで、それ以外は特に定めのない限り、翌月５開庁日

までとする。 
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定款の写し １．

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

提出する。 

 

株主名簿の写し ２．

事業者は、会社法第１２１条に定める自らの株主名簿（以下「株主名簿」という。）の

写しを、事業契約書の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

場合に国に提出する。 

 

実施体制図 ３．

事業者は、本事業に係る実施体制図を、事業契約の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国に提出する。 

 

事業者が締結する契約又は覚書等 ４．

契約又は覚書等の一覧 （１）

事業者は、本事業に関連して、国以外を相手方として自らが締結し、又は締結する

予定の契約又は覚書等の一覧（事業者又は選定企業が締結する保険の一覧を含む。）

を、事業契約の締結後及び締結し又は締結する予定の契約又は覚書等の一覧に変更が

あった場合に国に提出する。 

契約又は覚書等の写し （２）

事業者は、国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

選定企業が保険契約を締結する場合を含む。）には、契約締結日の１０開庁日前まで

に（契約締結後及び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１

０開庁日前までに）、当該契約書類又は覚書等の素案を国に提出する。ただし、契約

の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして国が承諾した場合は、提出を

省略することができる。 

事業者は、国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

選定企業が保険契約を締結する場合を含む。）には、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国に提出する。ただし、

契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして国が承諾した場合は、提

出を省略することができる。 

 

株主総会の資料及び議事録 ５．

事業者は、自らの株主総会（臨時株主総会を含む。）の開催後に、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国に提出する。 

 

取締役会の資料及び議事録 ６．

事業者は、取締役会を設置している場合は、取締役会の開催後に、当該取締役会に提出
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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国に提出する。 

 

計算書類等 ７．

（１）事業者は、定時株主総会の開催後に、下記に掲げる計算書類等を国に提出する。な

お、事業者の決算期は毎年３月３１日とする。 

ａ．当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第４３５条第２項に

定める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

類と事業者の事業収支計画の対応関係の説明資料 

ｂ．上記 a.に係る監査報告書の写し 

ｃ．当該事業年度におけるキャッシュ・フロー計算書その他国が合理的に要求する書

類 

（２）中間計算書類を毎年１１月末までに国に提出する。中間計算書類は、上記 a.に定

める計算書類に準じるものとする。 

（３）事業者は、事業費の改定等により事業収支計画を変更した場合は、事業費の改定等

の内容の確定後に事業収支計画を国に提出する。 

（４）事業者は、本施設の引渡後速やかに、事業契約締結から当該引渡時点までに生じた

事業費の変更等を反映した事業者の事業収支計画に基づく PFI－LCC の費用の項目

及びその算出根拠資料を作成し、発注者に提出する。資料作成方法及び提出様式は、

「VFM に関するガイドライン」（ 平成１３年７月２７日、平成２６年６月１６日

改定）による。 
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施設整備 第４章．

施設整備の目標 第１節．

大手前地区を含む大阪城周辺地域は、大阪のシンボルである大阪城に向かって開放的なス

カイラインを有するとともに、都心のクールスポットというべき大阪城公園を中心に、北側

は造幣局、民間美術館等が立地、東側は OBP を中心とするビジネス機能の集中、さらに南側

は難波宮跡公園や大阪歴史博物館、NHK 大阪放送局など、水と緑、歴史、文化に恵まれた良

好な環境を有している。また大阪城の西に位置する大手前地区には、国家機関として大阪第

１～第４地方合同庁舎や法務総合庁舎があり、更に大阪府庁本館及び新別館等や大阪府警察

本部もあり、行政機関の中心地となっている。 

事業敷地は大阪府警察本部と大阪府の災害活動拠点を有する大阪府庁新別館の間に位置

し、現在は大阪府により大阪活性化に資する新たな活用策として、大手前・森之宮地区の土

地利用基本計画がまとめられ、大阪国際がんセンター（旧府立成人病センター）の移転など

周辺整備が行われている。土地利用基本計画の街区ブロック内の交流、防災等の地域連携の

観点からも重要な場所となっている。 

本施設は近畿圏内の中枢を担う国家機関の６官署が入居し、その中でも近畿管区警察局、

近畿地方整備局、大阪航空局は指定地方行政機関として、災害発生時には広域災害活動拠点

としての機能を発揮する必要があり、南海トラフ沿いの巨大地震や直下型地震発生時におい

ても迅速かつ的確に業務が継続されるよう施設機能を確保する必要がある。 

以上を踏まえ、安全・安心、広域災害活動拠点機能の確保はもとより、地域のまちづくり、

ユニバーサル社会の実現に寄与し、先導的な地球温暖化対策への取組等、時代のニーズに的

確に対応し、施設利用者に提供するサービスの価値を効率的に最大化することを施設整備の

目標とする。 

 

施設整備方針 第２節．

周辺地域・環境との調和 １．

大阪の行政・医療・観光集積地区としての潜在的な能力を活かした施設整備 （１）

本施設は、国民生活に直結する、多岐にわたる国の行政サービス機能で構成された

国の地方ブロック機関が入居する合同庁舎であり、災害発生時等の非常時において広

域災害活動拠点としての機能を備える防災合同庁舎でもある。また、周辺には NHK 大

阪放送局や大阪府、及び国の行政施設、また大阪城や大阪歴史博物館などの観光施設

に隣接、近接し、「大手前・森ノ宮地区の土地利用基本計画」において敷地を含む街

区には、「街区中通り」と呼ばれる歩行者道を整備することにより、周辺地域との回

遊を促進し、連携を強化することが方針として示されている。 

このため、施設配置計画の効率化や利用者の利便性向上など、国の官署を一体整備

する利点を最大に生かす土地利用を実現させるとともに、利用形態の異なる各官署の

集約化による共用部分等、利便性や快適性に配慮した空間構成、動線計画など、安全・

安心感を与える快適な施設計画による空間づくりを行う。 

また、情報通信技術（ICT）は現在の行政サービスの提供には不可欠なものであり、

本施設においても、行政情報等の提供、道路交通情報や河川防災情報の構築、情報通
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信技術を活用した防犯性能の向上などについて、情報通信技術を最大に活用し、効果

的、効率的に行政サービスを提供できる施設を実現するものとする。 

 

入居官署の特性を考慮した安全で快適な空間の創造 ２．

災害応急対策や広域後方支援活動拠点としての機能への対応 （１）

本施設は、広域後方支援活動拠点としての機能を備えることから、構造体にかかる

リスクの低減を考慮し、さらに「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、

施設整備、維持管理・運営の各段階の建物自身の安全性はもとより、災害等非常時に

これらの機能が確実かつ効果的に発揮できるよう、施設全体としての総合的な耐震性

能確保による防災拠点整備を行う。 

また、地域の防災力の向上に寄与し、災害時においても施設が有効に機能し、確実

な業務継続を可能とする施設を実現するものとする。 

安全で快適な空間の創造 （２）

本施設は、多くの官署により構成されることから、業務形態に応じた執務空間の形

成を図るとともに、各官署の執務スペースの最大化やフレキシビリティの確保、執務

空間性能の向上など公務の能率増進につながる内部空間とし、共用部の快適性も確保

することで、利用者に対してより質の高い行政サービスを将来にわたって安定的、継

続的に提供していくことが可能な、利用者に親しみやすく便利で安全に利用できる施

設を実現するものとする。 

本施設においては、高齢者、障害者等も含めた多様な人々の利用が予想され、安全

で快適に施設を利用できることが求められることから、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律第９１号）における誘導的基準を満

足することはもとより、全ての施設利用者が安全で円滑に施設を利用でき、またマイ

ノリティを除外することのがない、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行う。 

また、ユニバーサルデザインに関するスパイラルアップ（点検・評価・改善）の手

順を繰り返し、段階的・継続的な発展をめざし、ユニバーサルデザインの質の向上を

図る。 

また、入居予定官署は、業務遂行にあたり機密情報や個人情報等を扱うため、施設

整備にあたっては、セキュリティに十分に配慮する。セキュリティを保ちながらも開

放的な空間を確保するなど利用者にとって快適な施設とする。 

 

環境保全について先導的な公共建築の実現 ３．

環境負荷低減に配慮した施設整備 （１）

環境問題の今日的な動向に対応し、行政として先導的に取り組む必要から、施設整

備、維持管理から廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて、省エネルギー・省資源、

長寿命化、建設副産物の抑制、エコマテリアルの使用等を積極的に取り入れるなど総

合的な対策を講じた環境に配慮した施設整備を行う。 

また、国民の共有財産である官庁施設に関して、良質な施設及びサービスを効率的

に提供するため、太陽光・太陽熱の利用など環境保全対策の先導的技術の導入を積極

的に進め、、地球温暖化の防止、循環型社会の形成等に貢献する。前文を踏まえて木

材の積極的活用を行う。 
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設計・施工条件 第３節．

本施設の構成及び規模 １．

表４-1 新庁舎の規模 

新

庁

舎 

 

専用部分 

①近畿管区警察局 ３８２２.７ ㎡ 

②近畿管区行政評価局 １０５６.４ ㎡ 

③大阪法務局 ５９４９.１ ㎡ 

④近畿公安調査局 １９７９.９ ㎡ 

⑤近畿地方整備局 １０６６０.４ ㎡ 

⑥大阪航空局 ３５１６.７ ㎡ 

 小計 ２６９８５.２ ㎡ 

共用部分 （含・地下駐車場面積※） １８５１２.５ ㎡ 

  計 ４５４９７.７ ㎡ 

 

附 自転車置場 ９４.０ ㎡ 

属 立体駐車場 ３６５９.０ ㎡ 

家 計 ３７５３.０ ㎡ 

 

合計 ４９２５０.７ ㎡ 

 

表の面積は、国有財産法上の面積を示す。 

※部、附属屋及びその他事業者提案により設置する付属施設の床面積は、共用部分に含

むものとする。 

新庁舎の延床面積は、表４-１「庁舎の規模」に示す合計面積の９５％以上１００％（１）

以下とする。 

新庁舎の専用部分の面積は、表４-１「庁舎の規模」の①～⑥の各入居官署の専用（２）

部分の面積以上を確保する。 

各室面積は、【添付資料４-２】「各室性能表」に掲げる「室面積」に示す所定の（３）

面積に対し、±５％以内とする。ただし、設計において、要求水準（面積を除く）

を満たした上で、合理的な理由に基づく提案を行い、国と計画案の協議が整った

場合はこれを変更することができる。 

【添付資料４-２】「各室性能表」における入居官署専用部分の各室をむすぶ廊下（４）

については、【添付資料４-２】「各室性能表」共用部分の廊下の面積として算出

する。その他条件に専用廊下及び専用階段などの記載があるものは、関連諸室の

面積に含まれるものとする。 

立体駐車場及び地下駐車場を整備し、「大阪市駐車施設の付置等に関する条例」に（５）

基づき附置駐車台数を満足すること。地下駐車場は官用車用、立体駐車場は来庁

者用として整備する。立体駐車場は原則自走式とする。機械式駐車設備は地下の

官用車駐車場において３段を限度とした多段式駐車設備に限り設置することを可

能とし、最小限に留める。なお、立体駐車場は新庁舎と一体的に一棟として整備
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することも可能とする。 

駐車場において、多段式駐車設備を設置した場合、多段式駐車設備部分における面（６）

積は、国有財産法に基づく算定により当該部分の水平投影面積とする。 

屋外に屋根付駐輪場（自動点灯・消灯式照明共）を整備し、「大阪市自転車駐場の（７）

附置等に関する条例」に基づき駐輪台数を確保すること。その構造は木造とし、仕

上げ等もできるだけ木質化を図る。 

新庁舎について、「公共建築物における木材の利用の促進のための計画（平成 28 年（８）

4 月 1 日公表）｣に基づき積極的に木材活用を行うこと。 

 

配置計画の条件 ２．

計画にあたっては、下記の条件を満たすと共に【参考資料４-１】「施設ゾーニングと

大阪府庁新別館接続位置」を参考にすること。 

敷地の北側と東側の境界線から敷地内約２mの部分は街区中通沿いの緑地帯として（１）

整備すること。ただし、敷地の北東の角から緊急時に車が通り抜けられるよう配慮

すること。 

新庁舎へのアプローチは街区中通との関係も重視し、地域連携を考慮したものとす（２）

ること。 

大阪府庁新別館との接続部は、グランドレベルは雨掛かりにならぬようにし、屋（３）

上庭園レベルは将来、通行できるようにすること。 

配置計画は大阪府庁新別館の２階屋上庭園から大手門への軸線を意識したものと（４）

すること。 

敷地南側に車寄せを設けること。 （５）

受診者が移動を含め雨に濡れずに利用できる場所に健康診断用の受診車２台を駐（６）

車できるスペース（臨時でも可能）を設けること。 

災害発生時に緊急災害対策派遣隊員のチームが乗り降りするため、マイクロバス（７）

程度の緊急車両が数台駐車でき、かつ転回できるスペースを敷地内に確保するこ

と。 

敷地の南側の壁面線は大阪府警察本部の壁面線より南側に出さないこと。また、本（８）

町通り側のプラザとして十分な広さを確保すること。 

 

動線計画の条件 ３．

計画にあたっては、下記の条件を満たすと共に【参考資料４-１】「施設ゾーニングと

府庁新別館接続位置」を参考にすること。 

歩行者用敷地出入口は本町通りに面して設ける他、大阪府庁新別館との接続部分（１）

及び街区中通りに面して適宜設け、地域連携と周辺回遊を考慮した計画とするこ

と。また、街区中通りから大阪府庁新別館の屋上庭園へ新庁舎内を経由せず移動

できる階段等の設備を設けること（位置によっては立体駐車場の階段を兼ねること

も可能）。 
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車両用敷地出入口は本町通りに面して設ける。また、敷地の北東角部で、災害時（２）

に緊急車両が街区中通りを交差し、隣接する大阪府警察本部の駐車場へ通り抜け

ることができるようにすること。 

大阪府庁新別館の車両の出入りに利用されている敷地南側のロータリーは車回し（３）

についてその機能を残し、新庁舎整備に合わせ出庫状況を歩行者に通知する設備

を設ける。 

来庁者用車両と官用車両の出入口及び動線は分離し、官用車は（３）のロータリー（４）

を利用して駐車場へアプローチするものとする。 

２‐（３）での通路は、新庁舎の利用者のためだけでなく、周辺施設との歩行者動（５）

線の連続性など、地域連携を考慮したものとすること。但し、通常時は自転車の

通行ができない車止めを設置する。 

エントランスホールを１階に設けるほか、大阪府庁新別館との接続階（将来通行予（６）

定部分も含む）にもエントランスを設け、セキュリティゲート及び利用者記帳・受

付のためのカウンターを設ける。 

エレベーターは法務局の法人登記部門、不動産登記部門、戸籍課（成年後見登記含（７）

む。）、国籍課、供託課、人権擁護部への外来者が利用するエレベーター（以降｢低

層用エレベーター｣という）をセキュリティエリア外に設置し、それ以外で職員等

が利用するセキュリティエリア内に設置するエレベーター（以降｢中層用・高層用

エレベーター｣という）と分ける。 

地下の官用駐車場階へは職員の駐車場の利用などのために中層用エレベーター、高（８）

層用エレベーターを各１台以上着床させる（非常用エレベーターは含むが、低層用

エレベーターは含まない。）。各々のエレベーターホールはセキュリティがかかる

ものとする。 

低層用エレベーターは２台とする。 （９）

 

建築形状、外構等の条件 ４．

新庁舎の高さ（塔屋、工作物、ヘリポート等の高さも含めた建物高さとする。ただ（１）

し、避雷針、メンテナンス用タラップ手摺、工作物の指定を受けない煙突等は除

く。）は、各法令を遵守する他、上空伝搬路や大阪府警察本部のヘリポートの制限

等この要求水準書に提示される条件を満たす任意の高さとする。 

新庁舎の輪郭線は、大阪城や歴史的遺産に配慮するとともに、線形が際立つこと（２）

のないように近隣建築物群と調和のとれた計画とする。 

大阪城をはじめとする文化的・歴史的集積を現代的な視点からとらえた外観デザ（３）

インの計画とする。 

車寄せは雨にぬれずに乗降できる構造とすると共に、建物の正面にふさわしい設（４）

えとする。 

敷地境界からの後退距離に配慮し、低層部は屋上緑化等により外構の緑と一体感（５）

のある計画とする。 

植栽や舗装、サイン計画は周辺の整備と連続し、調和のとれた整備を行うこと。 （６）
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施工計画の条件 ５．

整備手順については下記の通りとする。 （１）

既存アスファルト舗装、仮設表層水処理排水設備及び大阪府警察本部別館 B 棟残a．

置基礎及びその他既存建物等地上部撤去後、土壌汚染対策、埋蔵文化財調査 

既存建物等地上及び地下残置部分（杭を含む）の撤去 b．

新庁舎新築工事  c．

工事期間中は周辺施設への騒音・振動、プライバシー保護、排煙、採光、換気等（２）

に十分な配慮を行う。 

施工時間について、夜間及び土・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」（昭和 23   （３）

年 7 月 20 日法律第 178 号）に規定する休日に工事を行おうとする場合は、国に事

前に報告する。 

周辺の既存建物や、埋蔵文化財に影響を与えないようにする。 （４）

工事用電力、光熱水費等については、事業者の負担とする。 （５）

工事期間中における作業員詰め所等を含む現場事務所は、周辺環境に十分配慮し（６）

た配置計画とする。また、働きやすい現場環境に配慮した快適トイレ等の設置を

行う。 

敷地周辺の既存万能塀は利用可能であるが、安全管理及び撤去は事業者にて行うこ（７）

と。また、街区中通りに対してイメージアップに努める。 

工事期間中は周辺施設の車両、歩行者の交通に配慮する。 （８）

当敷地内の大阪府庁新別館のロータリーとして利用されている部分は閉鎖して工（９）

事用敷地として利用できるが、閉鎖に伴う大阪府庁新別館の既存交通機能の安全

措置は大阪府と協議して事業者で行う。 

工事場所における夜間警備を適切に行う。 （１０）

隣接する大阪府警察本部のヘリポートは非公共用に指定されている。クレーン（１１）

設置にあたり、当該ヘリポートの進入路を確認の上、やむを得ずその進入路にか

かる場合には時間や範囲等、大阪府警察本部と十分に協議調整を行う。 

 

解体撤去工事条件 ６．

既存建物等の解体については、地下躯体及び基礎も含め、全て解体・撤去する（外（１）

構部の設備も含む）。金属類等の有価物は、国と協議の上、原則、国に引き渡す。

樹木については、移植、撤去（伐採・伐根）とも可能とする。 

 

関係法令等の遵守 ７．

許可基準に関する行政との協議については、【参考資料４－２】「国が行った事前（１）

協議の概要」による。 

解体に伴って発生する PCB 廃棄物は、当該廃棄物の管理を行う大阪府に引き渡す（２）
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ものとする。 

既存建物等のアスベストの含有については、【参考資料２-５】「敷地地歴調査及（３）

び土壌汚染調査報告書・アスベスト調査結果」による。提示のアスベスト以外に事

業者が建物にアスベストが含有されていることを確認した場合は、国と協議の上、

適切に処理を行うこととする。 

敷地で文化財保護法に基づく諸手続き、調査等が必要である。事前協議は行って（４）

おり、協議内容については【参考資料２-６】「埋蔵文化財の調査範囲」による。

計画の内容により発掘範囲等、再調整が必要である。発掘調査、調査報告書作成

は本事業内とする。 

土壌調査に関して、所管行政機関との協議及び届出は本事業内とする。【参考資料（５）

２-５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・アスベスト調査結果」について

は、事業者の責任において利用可能である。 

その他、施設の整備にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、適切な施（６）

設整備を推進するものとする。 
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施設計画（基本的性能） 第４節．

施設整備に係る基本的性能は「官庁施設の基本的性能基準」によるものとし、適用する分類は

【添付資料４-１】「官庁施設の基本的性能基準適用表」及び【添付資料４-２】「各室性能表」

による。また、適用類型による性能に加えて、必要な性能項目及び水準として、本節を規定する。 

これら要求水準を踏まえ、施設全体として各分野、各種計画が整合し、バランスのとれた合理

的で機能的な施設整備とする。 

 

＜基本的性能一覧表＞ 

分野 項目 

１．社会性 （１）地域性 

（２）景観性 

２．環境保全性 （１）環境負荷低減性 a．長寿命 

b．適正使用・適正処理 

c．エコマテリアル 

d．省エネルギー・省資源 

（２）周辺環境保全性 a．地域生態系保全 

b．周辺環境配慮 

３．安全性 （１）防災性 a．耐震 

b．対火災 

c．対浸水 

d．対津波 

e．耐風 

f．耐雪・耐寒 

g．対落雷 

h．常時荷重 

（２）機能維持性 

（３）防犯性 

４．機能性 （１）利便性 a．移動 

b．操作 

（２）ユニバーサルデザイン 

（３）室内環境性 a．音環境 

b．光環境 

c．熱環境 

d．空気環境 

e．衛生環境 

f．振動 

（４）情報化対応性 

５．経済性 （１）耐用性 a．耐久性 

b．フレキシビリティ 

（２）保全性 a．作業性 

b．更新性 

社会性 １．

地域性 （１）

【基本的性能】 

 ・施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性とともに、地域の活性化等地域社

会への貢献について配慮したものとなるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 
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歴史、文化・風土へ

の配慮 

・周辺の歴史、文化及び風土に配慮した素材、工法及び構法等により、地

域のまちなみとの調和を図る。 

周辺の施設との連携 ・大阪府庁新別館、大阪府警察本部、国際がんセンター（旧大阪府立成人

病センター）、重粒子線治療施設等、地域における他施設との連携によ

る相乗効果や機能補完を意識する。 

・街区中通りに面した敷地境界部は、囲障等をセットバックさせて街区中

通りと連続した統一感のある植栽による緑のオープンスペースを整備す

る。 

・本町通りからの眺望に対して正面性のある外観デザインとする。 

地域活性化への貢献 ・大阪城への動線となる街区中通りにオープンスペース等を設けるなど、

空間的な連続性に配慮した計画とし、地域に広がりと賑わいを創出する

計画とする。 

・谷町四丁目駅や周辺施設を結ぶ歩行者動線ネットワークを構築し、地域

の人々が庁舎への親しみをもち、人の流れを呼び込める魅力ある計画と

する。 

関連計画等との整合 ・「大手前・森之宮地区の土地利用基本計画」等、大阪市や大阪府におけ

る都市計画及びその他関連計画との整合及び調整を図る。 

 

景観性 （２）

【基本的性能】 

 ・施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性を考慮しつつ、周辺環境との調和

を図り、良好な景観の形成について配慮したものとなるように、性能の水準を確保

する。 

【技術的事項】 

歴史、文化・風土へ

の配慮 

・大阪城・難波宮跡公園に近接するため、先進性の中にも公園とまちと城

を結ぶ景観づくりを図るなど、施設の外観、外部空間、材料、構工法等

について、周辺との調和に配慮した計画とする。 

歴史的まちなみの保

存・再生 

・舎密局の時代から引き継がれる本町通りのくすのきをアプローチ空間の

緑陰として活用するなど、まちなみの持つ歴史及び文化を尊重した計画

とする。 

周辺の自然環境への

配慮 

・大阪城の表玄関である大手門に直結する場所に位置しており、都心のク

ールスポットである大阪城公園の環境的価値を拡大し、周辺地域からの

景観性の向上を意識した計画とする。 

周辺の都市環境への

配慮 

・周辺都市景観に調和しつつ、先進性の中にも親しみがあり、長期にわた

って飽きのこないデザインとし、将来における景観形成に対しても先導

的な外観デザインとする。 

・車両の出入りにおいて、周辺交通への影響に配慮する。 

・敷地出入口は歩行空間、緑の連続性に配慮し、周辺環境と調和した構え

とする。 

・建物のボリュームが与える影響について、大阪城の視点場に配慮する等

周辺に配慮する。 

関連計画等との整合 ・大阪市の「大阪市景観計画・都市景観条例」に定められた良好な景観形

成に関する方針・目標を実現するため、景観の向上、地域の特性を生か

した都市景観の形成を進める計画とする。 

 

環境保全性 ２．

環境負荷低減性 （１）

大阪市建築物総合環境評価制度（CASBEE 大阪みらい編）による評価を行い、建(a)

築物の環境性能効率（ＢＥＥ値）が１．５以上となるように計画する。また、
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評価結果を確認できるようにする。 

「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））  (b)

に基づく「建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令」（平成 28 年 1 月

29 日経済産業省・国土交通省令第１号）に示す建築物のエネルギー消費性能の

向上の一層の促進のために誘導すべき基準を満足することとし、可能な限り低減

するように努める。 

運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化(c)

炭素排出量（運用 CO2）のベンチマーク設定を行う場合は、（a）及び(ｂ)を考

慮し計画する。 

先導的な取り組みとして、最新技術の導入に努めるものとする。その際、設置・(d)

活用方法について提案するとともに、効果等の検証を行う。 

 

長寿命 a．

【基本的性能】 

・施設の長寿命化を図り、総合的に環境保全性を確保することとする。 

【技術的事項】 

可変性配慮 ・階高、床面積、床荷重等の余裕度及び間仕切り等の可変性に配慮し、

内部機能の変化に柔軟に対応できるものとする。 

構造体 ・耐久性に優れたものとする。 

建築非構造部材及び

建築設備 

・合理的な耐久性が確保されたものであるとともに、更新、修繕及び補

修が容易なものとする。 

維持管理 ・適切な維持管理が容易に行えるよう、適切な作業スペース等を確保す

る。 

 

適正使用・適正処理 b．

【基本的性能】 

・廃棄物の削減及び適正処理、資源の循環的な利用等を行い、総合的に環境保全性

を確保することとする。 

【技術的事項】 

建設副産物対策 ・発生抑制、再使用及び再生利用を図る。 

高環境負荷物質使用

の資機材の使用抑制

と適正回収 

・環境負荷の大きい物質を使用した資機材の使用を抑制するとともに、

その適切な回収に配慮する。 

施設運用時の廃棄物

の適正処理 

・施設運用時の廃棄物の適切な処理に配慮する。 

 

 

エコマテリアル c．

【基本的性能】 

・環境負荷低減に配慮した資機材を使用し、総合的に環境保全性を確保することとす

る。 

【技術的事項】 

低環境負荷材料等の ・ 環境負荷の少ない自然材料等を採用する。 
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採用 

熱帯材型枠の使用合

理化 

・熱帯林の減少に配慮し、熱帯材型枠の使用の合理化等を図る。 

廃棄物等の再使用・

再生資機材の活用 

・廃棄物等の再使用又は再生利用した資機材を使用する。 

分解が容易な材料・

工法の採用 

・部分的な更新が容易となるように、分解が容易な資機材、モジュール

材料等を使用する。 

 

省エネルギー・省資源 d．

負荷の低減 (a)

【基本的性能】 

・建築設備への負荷を抑制し、総合的に環境保全性を確保することとする。 

【技術的事項】 

建築物の向き、室の

配置等 

・建築物の向き、室の配置等について配慮し、外壁を通した熱負荷の低

減を図る。 

高断熱・高気密の材

料・工法の採用 

・断熱性及び気密性の高い材料・構法の採用等により、躯体を通した熱

負荷の低減を図る。 

建具等の断熱、日射

遮蔽、気密化 

・断熱・日射遮蔽性の高い建具及びガラス、庇等の採用により、開口部

を通した熱負荷の低減を図る。 

空調・換気量の低減 ・室内で発生した熱及び汚染物質の拡散を抑制し、空調・換気量を低減

する。 

エネルギー損失の低

減 

・エネルギー損失の低減を考慮した建築設備システムとする。 

 

自然エネルギーの利用 (b)

【基本的性能】 

・自然エネルギーの有効利用を図り、総合的に環境保全性を確保することとする。 

【技術的事項】 

自然光の活用 ・自然光の活用により、照明負荷の低減を図る。 

自然通風の活用 ・自然通風の活用により、冷房負荷の低減を図る。 

再生資源エネルギー ・太陽光発電、太陽熱給湯、外気冷房等による自然エネルギーの利用を

図る。 

 

エネルギー・資源の有効利用 (c)

【基本的性能】 

・エネルギー及び資源の有効利用を図り、総合的に環境保全性を確保することとする。 

【技術的事項】 

エネルギーの変換

及び利用 

・ エネルギーの変換及び利用が、総合的かつ効率的に実施されるような

建築設備システムとする。 

負荷の平準化 ・電力負荷の低減及び平準化を図る。 

搬送エネルギーの最

小化 

・施設部位に応じた運転制御方式により、搬送エネルギーの最小化を図

る。 

照明エネルギーの最

小化 

・LED照明の使用、施設部位に応じた点灯方式の採用等により、照明エ

ネルギーの最小化を図る。 

雨水又は排水処理水

の利用 

・雑用水の一部としての雨水又は排水処理水の利用、各種節水システム

の採用等により、水資源の消費低減を図る。 

適正な運転管理が可 ・信頼性が高く、適正な運転管理が可能な管理システムの構築により、
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能なシステムの構築 消費されるエネルギーの最小化を図る。 

 

周辺環境保全性 （２）

地域生態系保全 a．

【基本的性能】 

・地域生態系の保全を図り、総合的に環境保全性を確保することとする。 

【技術的事項】 

地形の改変、既存樹

木の保全等 

・必要最小限の地形の改変、既存樹木の保全等により、既存の周辺環境

の保全に配慮する。 

緑化率の向上、水循

環の構築等 

・ 緑化率の向上、水循環の構築等により、熱負荷の低減、地域生態系の

保護・育成、都市気候の緩和等に配慮する。 

有害物質の排出の抑

制等 

・有害物質の排出の抑制等により、大気、水質、土壌等の汚染防止に配

慮する。 

 

周辺環境配慮 b．

【基本的性能】 

・施設建設に伴う施設周辺の環境へ及ぼす負の影響を最小限に抑える。 

【技術的事項】 

騒音・振動 ・建設工事中において、周辺地域への影響を抑制した計画とする。特に、

隣接する国際がんセンター、大阪府警察本部の入院患者及び執務者に

対しての環境保全を図る。 

・施設運営段階において、建築物に附属する機器類が発する騒音・振動

及び生活騒音を、関連法規に定められている規制値以下にするととも

に、周辺地域への影響を抑制する計画とする。 

・非公共用ヘリポートの騒音事前検討を行う。 

風害（ビル風） ・適切な低層部の配置や樹木等の設置により影響を軽減する。 

・外部に接する出入口や、外部及び中庭空間において、ビル風により快

適性が損なわれることがないよう計画する。 

光害 ・照明の配置、設置方法、時間設定及び必要な明るさを考慮し、周辺地

域への影響を抑制した計画とする。 

・窓の反射光に関し、周辺の施設に配慮して計画する。また、外灯の上

方光束の抑制に配慮して計画する。 

反射障害 ・外装面について、光の反射による周辺地域への影響を抑制した計画と

する。 

日照障害 ・隣接施設、建物への日照阻害に配慮して計画する。 

電波障害 ・郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての

指導要領」（昭和５１年３月６日付）に従い対策を行う。 

①机上調査の結果必要とされるポイントのテレビ波（デジタル）の電

界強度調査を行う。 

②工期中のタワークレーン他仮設物等の高さ・形状に留意し、必要に

応じて関係諸官庁と調整する。 

③補償が必要な区域に対しては、第４章．第６節４．（１２）a．テ

レビ電波障害対策を行う。 

電波伝搬障害 ・工期中のタワークレーンまたは他仮設物等の高さ・形状および庁舎に

留意し電波法の申請を行う。 

・届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害

原因となると認められる旨の通知を受けた際には、第４章．第６節４．

項（１３）電波伝搬障害対策を行う。 

排気・排熱 ・周辺環境に影響をおよぼさないよう配慮する。 
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雨水流出抑制 ・雨水流出抑制施設を大阪市「雨水流出調整に関する実施基準」に従い

設置する。 

交通障害の抑制 ・周辺地域への来庁者用車両による交通障害を、できる限り抑制する計

画とする。 

環境負荷 ・使用する冷媒は、オゾン破壊係数０かつ地球温暖化係数ができる限り

小さいものとする。 

 

安全性 ３．

防災性 （１）

耐震 a．

【基本的性能】 

・施設の地震災害及びその二次災害に対する安全性を確保するために、施設の有す

る機能、施設が被害を受けた場合の社会的影響、施設が立地する地域的条件等に

応じて、構造体、建築非構造部材、建築設備について、その性能を確保する。 

・各部位の耐震安全性は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の規定に従い、

耐震安全性の分類は下表による。 

建築物 構造体 建築非構造部材 建築設備 

新庁舎 Ⅰ類 A類 甲類 

来庁者用駐車場 Ⅲ類 B類 乙類 

駐輪場 Ⅲ類 B類 乙類 

 

注）来庁者用駐車場は、新庁舎とは別棟として構造上切り離されたもので、機械室

等を含む庁舎の機能及び官用車用駐車場の機能と関連する部分を一切含まない建

築物とする。なお、新庁舎と一体的に整備する場合は、新庁舎としての建築物と

みなす。 

・耐震安全性確保に必要な施設機能として定める各室は、【添付資料４-２】「各室

性能表」に示す。 

【技術的事項】 

構造体に関する耐震性能 (a)

構造計画 ①

(ア)構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）

及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない

構造計画とする。 

(イ)構造耐力上主要な部分の配置等に関しては下記の通りとする。 

 事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない。 イ)

 制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大ばり等）としロ)

ない。また、極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不

要な構造とする。 

 構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮ハ)

し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮したものとする。ま

た、耐震性能の余力として確保するため、柱梁接合部の梁端部につ
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いては、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行うものと

する。 

 

高さが４５m を超える建築物及び免震構造を採用した建築物の地震力に対②

する安全性 

高さが４５m を超える建築物及び免震構造を採用した建築物の地震力に対

する安全性については、建築基準法施行令第８１条第１項の規定を準用し、

下記の通り評価する。 

水平方向に作用する地震動 (ア)

稀に発生する地震動：レベル１ イ)

構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。 

あ)「平成１２年建設省告示第１４６１号」第四号イ(１)から(３)の

規定による地震波 ３波 

い) 過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特

性を考慮して適切に選定した地震波（最大速度振幅２５０mm/s） 

３波 

 極めて稀に発生する地震動：レベル２ ロ)

構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。 

あ)「平成１２年建設省告示第１４６１号」第四号イ(１)から(３)の

規定による地震波 ３波 

い) 過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特

性を考慮して適切に選定した地震波（最大速度振幅５００mm/s） 

３波 

う）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 １波以上 

え）「平成 28 年 6 月 4 日付け国住指第 1111 号」の内容を踏まえた長

周期地震動（基整促波または同等以上の地震動）を考慮した模擬地

震波 １波 

 余裕度検討用地震動：レベル２＋ ハ)

建築物が転倒、崩壊等しないことを確認する。 

あ) 解放工学的基盤における速度応答スペクトル（減衰定数５％に対

するものとする）が、周期１秒以上の領域で、５％減衰、Sv １０

００mm/s 以上となるよう設計用入力地震動時刻歴波形（継続時間

６０秒以上）を作成する。これをレベル２＋と定義して検討する。 

１波以上 

い）上町断層帯地震動を考慮した模擬地震波（Sv １０００mm/s 以上） 

１波以上 

上記レベル１、２、２＋の地震動の入力位置は最下層レベルとし、地
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盤に接する部分を適切に評価した検討を行う。地震動作成の際の適合条

件は、【添付資料４-５】「地震動作成の際の適合条件」による。 

上下方向に作用する地震動 (イ)

上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮する。 

(ウ)耐震性能の目標 

 制振・耐震構造の場合 イ)

あ) 制振部材は交換が可能な構造とする。 

い) 制振部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。 

う) 構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定

を取得する。 

え) 加速度計は最上階、最下階、中間階の 3 箇所に設置する。ただし、

高次モードが卓越するような場合は、応答を適切に把握できるよう

適宜追加する。収録（記録）装置、管理用 PC は中央監視室に設置

する。 

地震計の設置に関しては、【添付資料４-４】「地震計特記仕様書」

による。 

お) 「平成 28 年 6 月 4 日付け国住指第 1111 号」の長周期地震動へ

の対策が講じられていること。 

・地上階（地下階より上層の階） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 層間変形角：１/２５０以下 

構造耐力上主要な部分（制振部材を除く）：短期許

容応力度以内 

ただし、制振構造を採用する場合は、架構から制振

部材を除いた状態で解析を行い、層間変形角１/２

００以下となることを確認する。 

レベル２ 層間変形角：１/１２５以下 

構造耐力上主要な部分（制振部材を除く）：弾性限

耐力以内 

制振部材：履歴型エネルギー吸収部材を使用する場

合は、累積塑性変形倍率を当該部材の最大累積塑性

変形倍率の１/４以下とする。 

ただし、制振構造を採用する場合は、架構から制振

部材を除いた状態で解析を行い、層間変形角１/１

００以下となることを確認するとともに、層の最大

塑性率２.０以下、部材の最大塑性率４.０以下とす

る。 

レベル２＋ 層間変形角：１/１００以下 

構造耐力上主要な部分（制振部材を除く）：終局耐

力以内 
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層の最大塑性率 ：２.０以下 

部材の最大塑性率：４.０以下（制振部材を除く） 

制振部材：履歴型エネルギー吸収部材を使用する場

合は、累積塑性変形倍率を当該部材の最大累積塑性

変形倍率の１/３以下とする。 

 

・地下階（建物外周の７５％以上が地盤と接する階。ただしドライエ

リアは地盤と接していない扱いとする。） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 

レベル２ 
構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル２＋ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

※弾性限耐力とは、柱、梁、ブレース材等（制振部材を除く）が

最初に全塑性耐力に達した時の建物水平荷重をさす。 

・基礎構造（基礎及び杭） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 

レベル２ 
構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル２＋ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

 免震構造の場合 ロ)

あ) 免震部材の交換や残留変形の復元が可能な構造とする。 

い) 免震部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。 

う) 免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、他の構造耐力上

主要な部分より先に耐力を失わないものとする。 

え) 構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定

を取得する。 

お) 加速度計は最上階、免震階の直上及び直下の 3 箇所に設置する。

収録（記録）装置、管理用 PC は中央監視室に設置する。 

地震計の設置に関しては、【添付資料４-４】「地震計特記仕様書」

による。 

か) レベル２時の免震層を含む全体系の実効周期は３秒以上とする。 

き)「平成 28 年 6 月 4 日付け国住指第 1111 号」の長周期地震動への

対策が講じられていること。 

・上部構造（免震装置より上に位置する建築物の部分） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 層間変形角：１/５００以下 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル２ 

 

層間変形角：１/２５０以下 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 
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設計用せん断力係数は０.１５以上とし、外力分布

形状は応答解析によること 

免震部材に引張力が生じないこと 

レベル２＋ 層間変形角：１/２５０以下 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

免震部材に引張力が生じないこと 

 

・下部構造（免震装置より下に位置する建築物の部分） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 

レベル２ 
構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル２＋ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

 

・基礎構造（基礎及び杭） 

入力レベル 判定基準 

レベル１ 

レベル２ 
構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

レベル２＋ 構造耐力上主要な部分：弾性限耐力以内 

 

免震構造を除く高さが４５m 以下の建築物の地震力に対する安全性 ③

免震構造を除く高さが４５m 以下の建築物の地震力に対する安全性につい

ては、下記により評価する。下記によらない場合は、「(b)高さが４５m を超

える建築物及び免震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性」により

評価する。 

なお、４５m 以下の場合においても、長周期地震及び上町断層帯地震への

対応を考慮する。 

耐震性能の目標 (ア)

・地上階（地下階より上層の階） 

地震力 判定基準 

建築基準法施

行令第８８条

第２項に定め

る地震力 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

層間変形角：１/２００以下 

 

建築基準法施

行令第８８条

第３項に定め

る地震力 

保有水平耐力：重要度係数を考慮した必要保有水平耐力

以上 

その際の層間変形角は、鉄筋コンクリート造または鉄骨

鉄筋コンクリート造において１/２００以下、鉄骨造に

おいて１/１００以下 

 

・地下階（建物外周の７５％以上が地盤と接する階。ただしドライエリア
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は地盤と接していない扱いとする。） 

地震力 判定基準 

建築基準法施

行令第８８条

第４項に定め

る地震力 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

【添付資料４-６】「地下階の耐震安全性確保の検討方法」によって保

有水平耐力の検証を行う 

 

・基礎構造（基礎及び杭） 

地震力 判定基準 

建築基準法

施行令第８

８条第４項

に定める地

震力 

構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

 

 

その他の耐震性能 (b)

電力の確保 ①

(ア)電気供給者からの受電は３回線スポットネットワーク又は２回線受電と

する。なお２回線受電時は異なる変電所からの供給とする。 

(イ)商用電源途絶時においても自家発電装置により電力供給ができるものと

する。 

通信・連絡網の確保 ②

大地震動後の不測の事態に備え、下記の対策を行う。 (ア)

 異なる通信事業者の通信線を引き込む。 イ)

 各々の事業者について、異経路引き込み（異なる交換局から２経路）ロ)

を行う。 

地震時の避難安全確保に関する性能 ③

地震発生時、危険性の高い場所（昇降路内、階段室、機械室等）の利用者

が円滑に建物内の安全場所まで避難できるよう、地震管制運転、非常放送、

音声誘導等の対策を講じるものとする。また、緊急地震速報装置を設け、信

号を受信した際に、速報内容が迅速に反映されるよう、昇降機、放送設備等

の連動をとるものとする。 

対火災 b．

【基本的性能】 

・火災に対して、人命に加え、財産・情報の安全の確保が図られるよう、耐火、初期火

災の拡大防止及び火災時の避難安全確保について性能の水準等を定める。 
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【技術的事項】 

耐火 (a)

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

主要構造部の耐火性 
・建築基準法の関連規定に適合している。 

屋外に

面する

壁等 

壁 
【添付資料４－２】 

「各室性能表」による 

・建築基準法の関連規定に適合し

ている。 

開口部 

防火区 

画 

床又は壁 

開口部 

初期火災の拡大防止 (b)

内部仕上げの不燃化 ・原則として、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに、不燃材料が

使用されている。 

消火設備の設置 ・収容物に応じた適切な方式の消火設備が設置されている。 

・初期消火設備として屋内消火栓・スプリンクラー設置をする。 

消火による水損への

対策 

・水損防止を図る室については不活性ガス等の消火設備を設ける。 

火災時の避難安全確保 (c)

多数の来庁者が火災に対して安全に避難でき、かつ、施設に熟知しない利用者

が円滑に避難可能とする。 

避難経路の確保 ・建築基準法及び消防法の関連規定に適合している。 

・水平移動に係る避難経路は、高齢者、障害者等の移動の円滑化が図ら

れたものとなっている。 

・昇降機の火災管制運転等や階段区画内から非火災領域への避難誘導等

を計画する。 

車いす使用者等が一

時避難する場所の設

置 

・避難に当たり垂直移動が必要となる場合については、想定される救助

の方法等により必要に応じて、車いす使用者等が救助者の到着まで一

時避難する場所が設けられている。 

・一時避難する場所は、次に掲げる要件を満たしている。 

ｲ)避難経路上又は避難経路に隣接した場所にあるとともに、救助者の

到達及び一時避難する人の外部への救出が可能となっている。 

ﾛ)耐火構造の床、壁若しくは遮煙性能を有する特定防火設備により区

画された屋内の場所、又は屋外のバルコニー等に設けられている。 

ﾊ)屋外のバルコニー等に設けられる一時避難する場所にあっては、屋

内に面する壁は耐火構造であり、屋内からの出入口には遮煙性能を

有する特定防火設備が設けられている。 

ﾆ)一時避難する場所に面する外壁に開口部が設けられている場合は、

火災の延焼に対して防火上有効な措置が講じられている。 

ﾎ)壁等からの輻射熱の影響が考慮されている。 

ﾍ)煙を有効に排出することができる。 

ﾄ)車いす使用者等が一時避難していることが分かるように配慮され

ている。 

ﾁ)想定される一時避難する人の数を考慮するとともに、避難動線の妨

げとならないように配慮されている。 

排煙設備 ・建築基準法及び消防法の関連規定に適合している。 

・対象用途に応じ安全性・信頼性に配慮した合理的な方式を計画する。 
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火災報知設備・連動

制御、非常照明及び

誘導灯設備 

・建築基準法及び消防法の関連規定に適合している。 

対浸水 c．

【基本的性能】 

・水害に対して、人命の安全性の確保に加え、災害応急対策活動等に必要な機能の維持

又は財産、情報の損傷等の防止が図られるよう、性能水準を確保する。 

【技術的事項】 

感電防止及び危険物対策 (a)

電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。また、浸水した

場合には浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、浸水しても

通信は途絶しないものとする。 

排水機能の確保 (b)

水害に対し、人命の安全性の確保に加え、災害応急対策活動等に必要な機能

の維持又は財産、情報の損傷などの防止が図られるものとする。 

 

対津波 d．

【基本的性能】 

・津波による水害に対して、人命の安全の確保に加え、災害応急対策活動等に必要な機

能の維持又は財産・情報の損傷等の防止が図られるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

・最大クラスの津波に対して建築物全体の耐力が著しく低下しないことが確保されて

いる。 

耐風 e．

【基本的性能】 

・暴風に対して、人命の安全に加え、施設の機能の確保が図られるよう、構造体、建

築非構造部材及び建築設備について性能の水準等を定める。 

【技術的事項】 

構造体 (a)

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

風圧力に対する安全

性の確保 

・建築基準法施行令第８７条に規

定される風圧力の１.３倍の風

圧力に対して、構造耐力上安全

である。 

・制振部材及び免震部材を除く構

造耐力上主要な部分は、上記風

圧力に対して短期許容応力度以

内とする。 

・制振部材及び免震部材は、上記

風圧力に対して履歴型エネルギ

ー吸収部材を使用する場合は弾

性限耐力以内とする。 

 また、流体系エネルギー吸収部

・建築基準法施行令第８７条に規

定される風圧力に対して、構造

耐力上安全である。 



 
 

４-２１ 

 

材は微振動時の発熱による物性

変化がないものとする。  

風による振動に対す

る安全性の確保 

・風方向振動、風直交方向振動、捩れ振動、渦励振及び空力不安定振動

に対して構造耐力上安全である。 

建築非構造部材 (b)

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

風圧力に対する安全

性の確保 

・建築基準法施行令第８２条の５

に規定される風圧力の１.３倍

の風圧力に対して、構造耐力上

安全である。 

・制振部材及び免震部材を除く構

造耐力上主要な部分は、上記風

圧力に対して短期許容応力度以

内とする。 

・制振部材及び免震部材は、上記

風圧力に対して履歴型エネルギ

ー吸収部材を使用する場合は弾

性限耐力以内とする。 

 また、流体系エネルギー吸収部

材は微振動時の発熱による物性

変化がないものとする。  

・建築基準法施行令第８２条の４

に規定される風圧力に対して、

構造耐力上安全である。 

風による振動に対す

る安全性の確保 

・風方向振動、風直交方向振動、捩れ振動、渦励振及び空力不安定振動

に対して構造耐力上安全である。 

建築設備 (c)

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

風圧力に対する安全

性の確保 

・災害応急対策活動上必要な機器

等は、建築基準法施行令第１２

９条の２の４に規定される風圧

力の１．３倍の風圧力に対して、

構造耐力上安全である。 

・その他の機器等は、建築基準法

施行令第１２９条の２の４に規

定される風圧力に対して、構造

耐力上安全である。 

・建築基準法施行令第１２９条の

２の４に規定される風圧力に対

して、構造耐力上安全である。 

風による振動に対す

る安全性の確保 

・風方向振動、風直交方向振動、捩れ振動、渦励振及び空力不安定振動

に対して構造耐力上安全である。 

耐雪・耐寒 f．

【基本的性能】 

・積雪及び寒冷気候に対して、施設の安全性を確保できるよう、構造体並びに外部空

間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備について性能の水準等を定める。 

【技術的事項】 

構造体 (a)

積雪荷重に対する安

全性の確保 

・建築基準法施行令第８６条に規定される積雪荷重に対して、構造耐力

上安全である。 

地盤凍結に対する措

置 

・地盤凍結の影響を受ける可能性のある構造体について、凍結深度より

深い根入れ深さの確保、その下の地盤の凍上の防止等地盤凍結に対す

る有効な措置が講じられている。 
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外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備 (b)

外部空

間の安

全性の

確保等 

通路等 ・積雪、路面凍結等に対して、歩行者等及び車両の通行に当たっての安

全の確保が図られている。 

建物周り等 ・歩行者等及び車両、隣地、損傷のおそれのある工作物等に、氷雪が落

下しないよう対策が講じられている。 

外構 ・地盤凍結により損傷が生じないよう凍上抑制等の対策が講じられてい

る。 

建築物

の形

状、仕

上げ等

に係る

対策 

屋根、パラ

ペット等 

・積雪、凍結等により防水機能が損なわれないよう対策が講じられてい

る。 

・傾斜部等は、雪が堆積若しくは自然落下しにくい形状とする等の配慮

がなされ、又は融雪対策等が講じられている。 

・端部等は、凍結等により損傷が生じないよう対策が講じられている。 

建具等 ・外部の建具等は、雪が堆積しにくい形状とする等の配慮がなされてい

る。 

仕上げ材料 ・耐凍害性が確保されている。 

建築設

備に係

る対策 

機器 ・設置環境に応じた寒冷地対策が講じられている。 

配管 ・屋外配管又は凍結のおそれのある屋内配管について、凍結防止対策が

講じられている。 

地中埋設物 ・地盤凍結の影響を受けない対策が講じられている。 

対落雷 g．

【基本的性能】 

・落雷に対して、人命の安全に加え、施設及び施設内の電力・通信機器の機能の確保

が図られるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

施設の保護 ・想定される雷から施設が保護され、被害の低減が図られている。 

・雷保護設備は JIS A 4201:2003・JIS Z 9290-1:2014・JIS Z 9290-3:2014・

JIS Z 9290-4:2009 を遵守し設置する。 

電力・通信機器の保

護 

・電力・通信機器への雷サージの

侵入に対する防護対策が講じら

れている。 

・落雷時における施設内の電位差

の発生が抑制されている。 

・電力・通信機器への雷サージの

侵入に対する防護対策が講じら

れている。 

電力・通信引込線に

おける対策 

・引込口において電力・通信引込線及び接地線からの雷サージの侵入を

防止する対策が講じられている。また、水道管等他の供給管等も雷サ

ージの対策に配慮する。 

常時荷重 h．

【基本的性能】 

・常時荷重により構造体に使用上の支障が生じないことを性能の水準とし、これを確

保する。 

【技術的事項】 

構造体の損傷又は変

形の防止 

・常時荷重により、構造体に使用上の支障となる、損傷が生じないよう

強度が確保されているとともに、変形が生じないよう剛性が確保され

ている。 

・構造体の変形により、建築非構造部材又は建築設備に使用上の支障が

生じない。 

構造体の移動又は転

倒の防止 

・土圧により構造体の移動又は転倒が生じない。 
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構造体の浮き上がり

の防止 

・水圧により構造体の浮き上りが生じない。 

機能維持性 （２）

【基本的性能】 

・通常時において機能が確保されているほか、地震以外の要因によりライフラインが

途絶した場合等においても必要な国家機関としての機能を維持するために要する機

能が確保されるよう、性能の水準を確保する。 

・地震によりライフラインが途絶した場合の機能の維持については、耐震に関する性

能による。 

【技術的事項】 

 
新庁舎 

来庁者用駐車場 

駐輪場 

共通事項 ・諸室の機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップ

システムによる信頼性向上を図る。 

電力供給機能の確保 ・商用電源の途絶時又は受変電設

備内での電力供給に係る事故・

故障等の発生時においても、相

当期間にわたり必要な国家機関

としての機能を維持するために

要する電力供給機能が確保され

ている。 

・地震以外の要因によりライフラ

インが途絶した場合においても

電力供給・通信・情報機能を確

保するため、（１）防災性a.耐

震（b）その他の耐震性能 ①電

力の確保に示した電力供給機能

を確保する。 

・商用電源の回復に伴い、電力供

給機能が速やかに復旧できる。 

通信・情報機能の確

保 

・公衆通信網の途絶時又は通信・

情報機能供給電力停電時におい

ても、相当期間にわたり必要な

国家機関としての機能を維持す

るために要する通信・情報機能

が確保されている。 

・地震以外の要因によりライフラ

インが途絶した場合においても

電力供給・通信・情報機能を確

保するため、（１）防災性a.耐震

(b)その他の耐震性能②通信・連

絡網の確保に示した通信・情報

機能を確保する。 

・公衆通信網の回復に伴い、通信・

情報機能が速やかに復旧でき

る。 

給水機能の確保 ・上水道の途絶時においても、「官

庁施設の総合耐震・対津波計画

基準」に基づき、災害応急対策

活動を行う官署職員等に必要な

給水を確保する。 

・上水道の回復に伴い、給水機能

が速やかに復旧できる。 

排水機能の確保 ・下水道の途絶時においても、「官

庁施設の総合耐震・対津波計画

基準」に基づき、災害応急対策

活動を行う官署職員等に必要な

排水機能を確保する。 

・下水道の回復に伴い、排水機能

が速やかに復旧できる。 
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空調機能の確保 ・ライフラインの途絶時において

も、相当期間にわたり必要な活

動拠点室等の機能を維持するた

めに要する空調機能が確保され

ている。 

・ライフラインの回復に伴い、空

調機能が 

速やかに復旧できる。 

備蓄スペースの確保 ・必要に応じて、ライフラインの

途絶時においても、相当期間に

わたり必要な国家機関としての

機能を維持するために要する非

常用の食料、飲料水、医薬品及

び生活物資を備蓄できるスペー

スを確保する。 

－ 

防犯性 （３）

【基本的性能】 

・施設を利用する人、物及び情報を保護するため、維持管理及び運営方法と整合した

防犯種別を設定し、外部からの人的又はシステム的な侵入の防止や犯罪等の発生を

未然に防ぐ。 

・入居官署等のプライバシーを確保し、用途、目的及び利用状況等に応じたセキュリ

ティエリアについて、その境界が適切に確保され、エリアに応じた防犯性を確保す

る。 

【技術的事項】 

防犯区分・グレードに関する性能 a．

・ 施設の２４時間利用への対応ができるようセキュリティレベルに応じた、監視及び

防犯・入退室管理を計画する。 

・ 防犯・入退室管理設備は国家公務員身分証明書ICカード（個人番号カード一体化IC

カードを含む。以下ICカードと言う。）と原則として整合させる。 

建物外部に関する性能 b．

入退管理の徹底 (a)

新庁舎の人・物・情報を保護するため、人的チェックと機械的なシステムとの組

み合わせにより施設内の各部位に応じたセキュリティレベルを構築する。 

利用者及び情報の安全性を確保する為のセキュリティシステムの充実及び敷地

周辺の施設の安全確保を図るため、それらを防止する計画とする。 

テロ・不法侵入に対する建物の対応（人・物等の保護、動線の整理） (b)

敷地外周部は、地域連携を図りつつ、必要に応じて境界近辺での車・人の敷地へ

の進入の規制ができるよう、車止めやチェーン等の仕切り、人的警備及び監視カメ

ラ等の機械的警備による段階的なセキュリティが可能な計画とする。 

庁舎出入り関係者の目的別に動線を明確に区分する。 

街区中通りに面した敷地境界部は、街区中通りと連続した豊かな環境の空間とす

るため、セキュリティラインをバックさせて周辺環境に圧迫感のない計画とする。 

建物外壁を堅固な構造とすると共に、出入口以外の開口部からの建物侵入を阻止

するため、建物接地階及びその上階の開口部には侵入防止の為の対策を施す。 

給排気口については容易に近づけず、物を投げ入れられない位置とする。 

開口部の防犯性確保について (c)
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開口部の防犯設計として、ガラス単体だけでなく、サッシ、鍵、セキュリティシ

ステム等を含め総合的に検討する。 

ガラスの防犯性能について、接地階においては飛散防止対策を講じたガラス程度

とする。 

建物内部 c．

下記に建物内部における共通事項としての条件を示す。なお必要諸室毎のセキュリ

ティレベルに関しては【添付資料４-２】「各室性能表」、部局単位のゾーニングレベ

ルのセキュリティにおける特記については【添付資料４-７】「主要諸室の性能特記事

項」による。 

建物内部の諸室は、共用部とは異なり、各室毎に異なるセキュリティレベル(a)

とする。局毎または部毎にグルーピングも可能とすること。 

近畿公安調査局の主な事務室が入居する階で、他官署の専有部分に面する廊(b)

下と公安調査局の専有部分の共用廊下はセキュリティ用扉の設置（別途工事）

に対応する。 

法務局の不動産登記部門及び法人登記部面の窓口利用者はセキュリティゲー(c)

トを通らず利用できるようにする。また、その場合当該部門に接続する専用

廊下部はセキュリティエリア外のセキュリティレベルとして差支えない。 
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機能性 ４．

利便性 （１）

移動 a．

【基本的性能】 

・用途、目的、利用状況等に応じた移動空間及び搬送設備が確保されており、人の移

動、物の搬送等が円滑かつ安全に行えることを性能の水準とし、これを確保する。 

・動線は明快なものとし、かつセキュリティの考え方に整合した計画とする。 

【技術的事項】 

動線

計画 

異種動線の

交差回避 

・歩行者等と車両の動線は、できる限り交差しないよう配慮されている。 

・施設の実状に応じて、施設利用者とサービスの動線、来庁者と職員の

動線等異なる種類の動線が分離されている。 

動線の短縮 ・各種の動線が、できる限り遠回りとならないものとなっている。 

アプローチ

計画 

・敷地への出入口は、職員・来庁舎用出入口とサービス用出入口を明確

に分離した計画とする。 

・正面玄関は、メインエントランスにふさわしい正面性を持った広がり

のある空間とする。 

・正面玄関はわかりやすい形態・空間構成とする。 

スペース、寸法等の

確保 

・玄関、廊下、階段及び傾斜路等は、利用者数、利用方法等に応じたス

ペース、寸法等が確保されている。 

昇降機設備 ・エレベーター、小荷物専用昇降機及びエスカレーターは、施設の用途、

規模及び利用者数、搬送対象物等に応じて、動線計画等を考慮し、適

切な搬送能力（定員、台数、速度等）が確保されているほか、構造、

運転操作方式及び速度制御方式等が適切な仕様となっている。 

車路及び駐車場 ・車路の幅員、傾斜部の勾配、駐車スペースの寸法等の各部構造が、関

係法令に適合している。 

・車両が円滑に回転できるよう、回転軌跡に応じたスペースが確保され

ている。 

・車路のスロープ部分は滑り止め対応を行う。 

・機械式駐車装置については、駐車形式、駐車台数等が、適切に設定さ

れている。 

安全性の確保 ・仕上げ、詳細等における配慮、見通しの確保等により、転倒、転落、

接触及び衝突等の事故の防止が図られている。 

・通行に支障を及ぼす突出物がない。 

・来庁者にとって親しみやすくわかりやすいサイン計画とする。 

操作 b．

【基本的性能】 

・維持管理担当者、一般利用者及び障害者等の利用区分を明確にし、可動部又は操作

部の安全性の確保が図られていることを性能の水準とし、これを確保する。 

【技術的事項】 

可動部の安全性の確

保 

・可動部の動作中に事故が発生しないよう安全性が確保されている。 

操作部の安全性の確

保 

・操作に係る安全性が確保されている。 

・排煙設備等は、緊急時に容易に操作できるものとなっている。 

・操作を行う人が限定される建築設備等の操作部については、その他の

人による誤操作を防ぐ措置が講じられている。 

安全性の確保に必要

な表示等 

・可動部の動作に当たっての安全性の確保に必要な注意喚起、警告等及

び安全な操作に必要な情報について、適切に表示等がされている。 

ユニバーサルデザイン （２）
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【基本的性能】 

 ・全ての利用者が、できる限り、円滑かつ快適に施設を利用できる。 

【技術的事項】 

共通事項 a．

すべての施設利用者が、できる限り、円滑かつ快適に利用できるものとする。 (a)

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律(b)

第９１号）における誘導的基準を満たすとともに、「大阪府福祉のまちづくり

条例」「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」の整備基準を満たすもの

とする。 

「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に則って、施設の特性に(c)

応じたユニバーサルデザインレビューを具体的に計画し、実施する。 

移動空間 b．

外部空間は、歩車分離を徹底すること。 (a)

主要な歩行者用通路・廊下には原則、段を設けないこと。 (b)

避難階段においても主要な階段として計画する。 (c)

行為空間 c．

電動車椅子使用者の利用可能な便所を設置すること。 (a)

情報 d．

サイン計画は英語、日本語の２か国語表記を基本とし、主たる案内サインはそれ

に加え中国語、韓国語の４か国語表記とする。 

書体はゴシック体、ピクトグラムは JIS Z8210 を基本とする。 

環境 e．

光環境、音環境、熱環境、空気質環境、色彩環境、触感等について、身体感覚に

加え、心理的影響を考慮した快適性に配慮したものとする。 

安全 f．

適切な防災計画及び避難計画に加え、非常時の確実な情報伝達のための多角(a)

的な情報伝達手段の確保により、すべての施設利用者が安全に避難できるよ

う配慮したものとする。 

施設利用者の自由な移動と必要な防犯性の確保との両立に配慮する。 (b)

施設の特性の考慮についての考え方 g．

前記の技術的事項のほか、次に掲げるとおり施設の特性を考慮する。 

不特定かつ多数の人が利用する施設については、高齢者、障害者等が円滑に(a)

利用できるものとするための基礎的な基準を超えて、更に円滑な利用の促進

を図るため誘導的に求められる基準を満たしたものとするほか、できる限り、

すべての施設利用者が円滑かつ快適に利用できるものとする。 

その他の施設については、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとする(b)

ための基礎的な基準を満たしたものとするほか、できる限り、すべての施設

利用者が円滑かつ快適に利用できるものとする。 
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室内環境性 （３）

音環境 a．

【基本的性能】 

 ・必要となる静寂さを確保できるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

分類 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

外部騒

音への

対策 

施設の配

置等 

・騒音源からの距離の確保及び遮蔽物の設置等により、外部騒音の影響

が低減されている。 

外壁及び

外部建具 

・室等の用途及び外部騒音の大きさに応じ、騒音の影響の低減が考慮さ

れたものとなっている。 

内部騒

音への

対策 

室等の配

置 

・騒音源からの距離の確保、暗騒音の高い室と低い室を分けたゾーニン

グ等により、他の室等からの騒音の影響が低減されている。 

空調機器

から伝搬

する騒音

の目標値 

（空気調

和機によ

る場合） 

・NC-３０～３５ 以下

となっている。 

 

・NC-３５～４０ 以下

となっている。 

・NC-４０～４５ 以下

となっている。 

上階から

の床衝撃

音の目標

値 

・重量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,Fmax,r,H(１)-

５０ ～５５以下と

なっている。 

・軽量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,r,L-４５～５０ 

以下となっている。 

・重量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,Fmax,r,H(１)-

５５ ～６０以下と

なっている。 

・軽量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,r,L-５０～５５ 

以下となっている。 

・重量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,Fmax,r,H(１)-

６０ ～６５以下と

なっている。 

・軽量床衝撃音が、JIS 

A１４１９-２:２０

００ による

Li,r,L-５５～６０ 

以下となっている。 

室内の吸

音性 

・対象とする室等の用途等に応じて、適切な吸音性が確保されている。 

騒音源に

係る対策 

・低騒音型機器の使用及び防振基礎の設置等により、設備機器からの騒

音の発生及び伝搬が抑制されている。 

・設備機器から発生する騒音、近接する室等の用途等に応じて、設備室

の壁の遮音性及び吸音性が適切に確保されている。 

音声漏

洩への

対策 

壁の遮音

性の目標

値 

・JIS A１４１９-１:

２０００ による

Rr-５５～６０ 以

上となっている。 

・JIS A１４１９-１:

２０００ による

Rr-３５～４５ 以

上となっている。 

－ 

内部建具

に係る対

策 

・位置についての配

慮、前室の設置、JIS 

A４７０２:２００

０による T-２ 以上

の遮音性を有する

ドアセットの使用

等の組み合わせに

より音声の漏洩が

防止されている。 

・位置についての配

慮、前室の設置、JIS 

A４７０２:２００

０による T-１～T-

２ 以上の遮音性を

有するドアセット

の使用等の組み合

わせにより音声の

漏洩が防止されて

いる。 

－ 
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その他 ・天井裏及び二重床下の遮音性が確保されてい

る。 

・消音チャンバー等により、ダクトを通じた音

声の漏洩が防止されている。 

－ 

光環境 b．

【基本的性能】 

・必要となる光環境を確保できるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

分類 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

照度の確保 ・室等の用途、利用者

の活動内容等に応

じた照度が確保で

きる。 

・室等の用途、利用者

の活動内容等に応

じた照度が確保で

きる。 

・照度分布は、照明均

斉度を考慮し、適切

に確保されている。 

・室等の用途、利用者

の活動内容等に応

じた照度が確保で

きる。 

照明のグレア規制 ・グレアによる不快感を受けないよう、室等の

用途等に応じて、グレア規制が行われてい

る。 

・室等の用途等に応じ

て、必要なグレア規

制が行われている。 

照明の光源の光色及

び演色性 

・室等の用途、利用者の活動内容等に応じたものとなっている。 

照明の意匠性 ・照明器具の配光、デザイン及び配置が、室等の用途に応じたものとな

っている。 

照明の制御 ・利用者の活動内容に

応じて、光の演出を

考慮した必要なゾ

ーニング、調光等を

行えるものとなっ

ている。 

・室等の用途に応じ

て、省エネルギーを

考慮したゾーニン

グ、調光等を行える

ものとなっている。 

・室等の用途に応じ

て、ゾーニング、調

光等を行えるもの

となっている。 

自然採光 ・室等の用途に応じて、適切に開口部の面積及び位置が設定されている

とともに、快適性、演出効果等を適宜考慮した自然光が取り入れられ

ている。 

熱環境 c．

【基本的性能】 

  ・必要となる熱環境を確保できるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

分類 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

温湿度の設定 ・乾球温度で冷房時２６～２８℃、暖房時１９

～２２℃が確保でき、相対湿度の目標値が冷

房時５０～６０％、暖房時４０～５０％とな

っている。 

・温度分布が室内各部において均一となるよう

配慮されている。 

・設置される機器、収

容物等に適した温

湿度が確保できる。 

気流の設定 ・気流速度は、０.５m/s 以下となっている。 

・吹出口等は、冷風又は温風を均一に拡散し、

ドラフト感を与えない配置となっている。 

・設置される機器、収

容物等に適した気

流速度及び吹出口

等の配置となって

いる。 

熱負荷の取得の低減 ・方位、周辺環境等を考慮した建築物の形状及 ・施設全体でのバラン
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び配置・平面計画により、屋外から受ける熱

負荷の低減が図られている。 

・壁、開口部等の断熱性及び気密性を確保する

とともに開口部の大きさ等に配慮し、屋外又

は隣接室から受ける熱負荷の低減が図られ

ている。 

スを考慮しつつ、方

位、周辺環境等を考

慮した建築物の形

状及び配置・平面計

画により、屋外から

受ける熱負荷の低

減に配慮されてい

る。 

・壁、開口部等の断熱

性及び気密性を確

保するとともに開

口部の大きさ等に

配慮し、屋外又は隣

接室から受ける熱

負荷の低減が図ら

れている。 

空調システムの制御 ・空調のゾーニング

は、熱負荷の傾向、

室等の使用条件、空

調条件等を考慮し

たものとなってお

り、機能性及び経済

性の向上が図られ

ている。 

・気温、気候等の屋外

条件及び利用者数、

使用時間、作業内容

等の室等の利用形

態の変化等に対応

でき、室等毎に個別

に制御できるシス

テムとなっている。 

・空調のゾーニング

は、熱負荷の傾向、

室等の使用条件、空

調条件等を考慮し

たものとなってお

り、機能性及び経済

性の向上が図られ

ている。 

・気温、気候等の屋外

条件及び利用者数、

使用時間、作業内容

等の室等の利用形

態の変化等に対応

でき、系統等で一括

して制御できるシ

ステムとなってい

る。 

・設置される機器、収

容物等に適した制

御が可能なシステ

ムとなっている。 

熱負荷の発生抑制等 ・照明、空調等の設備機器は、発熱量の少ないものとすることにより、

熱負荷の発生が抑制されている。 

・機器等の使用により局所的に発生する熱負荷は、局所空調・換気によ

り、できる限り発生源の近傍で処理され、周囲に与える影響が低減さ

れている。 

結露の抑制 ・室内の温湿度及び壁等の断熱性を考慮することにより、室内に発生す

る表面結露及び内部結露が抑制されている。 

 

空気環境 d．

【基本的性能】 

 ・必要となる空気環境を確保できるよう、性能の水準を確保する。 

【技術的事項】 

分類 Ⅰ Ⅱ 

換気量の設定 ・快適で効率的に作業を行うため

に必要な新鮮空気が確保されて

いる。 

・換気量は、二酸化炭素（CO２）

について確保すべき空気清浄度

及び労働強度別二酸化炭素（CO

・室等の用途、利用状況等に応じ

た新鮮空気が確保されている。 

・換気量は、二酸化炭素（CO２）、

一酸化炭素（Co）、浮遊粉塵量

（SPM）、有毒ガス等の換気を必

要とする要因に応じた量となっ
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２）発生量を考慮して、原則と

して３０m３/（h・人）以上とな

っている。 

ている。 

換気方式の選定 ・換気方式は、室等の用途、位置、床面積等に応じたものとなっている。 

・外気取入口は、周辺環境、建築物の配置及び平面計画を考慮して、必

要な空気清浄度の確保に要する外気を導入できる大きさ、位置等とな

っている。 

空気清

浄度の

確保 

空気清浄

度 

・快適で効率的に作業を行えるよ

う、次に掲げる空気清浄度が確

保されている。 

ｲ)二酸化炭素（CO２）濃度：１０

００ppm 以下 

ﾛ)一酸化炭素（CO）濃度：１０ppm

以下 

ﾊ)浮遊粉塵量（SPM）：０.１５mg/m

３以下 

ﾆ)ホルムアルデヒド量：０.１ 

mg/m３以下 

・室等の用途、利用状況等に応じ

た空気清浄度が確保されてい

る。 

空気汚染

物質の発

生抑制及

び処理 

・内装材、保温材等の材料の適切

な選択により、ホルムアルデヒ

ド、揮発性有機化合物（VOC）等

の空気汚染物質の発生が抑制さ

れている。 

・喫煙、燃焼等により局所的に発

生する空気汚染物質は、発生源

の近傍で処理され、その影響が

周囲に拡散しないものとなって

いる。 

受動喫煙の防止 ・健康増進法に従い、受動喫煙防止対策が行われている。 

空気バランスの確保 ・室等の内外の空気の圧力バランスを考慮して、適切な給気風量及び排

気風量が確保されている。 

衛生環境 e．

【基本的性能】 

・人の健康等に悪影響を与えない衛生環境が確保されていることを性能の水準とし、

これを確保する。 

【技術的事項】 

給水・給湯設備（上

水） 

・水質は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）等の関係法令に適合す

るものとなっている。 

・水量、水圧及び水温は、用途に応じた適切なものとなっている。 

給水設備（排水再利

用水、雨水利用水及

び井水） 

・排水再利用水、雨水利用水及び井水の水質は、建築物における衛生的

環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）等の関係法令に

適合し、用途に応じた適切なものとなっている。 

・水量及び水圧は、用途に応じた適切なものとなっている。 

排水設備（下水） ・適切な排水方式、貯留及び廃棄により、室内への汚染が防止されてい

る。 

・必要に応じて水処理を行うことにより、排水の水質は、下水道法（昭

和３３年法律第７９号）等の関係法令に適合するものとなっている。 

空調設備（空調用水） ・適切な水処理システムが備えられている。 

・水量及び水圧は、用途に応じた適切なものとなっている。 

衛生器具設備 ・衛生器具の個数は、施設の用途、利用状況等に応じた適切なものとな

っている。 

・衛生器具の形式等は、用途、利用方法等に応じた適切なものとなって

いる。 

ごみ処理 ・ごみの種類及び発生量に応じて、収集、貯留、処理、搬出等が可能な

スペースが確保されている。 

・必要に応じて、ごみ処理設備が設置されている。 
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振動 f．

【基本的性能】 

 ・地震以外の要因による振動により心理的又は生理的な不快感を与えることの無いよ

う、人の動さ又は設備による振動、交通による振動及び風による振動について性能

の水準等を定める。 

【技術的事項】 

人の動作又は設備によるもの (a)

応答加速度の目標値 ・床用途上、日常的な振動発生源になると想定される加振条件下で、床

の応答加速度が、「建築物の振動に関する居住性能評価指針」（日本

建築学会環境基準 AIJES-V００１-２００４。以下、「居住性能評価指

針」という。）の鉛直振動に関する性能評価曲線 V-７０～９０ 以下

となっている。 

室の配置 ・振動源からの距離の確保等により、振動の影響が低減されている。 

振動源における対策 ・振動の低減が図られた機器の使用、防振基礎の設置、床の剛性の確保

又は浮き床の設置等により、機器から発生する振動の伝搬が抑制され

ている。 

交通によるもの (b)

応答加速度の目標値 ・交通による振動の影響が最も大きくなると想定される加振条件下で、

床の鉛直振動及び水平振動の応答加速度が、居住性能評価指針の鉛直

振動に関する評価曲線 V-７０～９０ 以下、交通による水平振動に関

する性能評価曲線 H-７０～９０ 以下となっている。 

風によるもの (c)

応答加速度の目標値 ・再現期間１年の風による床の最大応答加速度が、居住性能評価指針の

風による水平振動に関する性能評価曲線 H-７０～９０ 以下となって

いる。 

 

情報化対応性 （４）

【基本的性能】 

 ・国家機関としての機能を確保するために必要となる通信・情報システムを構築でき

るよう、情報処理機能及び情報交流機能について性能の水準等を定める。 

【技術的事項】 

情報処理機能 (a)

分類 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

設置スペ

ースに係

る対応 

設置スペ

ース及び

配線スペ

ース 

・高度かつ大規模な通

信・情報システムを

構築できるよう、安

全性及び保全性を

有する専用の通

信・情報処理装置の

設置スペース及び

配線スペースが確

保されている。 

・通信・情報システム

を構築できるよう、

端末機その他の通

信・情報処理装置を

機能的に配置でき

るスペース及び配

線スペースが確保

されている。 

・端末機の設置に対応

できるよう、配線に

ついて配慮されて

いる。 
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水損対策 ・水系の配管が通過し

ておらず、床及び壁

の防水性の確保等

必要な対策が講じ

られている。 

－ 

電力・通信・情報の

確保等 

・電力を供給する装置

は、高度かつ大規模

な通信・情報システ

ムが確実に機能す

るために要する十

分な容量を有し、操

作性、保守性及び安

全性が確保されて

いる。 

・電力を供給する装置

は、通信・情報シス

テムが確実に機能

するために要する

十分な容量を有し、

操作性、保守性及び

安全性が確保され

ている。 

・電力を供給する装置

は、設置される端末

機が確実に機能す

るために要する十

分な容量を有して

いる。 

情報交流機能 (b)

分類 Ⅰ Ⅱ 

設置スペースに係る

対応 

・利用者が利用しやすく、かつ、

分かりやすい場所に、端末機、

情報表示装置等を設置するため

のスペースが確保されており、

必要に応じてその場所に案内す

る表示が設置されている。 

・利用者が確認しやすい場所に、

情報表示装置を設置するための

スペースが確保されている。 

電力・通

信・情報

の確保

等 

通信・情報

システム 

・端末機、情報表示装置等が設置

されており、外部との接続につ

いても考慮された、利用者との

情報交換のための通信・情報シ

ステムが構築できる。 

・情報表示装置が設置されており、

利用者に対する情報提供が可能

となっている。 

端末機等 ・利用者が使用する端末機等は、高齢者、障害者等にも配慮した操作の

容易なものとなっている。 
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経済性 ５．

耐用性 （１）

耐久性 a．

【基本的性能】 

・ライフサイクルコストの最適化を図りつつ、適切に修繕、更新等をしながら、劣化

等により安全性を損なうことなく、施設の機能を維持できる合理的な耐久性が確保

されるよう、構造体、建築非構造部材、建築設備について性能の水準等を定める。 

・施設の使用期間については６５～１００年程度を目標とし、使用期間中その機能を

維持するために、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし、大規模な修繕を除く。）

をすることにより、大規模な修繕を行わずに、長期的に構造耐力上必要な性能が確

保できるものとなっていることを性能の基準とし、これを確保する。 

【技術的事項】 

構造体 (a)

構造体について、１００年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。 

材料に係る措置等 ・特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのある部分には、腐食、腐朽若しく

は摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のた

めの措置をした材料が適切に使用されている。 

建築非構造部材 (b)

建築資機材全般に係

る耐久性 

・想定される使用条件において、容易に損傷しない耐久性が確保されて

いる。 

外装、屋根・防水等

に係る耐久性 

・施設の規模及び構造、これらに応じた更新性等を考慮した耐久性が確

保されている。 

構内舗装に係る耐久

性 

・想定される使用条件に応じた耐久性が確保されている。 

建築設備 (c)

設備資機材全般に係

る耐久性 

・適切な更新周期が想定されており、更新時期まで所要の性能を発揮で

きる合理的な耐久性が確保されている。 

屋外に設置する設備

資機材に係る耐久性 

・風雪雨による影響について、適切な対策が考慮されている。 

フレキシビリティ b．

【基本的性能】 

・社会的状況の変化等による施設の用途、機能等の変更に柔軟に対応できるよう、性能

の水準を確保する。 

分類 Ⅰ Ⅱ 

対象とする施設 入居官署の変更等による大幅な施 

設若しくは室等の用途等の変更、 

又は大幅な執務形態、設備システ 

ム等の変更が予想される施設 

分類Ⅰに該当しない施設 

性能の水準 施設又は室等の用途、執務形態等 

の大幅な変更等に柔軟に対応でき 

る。 

施設又は室等の用途、執務形態等 

の軽微な変更等に柔軟に対応でき 

る。 

 

【技術的事項】 
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分類 Ⅰ Ⅱ 

建築計画 平面計画 ・将来の機能更新に対応可能なゆ

とりある建築計画とする。 

・【参考資料４-４】「事務室内の

参考レイアウト」を参照の上、

適切な事務室の奥行きを確保す

る。 

・壁面線の形状に影響を受けない、

フレキシビリティを確保した執

務空間となるよう計画する。 

・将来のフレキシビリティが確保

できるよう、事務室、特別室、

会議室等には構造上必要な独立

柱、壁等を設けない。 

・室等の中のレイアウト、部分的

な室等の用途等の変更を考慮し

た平面計画となっている。 

階高の確

保 

・予想される施設又は室等の用途

の変更、設備の大幅な増設等を

考慮した適切な階高が確保され

ている。 

－ 

床荷重の

設定 

・予想される施設又は室等の用途

の変更等を考慮した適切な床荷

重が設定されている。 

・ヘビーデューティーゾーン（HDZ）

を、各階事務室面積に対して２

０％以上、廊下周りの壁際など

に適切な幅で設ける。 

－ 

間仕切り

壁 

・事務室内は将来の組織改編に対

応した間仕切の位置変更や増設

が可能な間仕切壁及び天井の仕

様とする。 

・避難安全検証法を使用する場合

は、事業期間中の間仕切等の変

更については、事業者が変更の

度に安全検証を行うこと。 

・部分的な間仕切り壁の変更が、

容易にできるものとなってい

る。 

配管・配

線・ダク

トスペー

スの確保 

・予想される設備の変更、増設等

を考慮した配管・配線・ダクト

スペースが確保されている。 

・原則として共用部から容易に点

検が可能とする。 

・軽微な設備の変更、増設等を考

慮した配管・配線・ダクトスペ

ースが確保されている。 

建築設備 設備シス

テム 

・予想される施設又は室等の用途、

執務形態の変更等に対応するた

めの設備システムの変更、増設

等が可能となっている。 

・軽微な設備システムの変更、増

設等が可能となっている。 

設備機器

の配置 

・室等の中のレイアウト、室等の

用途、間仕切り等の変更を考慮

した設備機器の配置となってい

る。 

・室等の中のレイアウト、部分的

な室等の用途等の変更を考慮し

た設備機器の配置となってい

る。 

 

保全性 （２）

作業性 a．

【基本的性能】 

 ・清掃、点検保守等の維持管理が、効率的かつ安全に行えることを性能の水準とし、こ

れを確保する。 
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【技術的事項】 

平面計画

等 

作業スペ

ースの確

保 

・清掃、点検保守等の作業内容に応じた作業スペースが確保されている。 

搬出入経

路の確保 

・清掃、点検保守等の作業に使用する機材等の搬出入のための経路が確

保されている。 

配管・配

線・ダク

トスペー

スの確保 

・点検保守等が容易にできるよう配管・配線・ダクトスペースが確保さ

れている。 

作業用設備の設置 ・必要に応じて、清掃、点検保守等のための作業用設備が設置されてい

る。 

仕上げ及び詳細 ・内外装の仕上げ及び詳細は、汚れにくく、清掃が容易なよう配慮され

ているほか、清掃の方法を考慮したものとなっている。 

建築設備 ・設備システム及び機器配置は、清掃、点検保守等が効率的かつ容易に

行えるよう考慮したものとなっている。 

外構 ・雑工作物は汚れにくく、清掃、点検保守等が効率的かつ容易に行える

よう考慮したものとなっている。 

・植栽について、潅水、剪定、清掃等の維持管理等が効率的かつ容易に

行えるよう考慮したものとなっている。 

b．更新性 

【基本的性能】 

 ・材料、機器等の更新が、経済的かつ容易に行えることを性能の水準とし、これを確

保する。 

【技術的事項】 

平面計画

等 

作業スペ

ースの確

保 

・更新時の作業内容に応じた作業スペースが適切に確保されている。 

搬出入経

路の確保 

・更新時に使用する材料、機材等の搬出入のための経路が確保されてい

る。 

配管・配

線・ダク

トスペー

スの確保 

・更新等が容易にできるよう配管・配線・ダクトスペースが確保されて

いる。 

材料、機器等の分離

及び組合せ 

・更新周期の異なる材料、機器等は、道連れ工事が少なく経済的かつ容

易に更新が行えるよう、適切に分離され、組み合わされている。 

建築設備 ・機器等の更新周期の同期化、互換性及び汎用性の確保等により、経済

的かつ容易な更新が可能となっている。 
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施設計画（建築・設備） 第５節．

第４節に加え、下記に施設及び部位毎の要求水準を示す。 

 

建築性能 １．

共通事項 （１）

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」において、「特記による」とあるa．

ものについては、「総合的な検討を行い、国が監視等により確認できるものと

する」と読み替える。 

各室性能は、【添付資料４-２】「各室性能表」による。 b．

主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ方c．

にふさわしい性能を有するものとし、【添付資料４-７】「主要諸室の性能特記

事項」を適用する。 

ゾーニング （２）

各要求水準を満足した上で、構造計画や設備計画と整合させ、全体としてバランa．

スのとれた合理的で機能的な計画とする。 

各官署諸室の利用形態及び特性を十分に把握し、縦動線となるコアの位置関係もb．

考慮し、フロア毎に機能的な計画とする。 

各室の面積や用途及び設備システム等との整合性を考慮した、適切なスパン構成c．

とする。 

各室の形状は、その用途と備品や家具等の配置を考慮し、縦横のバランスがとれd．

た、できる限り凹凸のない使い勝手のよい計画となるよう配慮する。また、壁面

収納棚の設置等を考慮し、まとまった壁面の確保に努める。 

大部屋タイプの室と個室タイプの室の両方が、合理的に成立する計画とする。 e．

面積の大きい室については、外壁窓面からの奥行きが深くなりすぎないような計f．

画とする。 

間仕切り位置を柱部に合わせる等、極力室内に独立柱が出ない計画とする。 g．

主要廊下の幅は、原則内法 2,000mm 以上とする。ただし、特定少数の者のみ使用h．

する廊下については、この限りでない。 

各階において、その階の床仕上げ高さは、原則として同一とする。ただし、設備i．

室及び条件が明示されている室については、この限りでない。 

居室は可能な限り、自然排煙を確保する。 j．

入居官署の各室の配置は、【添付資料４-７】「主要諸室の性能特記事項」【添k．

付資料４-８】「階構成の考え方」による。 

入居官署の階構成ついては、【添付資料４-８】「階構成の考え方」による。 l．

m．各官署の専用部分は、原則同一階内で構成し、複数にわたる場合は、連続階に配

置する。ただし、条件が明示されている室については、この限りでない。 

各フロアに配置する諸室の面積や用途等を考慮し、構造計画や設備計画と整合性を
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 考慮した、適切な階高設定とする。

各室の天井高は、【添付資料４-２】「各室性能表」に規定する高さ以上を確保すn．

る。 

仕上げ （３）

同一仕上げ面は、全面にわたり均一とする。 a．

経年による変形や著しい変色が生じないものとする。 b．

色や柄については、自然採光や照明の効率性に配慮した計画とする。 c．

異なる仕上げの取合い部分は、適切に見切縁を設ける等、変位等による破損や経d．

年変化による隙間等の発生及び傷等を防止する。 

鋼製のものは、下地も含め防錆処置を行う。 e．

外装、内装及び外構の仕上げグレード、材質及び色彩等は、それぞれの連続性やf．

つながりに配慮し、特に玄関廻りについてはより内外の統一性を図る。 

外装計画 （４）

施設全体にわたり統一感のあるものとし、主要な外装部分については、施設の使a．

用期間中において経年変化、劣化、退色及び極度の汚染等がなく、大規模な修繕

を必要としない計画とする。 

平面構成、断面構成及び構造計画と整合されたデザインとし、機能性と意匠性がb．

合致した計画とする。 

地域の歴史、文化、風土及び入居官署の特性等をデザイン要素としたモチーフをc．

設定し、外装の各部分で表現することにより、施設全体の統一性を図る。 

汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。 d．

周辺の状況を考慮し、開口部の配置、形状及び仕様等、プライバシー確保に配慮e．

した計画とする。 

設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設けf．

る場合は、外壁の仕上げと同等の仕様とする。 

主玄関を含む来庁者が出入する玄関の建具はステンレス製又は同等以上とし、そg．

の周囲の連続する開口部についても、統一性を考慮し同様とする。 

各出入口には、その機能に応じて適切な大きさの庇を設ける。特に、主玄関にはh．

車寄せ機能に対応した庇とし、庁舎の顔としての意匠性及び耐久性等に考慮した

計画とする。また、その他の庇においても、外観との調和に配慮した形状、仕上

げとする。 

金属を使用する場合は錆や腐食等を考慮し、原則ステンレス製、アルミ製又は同i．

等以上の素材とする。 

外壁は二丁掛タイル相当、その他の外装仕上げの考え方については、「建築設計j．

基準」の標準仕上によるものとし、同等もしくは同等以上の仕様とする。 

内装計画 （５）

共通 a．
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仕上げ材は、【添付資料４-２】「各室性能表」に示すものと同等以上とし、各部(a)

門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、

耐久性や維持管理に配慮した材料とする。 

内装仕上げの色彩は、各部門の機能にふさわしい色彩とする。 (b)

内装仕上げについて、各室が空間的に同一となった場合、空間の連続性を考慮(c)

し上位の仕上げに統一する。特に、玄関ホール、ＥＶホール、廊下及び階段等

の交通部分において、空間的に同一となる場合は仕上げの統一性に配慮する。 

同一空間内で同一部位に２種類以上の仕上げを使用する場合、切り替え部分に(d)

見切縁を設ける等、意匠性や機能性を考慮し適切に処理する。 

内装仕上げについては、空間の連続性その他意匠上及び機能上等の合理的な理(e)

由により、国との協議が成立した場合、所定の分類によらないものとすること

ができる。 

諸条件を考慮し、結露の発生を妨げる処置を講じる。特に、蓄熱槽の周囲等外(f)

気に接する部分以外での要因について配慮する。 

地域の歴史、文化、風土及び入居官署の特性等をデザイン要素としたモチーフ(g)

を設定し、内装の各部分で表現することにより、施設全体の統一感を図る。 

床 b．

水勾配の目的がある場合を除き、床仕上げ面は水平かつ平坦とする。 (a)

床仕上げ材は、日常行動、交通及び物流等による衝撃で、欠損や剥離等が生じ(b)

ない。 

廊下、階段等はスリップ防止・衝突防止等の安全配慮を行う。 (c)

床置きする各種設備機器は、法令等により規定のあるものを除き、床面から突(d)

出させない。 

床仕上げ面に取り付けるものは、歩行に支障がない。 (e)

人の往来が予定される床面に EXP.J を設ける場合は、仕上げ材で隠蔽する。 (f)

床面に空調吹き出し口を設ける場合は壁又は窓際に設け、周辺の仕上げ材と調(g)

和させる。また、ピンヒールや硬貨等が落ちにくいよう配慮し、落ちた場合に

は拾える構造とする。 

【添付資料４-２】「各室性能表」における内装床仕上げについて、タイルカー(h)

ペットは各室の空間にふさわしい仕様とし、防汚性及び耐久性に配慮した材料

のものを選定する。 

壁 c．

日常行動、交通及び物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じ(a)

ない強度を有し、ぐらつきが生じない。 

壁面に設置する各種設備機器（消火器ボックス含む）は、法令等により規定の(b)

あるものを除き、壁面に埋め込み突出させない。 

竪樋やドレン等の竪配管は、基本的に壁面内に隠蔽とするが、容易に点検及び(c)

清掃ができるものとする。 
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主要搬入経路上にあたる交通部分は、キックガードやコーナーガードを設ける。 (d)

移動間仕切りは、手動式で可動しやすく所定の遮音性（天井裏共）を有するも(e)

のとし、人の出入が可能な扉を設けるとともに、収納時に設置室の利用を妨げ

ないよう配慮する。 

ガラスを採用する部分には、｢安全・安心ガラス設計施工指針 増補版（一財）(f)

日本建築防災協会 2014 年 9 月 1 日｣を参考に対策を施す他、強化ガラスや網

入りガラス等の採用、飛散防止フィルム貼り等、衝突時の安全性確保や飛散防

止の処置を行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。 

ガラススクリーンは、鋼製枠による全面ガラスの構造とし、「改訂版ガラスを用(g)

いた開口部の安全設計指針」を参考に対策を施す他、強化ガラスや網入りガラ

ス等の採用、飛散防止フィルム貼り等、衝突時の安全性確保や飛散防止の処置

を行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。また、可動部は蹴

込みを想定した形状とする。 

ピクチャーレールは、【添付資料４-２】「各室性能表」の所要室に設置しする。(h)

また、アルミ押出既製品の中量用（25 ㎏程度）とし、フック及びハンガーセッ

ト等付属金物付きとする。 

天井 d．

梁型、各種設備機器（目的上隠蔽することが出来ない設備機器を除く）及びそ(a)

の横引き配管は、天井内に隠蔽する。 

天井内に隠蔽された各種設備機器は、点検口により点検できる。 (b)

天井面に取り付ける各種設備機器は、法令等により規定のあるものを除き、天(c)

井面から突出させない。 

天井面に現れる各種設備機器の配置は、柱のスパン割からのモジュールを設定(d)

して行う。 

スクリーンやプロジェクターを設ける場合は、天井埋め込みのボックスやカバ(e)

ー等により隠蔽する。 

造り付け家具 e．

設置する室及び種別は、【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (a)

壁面収納は、幅 4,500 ㎜、奥行き 600 ㎜、高さは天井までとし、鍵付ロッカー、(b)

書棚、洗面化粧台及び飾り棚を有する。 

使用用途に応じて、積載荷重に耐えられる構造とする。 (c)

各機能別に間仕切り及び扉を設置し、面仕上げは木製の化粧単板貼とする。 (d)

書棚は、Ａ４ファイルを縦長に収納して最大限確保できる数とし、高さ調整が(e)

できる構造とする。 

洗面化粧台は、幅 900 ㎜程度とし、洗面上部壁面には上半身が写る平面鏡（耐(f)

水・耐防湿）と照明を設ける。また、洗面器下の配管が隠蔽される構造とする。 

飾り棚は、置物や絵画を飾ることができるよう凹形状とし天板及び垂れ壁を設(g)

ける。また、ピクチャーレール及び照明を、見え掛かりにならない位置に設置
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する。上下の地袋及び天袋は、扉付の棚とする。 

二重床 f．

設置する室は、【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (a)

室に設定された床荷重と同等以上の耐過重を有し、適用地震時水平力は 1.0Ｇ(b)

とする。 

配線取出口はインナーコンセント取付タイプとし、全てのパネルに１箇所程度(c)

設ける。また、取出口のカバーは容易に破損しないものとする。 

二重床の上には仕上げ材を張り、容易に張替えができる。 (d)

仕上げ材を張った二重床は帯電性（２kv 以下）を有し、きしみ、ぐらつき、不(e)

陸がないものとする（最大変形量４㎜以下）。 

床仕上げ面に取り付けるものは、歩行に支障を来たさない。 (f)

仕上げ材は端末機等の配置に応じて、配線取出口のカットを行う。 (g)

間仕切り下部についても、部分的に配線経路を確保する。 (h)

建具関係 （６）

共通 a．

各室の使用内容に応じた計画とし、【添付資料４-２】「各室性能表」及び【添付(a)

資料４-７】「主要諸室の性能特記事項」を適用する。開口部の大きさ、開き勝

手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜

設定する。 

日常行動及び交通・物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じ(b)

ない強度を有し、ぐらつきを生じさせないものとする。また、経年による反り

が発生しないようにする。 

高齢者、障害者等の利用が想定される出入口は、支障となる段差を生じないよ(c)

うにする。また、車いす利用者が容易に開閉して通過できる構造とする。 

ガラス扉及びガラス入り扉等は、｢安全・安心ガラス設計施工指針 増補版（一(d)

財）日本建築防災協会 2014 年 9 月 1 日｣を参考に対策を施す他、強化ガラス

や網入りガラス等の採用、飛散防止フィルム貼り等、衝突時の安全性確保や飛

散防止の処置を行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。また、

可動部は蹴込みを想定した形状とする。 

自動扉は、原則としてスライド自動扉とし、挟み込み防止や引込み部の巻込み(e)

防止等の処置を行う。また、非常時開放装置を設ける。 

重量シャッターは、障害物感知装置を設ける。 (f)

外部に面する建具は、下記の通りとする。 (g)

各室の性能が確保できる耐風圧性、水密性、気密性、遮音性、断熱性を有す①

ること。特に水密性は、暴風時においても雨の侵入がないよう、必要な水密

性、気密性を確保する。 

結露防止や結露水が室内に及ばない構造とすること。 ②

下部及び上部（建具が壁面と同面の場合）に水切りを設置し、浸水や壁面汚③
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染防止に努める。 

室内への浸水に考慮し、可動部が室内に侵入することがない、開閉機構及び④

開き勝手とする。 

附属金物は、各種性能を満足するものとし、取手やクレセント等の操作部に⑤

ついては、操作性や強度を考慮したものとする。 

扉等の仕上げは、壁の仕上げ・色彩と調和したものとする。 (h)

各室出入口 b．

廊下から各室の出入口は、原則各スパンに１箇所かつ各室１箇所以上とする(a)

ほか、【添付資料４-２】「各室性能表」による。また【添付資料４-７】「主要

諸室の性能特記事項」において、隣接条件のある諸室には諸室間の行き来の

ための扉を１箇所設けること。また扉の箇所数の記載ある場合は、併せて計

画すること。 

有効開口幅は 900mm 以上とし、各室の機能・規模に応じ、利用者をはじめ収(b)

納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な有効寸法

であると共に使い勝手を考慮した幅、位置とする。 

窓口業務を行う各室に設置する自動扉は、指定個所以外は開口幅 1,200 ㎜以上(c)

とする。 

各室の性能が確保できる水密性、気密性を有すること。 (d)

鋼製のものは、下地を含め、防錆処置を行う。 (e)

形状は原則としてフラッシュ扉（ガラス入りを含む。）とし、同一空間内につ(f)

いては高さを揃えるなど意匠バランスに配慮する。開き戸はレバーハンドル

とし、自閉装置付きで、原則シリンダー箱錠、サムターン付とする。ただし

【添付資料４-２】「各室性能表」【添付資料４-７】「主要諸室の性能特記事項」

に記載がある場合はそれによることとする。 

鍵管理装置は、防犯・入退室制御装置及び監視カメラ制御装置と連動し、管(g)

理する鍵の仕様は事業者提案とし、国と調整の上決定する。 

各室の廊下への出入口扉は内開きを基本とし、開閉時に扉が廊下に突出しない。 (h)

戸当たりを設け、扉の開閉時に壁を傷つけることがないようにする。 (i)

【添付資料４-２】「各室性能表」の「音環境Ⅱ」以上の居室については、簡易(j)

気密型とする。その場合、下部は可動式とし、床面に段差が生じないようにす

る。 

設備関係諸室の遮音を考慮する室については、気密型とする。その場合、グレ(k)

モンハンドルとし、各居室やホール・廊下に面する部分は、取り外し式のハン

ドルとする。 

外部出入口 c．

外部出入口の上部全てに庇を設置する。 (a)

開き扉の場合は、外開きを原則とする。 (b)

主玄関を含めた全ての玄関は、ステンレス製の自動扉とする。 (c)
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屋上への出入口は、屋上防水の立上げの上に設置する。その場合、容易に出入(d)

りできるよう適切に階段を設置する。 

窓 d．

室の配置条件・近接性等の要求水準を満たすことができない、又は用途上窓を(a)

設けることが望ましくない場合を除き、外気に面する室（廊下等交通部分を含

む。）には窓を設け、外気を取り入れられる構造とする。ただし視線等に対する

配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。 

位置及び寸法は、着席時に外部への視界を遮らずに見通せる高さ及び幅とする。 (b)

事務室等の窓は、 断熱サッシ、Low-e 複層ガラス、庇等の採用により室内外(c)

周部の熱負荷の低減を図る。 

窓は、自然採光、自然通風を考慮した窓のデザインとし、室内の照明制御に(d)

対して昼光利用が可能なものとする。 

開口部の位置が低い場合は、手摺り等を設置し、落下防止の処置を行う。 (e)

窓を開放して使用することが想定される室や防虫の必要な室のガラリ等につい(f)

ては、網戸を設置する。 

その他の建具及び点検口 e．

数量及び性能は、設置目的の機能を満足しているものとする。 (a)

寸法は、設置目的である機器類及び物品等の搬出入が可能な大きさとし、必(b)

要以上に大きくしない。 

防火設備について、空間の連続性や機能性を考慮し、必要に応じて感知器連動(c)

の常時開放型とする。また、開放時において壁面から突出しない納まりとする。 

建具廻り f．

カーテンを設ける場合は、カーテンレールも設ける。 (a)

ブラインド又はカーテンの取り付け部分は、隠蔽できるよう、ブラインドボッ(b)

クス又はカーテンボックスを設ける。また、ブラインドボックス等は天井埋込

みとするなど、露出しない構造を基本とする。 

建具と内部仕上げの取合い部は、変位等による破損や経年変化による隙間等の(c)

発生がないものとする。 

電気錠 g．

自動扉・出入口扉のうち、必要な扉について、電気錠を設ける。電気錠を設(a)

ける必要のある諸室は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 

詳細は【添付資料 4-14】「セキュリティの考え方」による。 (b)

掲示板 （７）

共通 a．

歩行者の通行等に支障のない配置とする。 (a)

建築空間と調和し、デザインや仕様等の意匠性に統一性をもたせる。また、壁(b)

面に設置する場合は埋め込みとするなど一体感に配慮する。 
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屋外掲示板 b．

敷地内に、前面道路に面した外から閲覧可能な場所に、屋外掲示板を６ヶ所(a)

設置する。 

掲示部分の大きさは、１ヶ所あたり高さ約 1,000mm、幅約 2,000mm とし、設(b)

置高さは概ね目線の高さとする。掲示物は磁石、テープ及び画鋲で取り付け

ることができ、手で取り替えができるものとする。 

掲示板は堅固で、錆の発生がなく、掲示物は雨等で濡れず、歩行者などに剥(c)

がされない構造とする。鍵及び照明付きとする。 

電光掲示板（庁名表示を含む）（電光掲示部約 W800×H5000mm 以上）を本町通り(d)

より視認性の良い場所に１箇所（両面表示）設置する。なお新庁舎外壁を利用

する場合は超大型デジタルサイネージでもよい。 

庁舎案内看板 （８）

本施設の案内看板を整備する。 a．

本施設の案内看板の仕様等については自立看板（W1200×H1600 程度）を敷地出入

口や新庁舎玄関付近の分かりやすい位置に４ヶ所以上設ける。 

ステンレス製焼付塗装とし、各官署の入れ替えに対応すること。 

サイン （９）

共通事項 a．

施設全体として、サインシステムや色彩計画、内装の設え、アート及び家具等(a)

を活用し、誰もがスピーディかつ正確に目的地へたどり着くことのできる、分

かりやすい誘導計画とする。 

サインは、各室の配置及び機能又は名称を表示し、デザインや仕様等の意匠性(b)

に統一性があり建築空間と調和し、視認性に優れた形状、寸法、設置位置、表

示内容とする。 

各サインは組織改変に伴う諸室の頻繁な名称変更（年２回程度）を行うこと(c)

が可能な仕様とし、表示内容が容易に追加・変更できるものとする。 

表記文字はピクトグラフを除き日本語と英語とする。ただし、敷地外部より(d)

施設全体のエントランスホールに至るまでの誘導、総合案内板及びフロア案

内板、室名札は、それに加え中国語と韓国語を併記する。 

その他地区内の情報発信に関することは【添付資料４-１４】「大手前地区内の連(e)

携した整備に関する意見交換（第２回）」を遵守すること。 

外部 b．

車両の敷地出入口に駐車場表示を設置する（サービス車両動線専用の出入口は(a)

除く。）。また、構内において来庁者用駐車場と官用車用駐車場の別が明確にな

るように表示を設置する。 

堅固で錆の発生しない構造とする。 (b)

総合案内板 c．

エントランスホール内（大阪府庁新別館との接続階のホールを含む。）の主要(a)
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な動線上に総合案内板を設置する。 

総合案内板には主たる出入口、現在地、便所、階段、エレベーター、避難口(b)

等の共用部を明示する。また、入居官署の部署名や福利厚生諸室など職員及

び来庁者に周知が必要な機能を明示する。 

各階の入居官署の部署名を記載する。 (c)

入居官署の将来的な変更や各諸室の使用用途やレイアウト変更等に対応し、表(d)

示内容の変更が容易にできる機能を有する。 

インターホン（障害者の利用出来る対策を含む）、点字及び触知図等の装置を(e)

併設する。 

デジタルサイネージを併設し官署毎の電子広報に対応する。仕様詳細は提案に(f)

よる。 

フロア案内板 d．

１階以上の各階のエレベーターホール付近に、フロア案内板を設置する。 (a)

フロア案内板には当該階の簡易な平面形を記載し、主たる出入口、現在地、(b)

便所、階段、エレベーター、避難口等の共用部を明示する。また、入居官署

の部署名や福利厚生諸室など職員及び来庁者に周知が必要な機能を明示する。 

当該階の入居官署の部署名を記載する。 (c)

入居官署の将来的な変更や各諸室の使用用途やレイアウト変更等に対応し、表(d)

示内容の変更が容易にできる機能を有する。 

点字及び触知図等の装置を併設する。 (e)

室名札 e．

各室に設置する室名札は、原則として【添付資料４-２】「各室性能表」に記(a)

載する室名及び出退表示板とするが、設置場所、設置位置及び表示内容は、

国との協議によるものとする。 

室名札下部には掲示板を設ける。 (b)

その他のサイン f．

会議室には使用表示サインを設ける。 (a)

ピクトグラフは JISZ８２１０による。ただし、該当する規格がない場合はこ(b)

の限りでない。 

視覚障害者誘導ブロックを適切な位置に敷設する。敷設の位置、色、形状及(c)

び材質については「大阪府福祉のまちづくり条例」等の規定を満たすことと

する。 

非常用エレベーター附室に避難経路その他避難上必要な事項を示したサイン(d)

を設置する。 

昇降機かご内に、各階案内板を設置する。 (e)

郵便受け （１０）

開庁時間外においても郵便物や新聞を収受できるよう、最終退出口付近に郵便a．
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室を設置し入居官署分のポストを設置する。ポストは堅固で、錆の発生がなく、

郵便物が雨等で濡れない構造とする。また、鍵付きの構造とする。 

地下駐車場 （１１）

官用車用の駐車スペースは、地下階に設置する。４９台以上確保し、そのうちa．

１６台以上は平置きとする。 

官用車の台数内訳は【添付資料４-９】「官用車仕様表」による。 b．

官用車用の駐車スペースと来庁者用の駐車スペースは明確にエリア分けを行い、c．

来庁者が官用車用の駐車スペースを利用できない構造とし、それぞれ独立して

管理できるよう区分する。独立して管理する手法については機械(管制装置等)

又は人的警備等による対応いずれも可能とする。 

地下に機械室等スペースを設ける場合は、駐車場内の車路について大型機器のd．

搬入を考慮した有効高さ及び回転半径を確保する。 

駐車場では、安全に車両走行できるような駐車場管制設備（防犯・入退室管理e．

設備と連携）を設置する。 

安全性を確保するため、カーブ部に充分な車路の幅員を確保するとともに、見f．

通しを良くして死角を無くすように努め、必要に応じてカーブミラーを設置す

る。 

駐車スペースは１台毎に明示し、車止めを設置する。 g．

車の出し入れを容易に行うため転回スペース又はスイッチターンのできるスペh．

ースを設ける。 

車室及び車路の有効高さは、２t 程度の車両が通行できる程度の高さとする。 i．

近畿管区警察局の倉庫２及びゴミ処理室を地階に設ける場合は４ｔ車（全高

3600mm 程度）及びパッカー車が進入できる構造とする。 

歩行者通路を確保し、明示する。 j．

官用車用駐車場に近接した場所に共用の洗車スペース１箇所(２台分)を設ける。k．

洗車に対応した給排水設備を有し、掃除用コンセント（H500 以上）を併設する。

また、足洗い場及び洗濯機置場（専用コンセントおよび回路とする。）を洗車

スペースの近傍に併設する。 

車路への吹き込みによる地下駐車場内への雨水の侵入を防ぐとともに、ゲリラl．

豪雨による浸水についても考慮すること。また、地下部分に漏水がないように

する。 

荷捌き用駐車スペースは、搬出入の動線が、職員及び来庁者等の主要な動線とm．

明確に区分されるよう、配置する。 

来庁車用駐車場 （１２）

来庁舎駐車場を設置する。官用車と合わせて大阪市「建築物における駐車施設a．

の付置等に関する条例」で求められる台数を下限とし極力多くの台数を確保し、

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律法」、「大阪府福祉

のまちづくり条例」「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」で必要な車

いす対応駐車マスを確保する。 
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平置きの駐車場とし、機械式駐車装置は不可とする。 b．

車の出し入れを容易に行うため転回スペース又はスイッチターンのできるスペc．

ースを設ける。 

機械(駐車発券装置、管制装置等)や人員による管制を行い、不法駐車を排除すd．

る。 

駐車スペースは１台毎に明示し、車止めを設置する。 e．

車路及び車室は、ワンボックス車が通行及び駐車できる有効高さを確保する。 f．

駐車区画線、矢印及び停止線等、路面表示を適切に行う。 g．

車路のスロープは極力緩勾配とし、滑りにくい仕様とする。 h．

車両と構造物、車両と車両の接触や衝突防止に配慮した形態、有効幅及び仕上げi．

とし、車両が構造物に当った場合においても、お互いが損傷しにくい仕様とする。 

階段を含めた歩行者用通路を適切に確保する。 j．

歩行者の転倒や転落防止及び落下物防止の処置を行う。 k．

上階の駐車場は下階への漏水がないものとし、雨水を適切に排水する構造とする。 l．

安全を確保するため、見通しを良くし死角をなくすように努め、コーナーガードm．

やカーブミラー等、適宜適切に設ける。 

用途に応じた照明、維持管理用の電源、給水及び拡声設備を適宜設ける。 n．

駐輪場 （１３）

屋外に木造屋根付駐輪場を整備し、「大阪市自転車駐場の附置等に関する条例」a．

に基づき駐輪台数を確保すること。平置きの駐輪場とする。平置き用ラックの

設置も可とする。 

来庁者の利便性に配慮した配置とする。 b．

照明を設け、夜間または曇り等に対応する。守衛室等より操作も可能な自動点c．

灯・消灯式照明とする。 

照明装置は駐輪場と分離も可とする。 d．

外構（事業敷地） （１４）

共通 a．

敷地内に整備する外構全般において、その形状、材質及び色彩等は統一性があ(a)

り、庁舎との調和に配慮された、施設全体としての景観形成を図るものとする。 

空間的に同一となった場合、空間の連続性を考慮し上位の仕上げに統一する。 (b)

経年変化、劣化、退色及び極度の汚染等がない計画とする。 (c)

汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。 (d)

消防設備を含む各種設備の工作物等についても、その位置や形状、材質や色彩(e)

等の外観は庁舎との調和に配慮し、施設全体として景観形成を図るものとする。 

夜間等において、敷地内に無断で車両を駐車されない対策を講じる。 (f)

歩行者用通路、構内車路及び緑地等の仕上げの見切りは、縁石を設ける等意匠(g)
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的及び構造的に適切に処理する。 

オープンスペース b．

セキュリティに配慮しつつ、門や囲障で区画せず、24 時間出入り可能な公共性(a)

を有する空間を確保する。 

街区中通りとの境界、本町通りとの敷地境界部分の、擁壁、車止め、チェーン(b)

等は、一定距離後退させ、セキュリティを確保するとともに植裁等による緑を

量的に確保し、視覚的に閉鎖的な印象を与えないものとする。 

歩行者用通路等 c．

歩行者動線における舗装仕上げ材は、地面に固定し、滑りにくく、つまずきに(a)

くいものとする。 

街区中通り、本町通りから主玄関及び受付に至るまでの経路には、必要に応じ(b)

て手摺りや触知図を設ける。 

車路 d．

車両の通行により沈下、不陸及び段差等が生じない構造とする。 (a)

車両が無理なく通行できる車路巾を確保し、舗装面への白線引きや案内標識等、(b)

適宜計画する。 

舗装は通行する車両の種別に応じて適切な舗装仕上げとし、マンホール、雨水(c)

桝及び側溝の蓋等も含め耐荷重性能等適切な計画とする。また、通行により舗

装面が傷つかないものとする。 

適切な排水性能が継続的に確保でき、環境配慮に努めた舗装の仕様とする。 (d)

安全性を確保するため、カーブ部に充分な車路の幅員を確保するとともに、見(e)

通しを良くして死角を無くすように努め、必要に応じてカーブミラーを設置す

る。 

消防活動空地等、適切に確保する。 (f)

雨水排水 e．

建物の屋上、屋根、庇、外部水平面及びその他の屋根面の降雨水は、収集して(a)

樋により適切に処理する。なお、雨水利用の詳細については、「４節 ２.設備性

能（２）機械設備」による。 

敷地内の降雨水は敷地内で収集し適切に処理を行い、敷地外に垂れ流れないも(b)

のとする。また、浸透性桝等を使用するなど、環境に配慮する。 

グレーチング等排水側溝の蓋の形状については、ピンヒールや硬貨等が落ちに(c)

くいよう配慮するとともに、落ちた場合には拾える構造とする。 

オープンスペースや歩行者用通路などに側溝等を設ける場合は、化粧蓋とする(d)

など、景観面に配慮する。 

旗掲揚ポール f．

旗掲揚ポールは新庁舎南側の地上に１本設ける。設置は通行等に支障とならず、(a)

掲揚作業に容易に寄りつける位置とする。また、施設全体の景観にも配慮する。 

旗竿１本の高さは約１５m とし、旗が設置でき、旗竿最上部まで旗の移動がで(b)
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きる構造とする。また、施設全体の景観にも配慮する。 

植栽 g．

大阪府自然環境保全条例、大阪市の建築物に付属する緑化等に関する指導要綱(a)

を満たすほか、街区中通りを挟んだ対面の樹種を考慮するなど、周辺と調和し

た地域で一体感のある植栽となるよう留意する。 

立地環境や地域性、設置場所の特性及び将来の景観等に配慮し、適切な樹種等(b)

の選定による緑化を行う。 

潅水設備や縁石、支柱等により樹木等の生育が適正に確保されるものとする。 (c)

屋上 （１５）

維持管理の観点から、屋上へは階段にてアクセスできるものとする。 a．

利用形態や維持管理等に応じて、適宜手摺りを設置する。手摺りの位置、形状、b．

材質及び色彩等は、耐久性・景観性に配慮する。 

各種設備等の基礎を設ける場合は、防水改修時において道連れ工事が発生しないc．

形態とする。 

緊急離発着場新庁舎の屋上については、航空法（昭和２７年７月１５日法律２d．

３１号）第３８条に基づく非公共用ヘリポートを設置する。（航空法他の灯火

類を含む。） 

非公共用ヘリポートの荷重、着陸帯の大きさは、ヘリコプターの機種 UH-６０e．

JA、EC-２２５LP 及び EH－１０１が利用可能とすること。 

メンテナンス用ゴンドラ （１６）

外部のメンテナンス用にゴンドラを整備する。 a．

ゴンドラは、使用時に屋上や外壁の各部位を損傷しないよう配慮するとともに、b．

メンテナンス等における安全性や作業効率性を確保し、全ての外壁面を包含でき

るものとする。 

ゴンドラ使用時にも各種アンテナの受信に支障の無いこと。 c．

ゴンドラについては、各種維持管理業務が安全かつ円滑に実施できるよう整備d．

する。 

アンテナ用マスト等 （１７）

【参考資料４－５】「アンテナリスト等」を元にアンテナ群の設置条件を満たa．

すように、アンテナマスト、基礎、鉄塔等を設けること。設置位置等は国と協

議する。 

アンテナ更新時の運搬に考慮した計画とすること。 b．

  



 
 

４-５０ 

 

設備性能 ２．

「建築設備設計基準」１頁に記載の「本書に示されている機器の仕様、機器構成、計算式等は

一例を示すものであり、個々の施設の実情に応じて変更する必要があります。」とあるものに

ついては変更した機器の仕様、機器構成、計算式を提案文書にて提出する。 

電気設備 （１）

共通事項 a．

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」において「特記による」とあ(a)

るものについては、「総合的な検討を行い、国が監視等により確認できるもの

とする」と読み替える。 

使用する電線・ケーブル類は盤内を含めて、EM 電線・EM ケーブルを採用する。(b)

（盤内の高圧 KIP 電線を除く。） 

各室性能は、【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (c)

専用機器の負荷は【参考資料４－９】「専用機器一覧表」および【添付資料４－(d)

２】「各室性能表」の「電気設備その他条件」による（以下専用機器等と言う）。 

主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ(e)

方にふさわしい性能を有するものとし、【添付資料４-７】「主要諸室の性能特

記事項」を適用する。 

幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの２０％以(f)

上の割増しを見込んだ寸法、数とする。 

接地は統合接地方式とする。 (g)

引込管路 (h)

電力の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設①

ける。 

通信の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設②

けるほかに、敷地境界から庁舎内の指定室（MDF 室等）まで【参考資料 4-8】

「各官署専用線検討参考図」を元に配管等を設ける。 

設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む）のサイズ、受変電機器の選定(i)

および容量、発電機器の選定および容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流

装置の定格充電電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレ

ビ端子利得等は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たしている

ことを検証する。 

機器及びシステムは、導入時点で高水準の仕様とする。特に技術変化が激し(j)

い設備分野のものは機器及びシステムの技術変化動向を確認し、導入仕様の

決定前に国と十分協議する。 

電気設備関連諸室（幹線経路及び EPS を含む。）は、保守点検、機材増設、機(k)

器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。ま

た、機器発熱に対応した適切な空調・換気機能を確保するとともに管球類、

設備備品、予備品及び付属品等の保管スペースを確保する。 

通信･情報機器及び中央監視制御設備等の装置は、電源の瞬時電圧低下等によ(l)
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り機能停止を招かぬよう、停電対策を行う。 

OA フロアには、レイアウト変更等に容易に変更対応できるように、OA 盤（以(m)

下、電源部を OA 分電盤、端子部を OA 端子盤という。）を各所に設置または、

主となる EPS もしくは副となる EPS に設置する。 

別途国が行う設備の詳細については、入札参加者に示す。 (n)

見え掛かり部分は、形状、材質、色彩など景観性、意匠性に配慮する。 (o)

電灯設備、動力設備 b．

照明器具は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (a)

（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）」に適合した器具または同等以上の消費効

率の高い器具を用いる。 

照明制御は、総合省エネルギー効率が、(社)日本照明器具工業会の「技術資(b)

料１３０」による標準的事務所ビルにおいて３０％以上になるよう適正照度

制御、昼光利用制御、在・不在制御、タイムスケジュール制御、不点感知、

電力消費量等を組合せたシステムおよび入退出管理システムと連携したシス

テムとし、各センサは検知漏れがないよう設置する。また、発電運転時は中

央監視装置より電力監視・照明制御装置等と連携し調光、点滅制御を行う。 

事務室等の照明の点滅エリアは、建築平面図において通り芯に囲まれた最小(c)

区画(１スパン)とし、最小区画内で細分化する。 

駐車場、給湯室、廊下、便所等には人感センサを設け、省エネルギー化を図(d)

る。 

電源別置型非常照明器具以外はすべて LED 照明とする。（盤内照明も LED とす(e)

る。） 

会議室の照明は、プロジェクター・デジタルサイネージ等の使用に配慮した(f)

計画とする。また、調光制御は、会議、講演、式典等の使用目的にあわせた

性能とする。 

OA 盤は専用とする。ただし、OA 分電盤と OA 端子盤を別盤としてもよい。 (g)

OA 分電盤の電源は、専用の幹線とし、他の OA 分電盤とは共用の幹線系統と(h)

してもよい。なお、別官署または別の階のフロアとは共用しないものとする。 

OA 分電盤から供給する OA コンセントの負荷容量は、「建築設備設計基準」にお(i)

ける電灯設備のコンセント等の負荷容量を参考に、国と設置位置を協議する。

また、各室に設ける専用機器等に応じた負荷に対応する。 

外構には保守点検上、必要な箇所に屋外コンセント（防水錠付）を設置する。 (j)

屋外に駐車する受診車電源として、２回路程度の電源を確保し、専用コンセ(k)

ント及び変換プラグを用意する。なお、仕様詳細については国と協議する。 

国が別途整備する特殊設備機器、直流電源装置、分電盤、手元開閉器等へ供(l)

給する。（盤類以降の二次側は別途整備とし、国と協議する。）なお、分電盤・

手元開閉器箱類は本工事とする。 

官用車用駐車場には、官用車ごとに電気自動車の充電用コンセントを設ける。(m)
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なお、充電用コンセントは、電気自動車専用の充電コネクタとし、コンセン

ト１箇所あたり１KVA 以上の容量とする。また、急速充電器を１台設置する。 

二重床に設けるコンセントの設置位置は、国と協議する。 (n)

テレビ受像機の設置箇所には、２P１５A 接地極付コンセント４個口を１個以(o)

上設ける。また、FAX の設置箇所には、２P１５A 接地極付コンセント２個口

を１個以上設ける。（FAX 兼用複合機の場合は２P１５A 抜止接地極付き２個口

コンセント（電源確認 LED ランプ付、コード長５ｍ程度）とする。） 

昇降路内部にメンテナンスに必要なコンセントを設置する。 (p)

防災設備用の制御回路を含む制御盤は、一般負荷用の制御回路を含む制御盤(q)

と区別する。 

動力設備の監視及び制御は、制御盤の盤面により行えるものとし、中央監視(r)

装置に対応した入出力回路及び接点を設けるものとする。 

保守点検時において電気の供給が停止することにより、専用機器等の業務に支(s)

障が無い構成とし、構成内容は国と協議する。 

受変電設備 c．

特別高圧で３回線スポットネットワーク又は２回線受電とする。 (a)

高圧き電盤内の高圧母線および VCB 等は多重化し、通常業務を行いながら保守(b)

点検ができるものとする。また、保守点検時において電気の供給が停止するこ

とにより、専用機器等（照明を発電回路にする部分を含む）の業務に支障が無

い構成とする。変圧器の交換時等に対しては特に留意し国と協議する。 

受変電設備に用いる機器は不燃化を図る。 (c)

自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者の測定する月間(d)

力率で９８％以上を確保する。 

変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、算定し(e)

た設備容量に対し２０％以上見込む。 

高圧変圧器は、トップランナー変圧器 2014 による超高効率用で軽負荷時及び(f)

想定負荷時においても効率のよいものとする。特別高圧変圧器は高効率な仕

様のものを採用する。 

監視装置を設け、機器の集中監視及び遠隔操作が行え、商用電源が途絶して(g)

も継続して集中監視及び遠隔操作が可能とする。なお、集中監視が停止して

もローカル機器で自動制御が行えるものとする。 

本施設内で発生する高調波の対策は、高圧又は特別高圧で受電する需要家の(h)

高調波抑制対策ガイドライン（以下「高調波抑制対策ガイドライン」という。）

による。 

本事業で整備する設備機器から発生する高周波又は高調波により、他の機器(i)

へ影響を及ぼさないよう対策を行う。なお、本事業で整備する設備機器は高

調波抑制対策ガイドラインによる換算係数 K=1.8 以下に収めること。 

漏電監視（Igr）を行い、仕様、詳細について国と協議する。 (j)



 
 

４-５３ 

 

移動電源車（外部発電車）等からの電源供給が可能な電源システムとする。 (k)

再生エネルギーで発電した電力を超える逆潮流は行わないこと。 (l)

デマンド監視及び制御を行う。なお、デマンド制御機器は国と協議する。 (m)

電力貯蔵設備 d．

蓄電池はリチウムイオン又は長寿命 MSE 形とする。 (a)

受変電設備（特別高圧部及び高圧部）の操作用電源に用いる直流電源装置は(b)

二重化する。 

電源別置形非常照明用の蓄電池は、前項とは別設備とする。 (c)

発電設備 e．

自家発電装置は下記による。 (a)

発電機は複数台設置し、単独、同時または同期運転の組合せができること。①

また、いずれか１台を保守点検する際には残りの発電機により必要負荷に電

力供給できる容量とし、そのために必要な制御構成とする。また、電気の供

給が停止することにより、専用機器等（照明を発電回路にする部分を含む）

の業務に支障が無い容量以上とする。 

各発電機の耐久性能は、７日間（１６８時間）以上の連続運転ができること。 ②

燃料タンクは複数設置し、１基は連続３日（７２時間）＋連続４日間（９６③

時間：別途工事）とし、残りの燃料タンクは連続３日（７２時間）以上運転

できる容量を備蓄する。 

燃料タンクと送油管等は、地震力により破損しないこと。 ④

常用発電機設備で構築する場合は、非常時利用に支障の無いようにする。な⑤

お設備等については十分、国と仕様詳細について協議する。 

新庁舎には、公称出力５２kW 以上の太陽光発電装置を設置し、職員及び来庁(b)

者に対して、発電状況（太陽光発電電力、電力量、日射量等）が分かる表示

機能（他の表示設備と兼ねる場合はテロップ方式としても良い）を、国との

協議を行い設ける。 

太陽光発電装置に蓄電池を設ける場合は「ｄ．電力貯蔵設備」で設ける設備(c)

とは別にすること。 

設置方式が建具一体シースルー形、壁面に垂直設置形等の場合は発電電力お(d)

よび発電電力量の性能検証を行う。 

雷保護設備 f．

内部雷保護システムとしてサージ保護装置を全ての盤に必要数を設置する。 (a)

国が別途整備するパラボラアンテナ等を保護する雷保護設備を設置する。（ア(b)

ンテナ用ＳＰＤ用の接地線を含む。） 

避雷カウンター、劣化（故障等含む）移報を設け、中央監視装置に表示する。 (c)

構内情報通信網設備 g．

LAN 配線及び光ケーブル等の整備を行う。 (a)
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EPS 等から各室まで容易に配線ができるよう、配線経路を確保する。 ①

サーバー室等から EPS 間及び各 EPS 間に専用のケーブルラックを、サーバー②

室等から各 EPS 間に設ける。 

通信・情報機器（別途工事）用として、各階に EPS を設け、各 EPS 間に通信(b)

ケーブルラックを設ける。 

各 EPS 内に１９インチラックの設置スペースを見込む。 (c)

各 EPS 内の１９インチラックのスペースから各 LAN 受口までの配管配線を行(d)

う。また、配線方式は統合配線式とする。 

各 EPS～無線機械室等、サーバー室間の光ファイバー・行政ＬＡＮ・専用線(e)

の配線を行う。 

構内電話設備でＥＰＳ等に設けるラックは本事業とする。 (f)

構内交換設備 h．

構内交換装置は、施設全体の交換機能及び回線数を見込む。 (a)

局線応答方式は、中継台方式及びダイレクトイン、ダイレクトインダイヤル(b)

方式の併用とする。 

中継台のサービスクラスは、超特甲とする。 (c)

IP 電話網およびレガシー電話網のハイブリット（統合ネットワーク）併用方式(d)

とし、各官署の専用網と接続する。 

構内交換装置のバッテリーによる停電補償時間は、３０分以上とする。なお、(e)

電話機をＩＰ電話で整備する場合は、その電源の停電補償時間を５分以上と

する。 

電話使用料金は、各入居官署・テナントの別に算出できる課金機能を設ける。 (f)

電話機は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (g)

構内にＰＨＳアンテナ等を必要数設ける。 (h)

官署毎の交換機仕様及び局数等は【添付資料４-１２】「構内交換機要件」に(i)

よる。 

情報表示設備 i．

マルチサイン装置 (a)

新庁舎のエントランスホールに視認性の高いデジタルサイネージ等を設置し、会

議案内、行政情報（映像を含む。）、太陽光発電装置の運転状況等を表示する。また、

操作制御部は守衛室に設置する。 

出退表示装置  (b)

出退表示盤には在室、会議中、電話中（近畿管区警察局のみ）、不在の表示①

を行う。 

設置場所は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 ②

表示名称の変更は守衛室にて容易にできること。 ③

出退表示盤は【添付資料４-２】「各室性能表」による。また、部屋の大きさ④
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に見合ったカラー表示とする。 

構内情報通信網設備と接続し、出退表示制御サブＰＣにて表示情報を確認で⑤

きるシステムとする。なお、各官署毎にサブＰＣを設置する。（親機は中央

監視室に設置とする。） 

時刻表示装置 (c)

親時計は、GPS 等により自動で時刻修正が可能なこと。 ①

プログラム制御（２メロディー以上）に対応した全館対応のチャイムを設け②

る。 

NTP サーバサービス提供し、本事業で設ける弱電・防災機器類（機械設備を③

含む）の時計同期を行う。（国が別途設置する PC、スイッチ等に対してもサ

ービスとして提供できるようにすること） 

子時計は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 ④

映像・音響設備 j．

映像・音響設備は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (a)

映像・音響設備は、画面の照度、輝度及び音響効果シミュレーション(残響時(b)

間、反射音、音圧分布等)により性能の検証を行う。 

拡声設備 k．

本施設全体に放送できる装置を設置する。 (a)

設置場所およびローカル放送の仕様詳細は【添付資料４-７】「主要諸室の性(b)

能特記事項」による。 

スピーカーの配置は、「消防法」及び「建築設備設計基準」による。 (c)

緊急地震速報の出力を受け、必要な場所に放送が行えること。 (d)

ローカル放送に対応し必要箇所にリモートマイク等を設ける。 (e)

自動放送（各官署毎に４種類以上、音声ＩＣカード）に対応する。 (f)

誘導支援設備 l．

身体障がい者用インターホンを設ける。 (a)

「大阪府福祉のまちづくり条例」「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」

に基づき設置すること。 

サービス車両等の敷地出入口には、インターホンを設ける。 (b)

多機能便所には、非常呼出し装置を設け、守衛室で確認できること。 (c)

ヘリポート用インターホンを設ける。 (d)

テレビ共同受信設備 m．

新庁舎の屋上に設けたテレビアンテナの信号を【添付資料４-２】「各室性能(a)

表」に示した場所の TV アウトレット（テレビ端子２端子形）まで信号を供給

する。 

テレビアンテナは地上波デジタル、BS、CS１１０°、CS２（増設スペース）(b)
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等を設け、設置したアンテナの全チャンネル及び既存 CATV の全チャンネルを

館内に伝送できる設備とする。全チャンネルの画像を切替え操作する等して

監視できるモニターを設ける。なお BS 及び CS は、IF 伝送方式とする。 

各 TV アウトレットは必要とする端末出力レベル及びテレビアンテナからの(c)

IF 伝送信号の端末出力レベルを確保する。 

配線は分岐分配配線方式とする。なお、分配先は同一フロア内とする。 (d)

監視カメラ設備 n．

防犯計画上必要とされる箇所（エントランスホール、エレベーターホール、(a)

廊下、各階の出入口、駐車場、ヘリポート、外部出入口、事業敷地外周部等）

に、防犯上死角のないように監視カメラを設置する。 

監視・制御、録画は中央監視室で行う。また、守衛室でも監視できるものと(b)

する。 

監視用モニターはカラーモニターとし、中央監視室及び守衛室に設置する。 (c)

仕様詳細（録画時間を含む。）は国と協議する。 (d)

防犯・入退出管理設備と連動すること。 (e)

駐車場管制設備 o．

駐車場出入口及び駐車場内の車路には安全性を確保するための装置を設置す(a)

る。 

官用車側は、IC カードで開閉できる装置を設ける。 (b)

一般車側は、満空車情報を取得し開閉する。また、発券装置を設ける。 (c)

各官署の必要箇所に発券処理装置を設ける。 (d)

防犯・入退室管理設備 p．

敷地外から事業敷地への侵入対策としてセンサ及び監視カメラを設置する。(a)

また、外部より新庁舎に侵入されるおそれのある扉、ガラス窓等にはセンサ

を設置する。 

エントランスホール及び大阪府庁新別館接続階には、フラッパーゲートによ(b)

る入退館管理装置を設置する。フラッパーゲートは、通行量に応じ停滞なく

通行が可能な台数とし、車椅子の通行に配慮する。 

フラッパーゲート・IC カードの認識部は、IC カード対応とする。なお、来庁者、(c)

新庁舎に勤務する臨時職員、本事業用関係者に付与する IC カードの購入・設定

は本事業で整備する。 

防犯・入退室管理装置は、遠隔制御、スケジュール設定・制御、記録機能を(d)

有し、火災報知設備、監視カメラ設備と連系したシステムとする。設置場所

は、【添付資料４-２】「各室性能表」による。 

防犯・入退室管理装置設定用の端末装置は、中央監視室に設置する。また、(e)

各官署毎にサブ端末設定装置を設置する。 

各室の鍵を収納･管理する鍵管理装置は、下記による。 (f)

鍵１本ごとに扉を有するものとする。 ①
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制御装置は、防犯及び使用の容易性に配慮し、人的または監視カメラで常時②

監視できる場所に設置する。 

各鍵の管理状態は、中央監視制御設備で監視できること。 ③

専用管理扉（鍵箱扉）の数は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 ④

防犯・入退出管理装置の仕様詳細は【添付資料４-１３】「セキュリティの考(g)

え方」による。 

火災報知設備 q．

受信機（総合操作盤）は、火災の感知及び警報が有効に行えるものとし、守(a)

衛室に設置する。 

中央監視室には、副表示装置を設ける。表示内容は、「建築設備設計基準」の(b)

中央監視制御項目表のⅢ形の欄における防災設備系の各項目以上を対象とし、

決定前に国と十分協議する。 

感知器は可能な限りアナログ式とし、自動点検機能付とする。 (c)

中央監視制御設備 r．

照明、動力、発電等の各種制御・監視、再生エネルギー、火災、防犯・入退(a)

室管理、鍵管理装置等の各種連携及び監視が可能なシステムとする。また、

運用時に省エネルギーを達成するために必要な機能を備え、用途別および官

署別エネルギー消費量の計測、機器効率出力・表示等により、性能の把握が

可能な計画とする。なお、用途別および官署別エネルギーに必要な計測類デ

ータは、機械設備の自動制御で設ける中央監視装置に自動で出力できること。 

中央監視制御項目は、「建築設備設計基準」における中央監視制御項目表のⅢ(b)

形の電気設備及び防災設備関係欄における各項目とする。 

高圧以上の配電経路は、容易かつ明瞭に確認できるデジタルサイネージ等に(c)

よるモニターに常時表示とする。 

電気設備の設備機器台帳、設備図面、故障・改修・修繕履歴等のデータ管理(d)

支援機能を設ける。 

非公共用ヘリポート付近に風向風速計、雨量計感部を設置し、中央監視装置(e)

に表示する。 

共用会議室の予約システムを導入し、各官署の総務部署に必要な予約端末を設(f)

ける。中央監視制御装置と連携を行う。なお、端末は他のシステムと共用して

もよい。仕様詳細は国と協議する。 

構内配電線路 s．

外灯・庭園灯 (a)

庁舎入り口や街区中通り等の周囲の状況を考慮して、夜間の通行及び防犯上

有効な場所に設置する。また、必要に応じてリモートで点灯制御が行えるよ

うに配慮する。 

構内通信線路 t．

通信線路 (a)
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各官署用に設ける配管には【参考資料 4-8】「各官署専用線検討参考図」を元

に有効な場所に接続用ハンドホール等を設置する。 

機械設備 （２）

共通事項 a．

機材及び施工については、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」の(a)

該当部分を参照する。なお「特記による」とあるものについては、「総合的な

検討を行い、国が監視等により確認できるものとする」と読み替える。 

各室性能は【添付資料４-２】「各室性能表」による。 (b)

耐震安全性の確保ができる配管・ダクト材料を使用する。 (c)

水損対策の必要な室には、水系の配管を設けない。やむを得ず設ける場合は、(d)

下記による水損対策を行う。 

・漏水を検知し自動的に配管を閉塞できる構造とする。  

・漏水に対する警報及び状態を中央監視室にて監視できる構造とする。  

・室内の機器の床面には、漏水による浸水を防止する防水堤を設ける。 

保守管理・更新が容易に行えるよう、スペース・ルートを確保する。 (e)

見え掛かり部分は、形状、材質、色彩など景観性、意匠性に配慮する。 (f)

採用する機器に関する消耗品、及び交換部材については、手配から納入まで(g)

の期間が原則２週間以内に対応可能なものとする。 

原則として、使用する電線・ケーブル類は、EM 電線・EM ケーブルを採用する。 (h)

空気調和設備 b．

熱源及び空調システムは年間の空調負荷特性に適合するものとする。 (a)

熱源システムは中央方式とする。ただし、２４時間使用室、特殊使用室、コ(b)

ンピューター室、会議室等は個別空調方式の採用も可能とする。 

建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、排気により不快を(c)

感じないものとする。 

各種配管からの漏水及び水損事故の防止を行うとともに、更新工事の容易性(d)

を確保する。 

蒸気配管を計画する場合は、熱源機械室内において使用圧力まで減圧してか(e)

ら各需要箇所へ供給する。 

空調方式は、快適性・機能性・省エネルギー性を図るシステムとする。 (f)

空調ゾーニングは、方位別、部位別、室用途別などの要因を把握し、適切に(g)

行うこと。  

空調の発停や制御の区画単位は、室用途に応じ適度に細分化し、且つ間仕切(h)

り等の変更に際し柔軟に対応できるものとする。 

室内の空調システムは快適性に配慮し、使用者が気流によるドラフトを感じ(i)

ないシステムとする。ただし、天井面、壁面および壁面に機器を設置する場

合はこの限りではない。 
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会議室、食堂、売店等在室人員の変動が大きい室にあっては、在室人員の変(j)

動に応じ、外気導入量の制御が行えること。 

自然エネルギーの有効活用上支障のない部分は、外気冷房等により環境負荷(k)

低減を図る。 

パッケージ形空気調和機は、オゾン破壊係数０の冷媒を使用する。 (l)

保管庫、書庫等は、中に納める物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境(m)

とする。 

エントランス等で人が滞留する空間がある場合は、居住空間の快適性につい(n)

て配慮した空調方式とすること。 

吹出口は風量・風向調整可能な機構を有するものとすること。 (o)

サーバー等を設置する室の空調は、「４節 施設計画（基本的性能）」に示す室(p)

内環境性のうち、熱環境の性能を下表の温湿度条件を目標値とする。ただし

【添付資料４-２】「各室性能表」に湿度条件の記載がない場合は、加湿は不

要とする。 

 

空調負荷計算では、【添付資料４-３】「複合複写機、大型事務機器等による消費(q)

電力一覧表」を別途加算する。 

 

なお、空調設備の水準は下記により検証する。  

熱源システムは、コスト（建築費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メン①

テナンスの難易、地域のエネルギー供給状況、エネルギーの入手難易度、設

置面積、性能特性（部分負荷性能、省エネ性能）、振動・騒音、エネルギー

源、信頼性（実績）、負荷への柔軟性等についてケーススタディを行い、各

ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。 

採用した熱源設備システムについては、設計段階・工事完成段階において②

LCEM ツールを使用してエネルギーに関する性能評価を行うこと。 

空調方式は、快適性、経済性、維持管理性等についてケーススタディを行い、③

各ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。 

「建築設備設計基準」以外で熱負荷計算を行う場合は、同基準により熱負荷④

計算結果の妥当性を検証する。 

換気設備 c．

室内全体を均一に換気する。  (a)

温湿度条件 
乾球温度 

℃ 
相対湿度 

％ 
乾球湿度 
Kg/kg(DA) 

比エンタルピ
ー 

KJ/kg 

コンピュータ
ー室内 

２４ ４５ ０.００８５ ４５.６ 

フリーアクセ
スフロア内 

（吹出温度） 
１８ ６５ ０.００８５ ３９.８ 
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熱源機械室、電気室、エレベーター機械室等の熱の排除は、経済性及び環境(b)

性を検討し、換気方式、冷房方式、換気・冷房併用方式のいずれか優位な方

式とする。 

各室にて発生した臭気や物質が他の室に影響を及ぼさないシステムとする。  (c)

建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、厨房、便所、喫煙(d)

室等の排気により不快を感じないものとする。  

倉庫等は、中に納める物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とする。  (e)

なお、換気設備の水準は下記により検証する。  

熱源機械室、電気室、エレベーター機械室等の熱の排除については、換気方式、

冷房方式、換気・冷房併用方式での建設費と運転・維持費についてケーススタ

ディを行い、各ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。 

排煙設備 d．

関係法令等を遵守し、火災により発生した煙の拡散を防止し、避難経路が確(a)

保できるよう、必要に応じ設置する。 

自動制御設備 e．

自動制御の方式は、エネルギーの効率的使用を図る為、最新式かつ適切な方(a)

式を採用する。 

中央監視装置は中央監視室に設置し、空気調和設備、換気設備、給水設備、(b)

排水設備、雨水利用設備等のシステム・監視制御を行う。 

入居官署別・用途別の各種エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができ(c)

るものとする。また、「第５章１節５．（３）e．省エネルギーに係る業務報告」

において資料の作成に必要な分析が行える機能を備えるものとする。 

中央監視装置は、入居官署別及び、「第５章３節３.福利厚生サービス提供業(d)

務」において事業者が独立採算によって費用を別途負担する部分で使用する

光熱水量の把握が可能なものとする。  

中央監視装置は、システムの部分的な障害が全体に悪影響を及ぼさない構成(e)

とする。 

電気設備で設ける中央監視装置から出力される（c）で必要な計測データを自(f)

動で取り込める機能を備えるものとする。  

衛生器具設備 f．

大便器、小便器、洗面器、手洗器、掃除流しは陶器製とする。  (a)

洗面器および手洗い器用水栓は自動水栓とする。 (b)

洋風便器は、暖房機能付きの温水洗浄便座付きとする。温水洗浄便座は、電(c)

気用品安全法に準じた漏電に対する保護機能をそなえたものとする。 

和風大便器は最低限、1 階の男子便所・女子便所に各１か所設置するものとす(d)

る。 

男子便所及び女子便所の洋風便器の１組の便房及び和風大便器の便房には手(e)

すりを設ける。  
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小便器はボウル先端高さが床面より ３５０mm 以下の壁掛形とし、個別感知(f)

洗浄弁一体型とする。また、各男子便所の小便器 １ 組は手すりを設ける。  

共用便所の洗面器はカウンター形式とし、大鏡を設置する。 (g)

共用部分の男子便所及び女子便所内の洗面器のうち、それぞれ１組は手すり(h)

を設ける。また、各洗面器は水石鹸入れを設ける。 

多機能便所およびオストメイトは正面玄関設置階以上の階に各階１箇所以上(i)

設ける。 

便所の衛生器具の数は、利用者が遅延なく快適に使用できるものとし、地上階(j)

の各階においては同数とする。但し、当該階層のほとんどが設備室、倉庫等で、

通常時には入居職員等が少ないもしくは滞在しない場合は、同数としなくてよ

い。なお、衛生器具設備の水準は下記により検証する。便所内の衛生器具の数

は、適切に設定されていることを、計算資料により検証する。 

給水設備  g．

衛生的な水を適切かつ安定して供給する。 (a)

給水設備は、給水先の各器具及び機器に使用する用途に必要とする水量、水(b)

圧で、衛生的な水を汚染されることなく安定して供給する。  

屋外散水栓については、１ つの散水栓の散水範囲を最大で半径 ３０m の範(c)

囲とし、外構全域を包含するのに必要な設置箇所及び設置数を計画する。  

植栽を行う部分については、自動潅水を設置する。  (d)

【添付資料５-１２】「共用部備品調達に係る要求水準」に示すウオータークー(e)

ラー機能付き自動うがい器およびウオータークーラーへの配管対応を行う。 

災害応急対策活動に必要な確保すべき水量について、近畿地方整備局（港湾空(f)

港部を除く）においては全職員数７日分で計算を行う。 

排水設備 h．

排水槽等に設けるポンプは、非常時の緊急排出と故障時対応のできるシステ(a)

ムとする。 

各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備とする。  (b)

排水槽は、排水が流出しない構造とする。  (c)

【添付資料５-１２】「共用部備品調達に係る要求水準」に示すウオータークー(d)

ラー機能付き自動うがい器およびウオータークーラーへの配管対応を行う。 

非常時において、非常用排水槽へ配管のルートが切替可能なシステムとする(e)

こと。 

建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、通気管やマンホー(f)

ル等からの臭気により不快を感じないものとする。 

給湯設備 i．

安定供給、ランニングコスト、耐久性、保守性の点で適切な熱源・供給方式(a)

を採用する。 

給湯設備においては、使用する用途に必要な温度、量及び圧力の湯を衛生的(b)
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に供給する。  

給茶用の給湯温度は９０℃以上とする。  (c)

なお、給湯設備の水準は以下により検証する。  

給湯方式は、コスト（建築費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンスの

難易、設置面積、振動・騒音、信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、

ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。 

消火設備 j．

関連法令等に基づき、必要な消火設備を設ける。 (a)

消火設備を設置する場合は、安全性、環境性に配慮したものとする。 (b)

以下に示す部屋は消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、(c)

床面積が五百平方メートル以上のものに設置する消火設備のうち、粉末消火設

備を除いたいずれか設置する。 

・第一通信機械室（近畿管区警察局） 

・第二通信機械室（近畿管区警察局） 

・無線多重機械室（近畿管区警察局） 

・通信電算室（近畿地方整備局） 

ガス設備 k．

ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性(a)

および信頼性のあるものとする。 

厨房機器設備 l．

食事サービス提供業務のために設置する厨房機器は、「第５章３節３.福利厚(a)

生サービス提供業務」の要求水準を満たす運営業務に即したものを適宜備え

る。 

厨房器具の熱源は、経済性、安全性についてのケーススタディを行い各ケー(b)

ス毎に比較検討書を作成し、検証する。 

雨水利用設備 m．

雨水利用設備を設置する。 (a)

便器の洗浄水および潅水（土中埋設もしくは地上埋設した点滴ホースを用い(b)

た植栽用の散水）に利用するものとする。 

故障時の雨水流入による浸水を防ぐため、流入遮断機能を設ける。  (c)

 

なお、雨水利用設備の水準は以下により検証する。  

雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準」(平成

28 年版)により計算し、処理フローと計算書にて、効率的な利用となっているか検

証する。 

昇降機設備 n．
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耐震安全性の分類は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」にある(a)

「S」の基準を満たすものとする。  

中層用、高層用エレベーターは共用会議室等共用エリアのある階には着床す(b)

ること。 

非常用エレベーターのうち１台以上は通信機器等の搬入を考慮したサイズと(c)

する。  

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律第(d)

９１号）における誘導的基準を満たすとともに、「大阪府福祉のまちづくり条例」

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」の整備基準を満たすものとする。

また公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）の付加仕様についても適用す

る。 

中層用・高層用エレベーターの交通計算は、次の①から④までにより行う。  (e)

エレベーター利用人数は、「第１章５節  入居官署機関の概要」の人員数①

等による。ただし、来庁者は職員の出勤時刻と重ならないものとしてよい。 

出勤時には、乗換階の停止を制限するなど、停止、不停止の制御により合②

理的な計画を行えるものとする。 

乗場専用ボタン、かご内専用操作盤ボタンが押された場合の扉開閉時間の③

延長については考慮しない。  

５分間輸送能力は １５％以上２０％以下を目標とする  ④

平均運転間隔（平均待ち時間）は３０秒以下を目標とする。  ⑤

エレベーターの監視制御盤は、中央監視室に設置する。  (f)

エレベーター全台数のかご内にカメラを設置し、監視を行う。 (g)

管制運転は公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）の表「制御装置の機能」(h)

を有するものとする。 

エスカレーターを設置する場合は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）(i)

による。 

なお、昇降機設備の水準は以下により検証する。 

乗用エレベーターの計算式は、「建築設備設計基準」の交通計算により計算し、上

記項目が満足するか検証する。 

機械式駐車設備 o．

機械式駐車設備を設置する場合は、安全性、操作性、機能性を考慮した設備(a)

とする 

機械式駐車設備は、入庫中の車を出庫することなく入出庫できる方式とし、(b)

職員が業務上日常的に使用することを前提に、遅滞なく車両を出庫できる構

造とする。 

駐車する車はワンボックス車程度を対象とする。  (c)
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業務の実施 第６節．

基本的事項 １．

事業者の役割 （１）

『「本業務要求水準書」及び「事業計画書」のとおりに「本施設」及び「成果a．

物」を完成させること』を実現するためには、施設整備を実施する設計企業、

建設企業、工事監理企業の役割分担を適切に行なうとともに、各企業の能力が

十分に発揮できるように、体制整備とその管理を適切に行うことが重要である。

特に本施設の品質確保を確実にするためには、品質確保プロセスを適切に計画

し実行し管理することが極めて重要である。 

事業者は、設計企業、建設企業、工事監理企業に対して委託あるいは請負わせb．

る業務に関して、施設整備をより適切に実施するために、その業務内容を精査

した上で業務分担を適切にかつ具体的に定めるものとする。 

事業者は、総括代理人に、設計企業、建設企業、工事監理企業が的確に業務をc．

実施するように、それぞれの業務管理を行うものとし、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

ものとする。 

秘密保持 （２）

業務遂行上知り得た国の秘密を保持する。業務従事者についても、秘密保持を徹底す

る。 

個人情報の保護 （３）

事業者は、業務の実施にあたって、【添付資料４-１０】「個人情報の取扱いについ

て」により、個人情報の保護を行うものとする。 

成果物の提出時期 （４）

成果物の部数、説明及び提出時期は【添付資料４-１１】「業務に関する成果物」に

よる。 

 

共通事項 ２．

建設工事費コスト管理計画書の作成 （１）

事業者は、基本設計着手前、基本設計終了時、工事着手前、建設工事途中及び建設工

事完了時の各段階において建設工事費コスト管理計画書を作成し、国に提出する。建設

工事費コスト管理計画書の内容、提出時期は次表のとおりとする。ただし、事業提案の

内容等に照らし、これによりがたい場合は事前に国と協議し変更することができる。 

工事着手前の建設工事費コスト管理計画書は、本事業契約書に記載の内訳書と整合す

るものとし、事業者は、これに基づきコストの適正な管理を行う。また、各段階におい

て基本設計終了時とのコスト比較を行い、工事種目毎の変動が５％を超える状況が生じ

た場合、あるいはその他必要が生じた場合は、その理由を明確にして国に報告する。 

 

 

・建設工事費コスト管理計画書の内容 
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 内容 提出時期 

総括表 建設工事費の金額を「建築」「電気設備」「機
械設備」「外構（建築、電気、機械）」「その
他」に区分して記載し、国に提出する。 

基本設計着手前 

工種別内訳表 各工種別の内訳金額を記載する。 
各工種の項目については、【参考資料４-６】「工
種別内訳表の参考例」を参照のこと。 

基本設計終了時 
工事着手前 

内訳明細書 構成、区分については、「公共工事内訳書標準
書式」（建築工事編・設備工事編）によるもの
とし、内訳が分かるように区分を行う。 

事業契約書第４０条に
規定する内訳書の確定
時、工事完了時 

変更金額一覧
表 

変更該当部分の変更前後の数量・単価・金額を
含む内容で、国と事前協議した上で、速やかに
作成し提出する。構成、区分については、「公
共工事内訳書標準書式」（建築工事編・設備工
事編）によるものとし、内訳が分かるように区
分を行う。 

設計・施工過程におい
て、コストの変動が生
じた時及び変更金額の
確認の必要が生じた時 

総括表、工種別内訳書、内訳明細書は、提出時以降の設計、施工工程において変更があっ

た場合には、変更協議の内容に応じて修正を行う。 

事業費内訳書等 （２）

事業契約書第４０条に規定する「施設整備費」の内訳書の内訳区分については、a．

事業契約書別紙１に基づき作成する。事業契約書第３２条により本業務要求水

準書の変更に伴い「事業費」を変更する際にも、上記の「施設整備費」の内訳

書の内訳区分を用いる。 

いずれの場合においても、事業者は、同内訳書の提出にあわせて、単価根拠等b．

が十分に説明できる資料を添えて、その内容を国に説明するものとする。 

コスト縮減報告書の作成 （３）

民間の技術力や創意工夫の活用など PFI 方式によりコスト縮減を図った内容を整a．

理し、報告書としてとりまとめ、国に提出する。 

報告書作成にあたっては、コスト縮減項目を「施設整備」「維持管理」に分類し、b．

各コスト縮減の具体的な内容を記載する。コスト縮減効果が明確なもの以外でも

効率化が達成できた内容を含むものとし、コスト縮減額の算定が可能なものは併

せて記載するものとする。 

要求水準の確認 （４）

事業者は【参考資料４-７】「要求水準確認書の標準」を参考に要求水準確認計a．

画書を作成し、国は要求水準確認計画書により業績監視を行う。 

要求水準の確保のための事業者による管理の基本的考え方 b．

事業者は、本業務要求水準書及び事業提案書の内容を満たすため、各業務の工程

表に基づくとともに、以下の対応により設計業務、建設業務及び工事監理業務の管

理を行う。 

設計時における、設計図書及び計算書等の書類の確認 (a)

各部位の施工前における、施工計画書、品質管理計画書及び施工図の確認 (b)

各部位における、工事監理業務計画書に基づいた施工の確認 (c)

要求水準確認計画書の作成 c．
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事業者は、前記を踏まえ、着手前に要求水準確認計画書を国と協議の上で作(a)

成し、国に提出すると共に確認を受ける。なお、内容は「建築（外構を含む。）」、

「構造」、「設備」及び「解体撤去」に区分する。 

事業者は、本施設の基本設計着手前に、設計業務に係る要求水準確認計画書(b)

を、設計業務の管理技術者及び各主任担当技術者に作成させる。 

設計業務に係る要求水準確認計画書においては、個別の確認項目毎に、要求(c)

水準の確認の方法（性能を証明する書類、施工現場での測定等）と確認の時

期（設計図書作成時点、施工実施時点等）、確認をする者（設計企業、建設企

業、工事監理企業）その他必要な事項を記載するものとする。 

事業者は、本施設の工事着手前に、工事に係る要求水準確認計画書を、設計(d)

企業で作成することが適当と判断する部分については設計業務の管理技術者

及び各主任担当技術者に作成させ、工事監理企業で作成することが適当と判

断する部分については工事監理業務の工事監理者に作成させ、その他の部分

については建設業務の監理技術者又は主任技術者に作成させる。 

工事に係る要求水準確認計画書については、設計業務に係る要求水準確認計(e)

画書に基づく設計業務の実施状況を反映したものとすることにより、設計業

務に係る要求水準確認計画書との整合性を確保するものとする。具体的には

設計業務に係る要求水準確認計画書に記載された個別の確認項目毎に要求水

準の確認の方法（性能を証明する書類、施工現場での測定等）と確認の時期

（設計図書作成時点、施工実施時点等）、確認をする者（設計企業、建設企業、

工事監理企業）その他必要な事項に関して、技術的妥当性の確認を行い、必

要な場合には修正等を行った上で工事に係る要求水準確認計画書としてとり

まとめるものとする。 

設計業務に係る要求水準確認計画書及び工事に係る要求水準確認計画書につ(f)

いては、業務の進捗に応じた技術的検討を進めることにより、基本設計着手

時、基本設計終了時、建設工事着手時、その他業務の進捗に応じた必要な時

期において適宜変更及び見直しを行うものとする。 

要求水準確認報告書の作成 d．

事業者は、要求水準確認計画書に記載された個別の確認項目が適正に実施されてい

るかを確認し、その結果を要求水準確認計画書の作成者に要求水準確認報告書として

取りまとめさせ、国に提出し、説明をする。 

設計・施工工程表の作成 （５）

事業者は、本事業の施設整備業務着手前までに、国と協議を行い、各種書類の提出時

期及び国との協議調整工程を盛り込んだ設計・施工工程表を作成のうえ、国に提出する

と共に確認を受ける。工程表には以下の内容を記入する。 

調査工程 a．

事業者が実施する調査の工程 

設計工程 b．

基本設計（平面計画協議期間を含む。）の工程 (a)

実施設計の工程 (b)
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確認申請等各種申請手続き及びその調整の工程 (c)

透視図、模型等の提出時期 (d)

その他設計の工程管理に必要な事項 (e)

施工工程 c．

調査を実施する場合の工程並びに「躯体」「仕上げ」「外構」「電力設備」「通信

設備」「衛生設備」「空気調和設備」「昇降機設備」及び「解体撤去」等各工事に

おける工程、その他施工の工程管理に必要な事項を記載するものとする。 

近隣説明の工程 d．

国への施設等の引渡し工程 e．

環境対策等 （６）

環境保全性の検証 a．

事業者は、基本設計完了時、実施設計途中、工事途中及び工事完了時の各段階にお

いて建築環境総合性能評価システム（CASBEE）による環境保全性の検証を行い、そ

の結果を、各段階における要求水準確認報告書等に記録する。 

エネルギー使用量の予測 b．

事業者は、工事途中に、施設の供用開始後一箇年の電力、ガス及び水道等のエネル

ギー使用量予測値を算出し、入居官署ごとの負担値とともに提出する。 

埋蔵文化財調査報告書の作成 （７）

文化財保護法に基づいて発掘調査を行った場合は、発掘調査による出土遺物等の整理

作業終了時に、埋蔵文化財発掘調査報告書を国に提出する。 

事業パンフレットの作成 （８）

事業者は、事業パンフレットを工事着手時までに作成し、国に提出する。また、工事

完了時に修正し、国に提出する。パンフレットは、事業の概要、本施設の概要等を、パ

ース、完成模型、図面、イラスト等により説明するものとする。 

記録等の作成 （９）

事業者は、国及びその他関係機関と協議・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、相互に確認する。 

電子データのセキュリティ確保 （１０）

事業者は、電子メール、打合せ資料及び電子データによる成果物等、電子データを国

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。また、ウイルス対策のためのソフトウェアについて、常に最新データに更新（アッ

プデート）されたものを使用しなければならない。 

国が行う調査への協力 （１１）

官庁建物実態調査等の国が行う調査への協力を行う。 

什器・備品の配置計画への協力 （１２）

国が提示する什器・備品の配置計画について、国に協力すること。 

近隣対策 （１３）
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事業者は事業を円滑に進めるべく、各業務時において近隣への対策（説明会等）及び

配慮に努めるものとする。 

 

設計業務 ３．

事業者は、本業務要求水準書及び事業提案書並びに設計・施工工程表等に基づき、以下の業

務を実施する。 

調査 （１）

事業者は設計に先立ち、必要に応じて事業敷地に関する設備の社会基盤調査、敷地

調査（平面・高低）、電波障害事前調査、土壌調査、生活環境に関わる調査（風害、

日照、景観等）を行う。調査ごとに調査計画書及び調査報告書を作成し、国に提出す

る。 

設計業務計画書の作成 （２）

事業者は、基本設計着手前に、設計業務計画書を作成のうえ国に提出し、確認を受け

る。業務計画書の内容には、実施体制、工程等を盛り込むものとし、詳細については国

と協議を行うものとする。 

管理技術者及び各主任担当技術者の通知 （３）

事業者は、基本設計着手前に、資格確認資料に記載された設計業務における管理技術

者及び各主任担当技術者を選任のうえ、国に通知し確認を受ける。 

リサイクル計画書の作成 （４）

事業者は、設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理

の徹底）について検討を行い設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計

画書として作成し、国に提出する。 

設計 （５）

基本設計 a．

業務内容 (a)

業務内容は国土交通省告示第１５号（平成２１年１月７日）別添一の１の一ｲに

よる。 

平面計画の協議 (b)

事業者は、基本設計終了前に、施設の配置及び各階平面における諸室の配置等（以

下「平面計画」という。）について国と協議する。この場合の協議期間は４０ 日

を見込む。また、協議の内容は平面計画のみならず、フロア間にわたるものも含む

ものとする。なお、当該協議を行うために、国との事前の打合せを、設計業務と並

行して行う。 

大手前地区関係機関への意見聴取 (c)

基本設計段階にて、国は大手前地区関係機関から意見を聴取するので、事業者は

その資料を作成する。その意見について事業者が検討し、国と調整を行う。 

実施設計 b．

業務内容 (a)
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業務内容は国土交通省告示第１５号（平成２１年１月７日）別添一の１の二ｲに

よる。 

実施設計は、工事費内訳明細書を作成するために十分な内容とする。また、建設

工事着手後に実施設計書の変更を行う場合に作成する設計も、同様な内容とする。 

解体撤去図作成 (b)

解体撤去図作成は、工事費内訳明細書を作成するために十分な内容とする。また、

解体撤去工事着手後に解体撤去図の変更を行う場合に作成する設計も、同様な内容

とする。 

工事段階で設計者が行う実施設計に関する業務 c．

業務内容は国土交通省告示第１５号（平成２１年１月７日）別添一の１の三による。 

設計図書の作成 （６）

適用基準等 a．

図面の作成は【添付資料１-２】「適用基準等及びその解釈等の掲載された刊行物

等の入手先一覧」に掲げる基準等を適用する。 

基本設計書の提出 b．

基本設計書は、「建築」「構造」「電気設備」「機械設備」及び「外構その他」に

区分し、それぞれ国に提出し、確認を受ける。 

実施設計書の説明・提出 c．

実施設計書は、前記 b．の区分に基づき作成し、工事着手前に内容の説明を行い、

国の確認を受ける。また、実施設計終了時に国に提出する。 

設計意図伝達に関する資料等の作成 d．

事業者は、建設企業、工事監理企業等に設計意図を正確に伝達するため、設計意図

の伝達に関する以下の資料等を作成し、国に説明し、確認を受ける。 

施工図・機器納入仕様書等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳(a)

細図等  

仕上げ材料（設備機材等の仕上げを含む。）の色彩、柄等についてまとめた色(b)

彩等計画書 

設計内容に関する質疑に関する検討及び回答案 (c)

面積算出資料の提出 e．

事業者は、各設計段階において、各入居官署の各室等の面積及び各階それぞれの共

用部分の面積を面積表にまとめ、面積算出資料と共に国に提出する。なお、面積算

出は、「建築基準法」及び「国有財産法」に基づいた２種類の方法にて行う。 

防犯性の検証 （７）

設計防犯性能評価シートの作成 a．

事業者は、実施設計時に「官庁施設の防犯に関する基準」により防犯性の検証を行

い、設計防犯性能評価シートを作成する。「官庁施設の防犯に関する基準及び同資

料」及び「防犯性能評価シート」については、第二次審査資料提出資格があると認

められた通知者に示す。 
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透視図及び模型等の作成 （８）

設計内容紹介プレゼンテーション資料の作成 a．

事業者は、本施設の設計内容を紹介するためのプレゼンテーション資料を作成する。

なお、作成にあたっては、プレゼンテーションソフトを用いることを基本とする。 

透視図 b．

建物の内観及び外観透視図を作成し、下記により国に提出する。 

大きさ   彩色 A３版 (a)

カット数  外観５カット（敷地の各方角からの外観１枚ずつ、庁舎外観（鳥(b)

瞰図）１枚）  

内観１０カット 

模型 c．

周辺道路等を含む完成予想模型を作成し、下記により国に提出する。模型材料は、

変形及び退色しにくいものとする。 

スタディ模型の作成 (a)

事業者は、基本設計完了時にスタディ模型を作成するものとし、大きさ等は、下

記による。 

制作寸法  ９００×６００mm ①

縮尺    １／５００ ②

台数    １台 ③

その他   材料はスチレンボード程度とする。 ④

完成模型の作成 (b)

事業者は、工事着手前に完成模型を作成するものとし、大きさ等は下記による。 

制作寸法  ９００×６００ mm ①

縮尺    １／２００ ②

台数    １台 ③

その他   材料は変形、退色しにくいものとし、台座及びアクリルケー④

ス付とする。 

完成模型の写真撮影 (c)

事業者は、工事着手前に完成模型の写真撮影を行うこととし、撮影画素数等は下

記による。 

撮影画素数  １０００万画素以上 ①

カット数   １０カット ②

事業紹介ポスター d．

工事着手前に、図面及び透視図等を使用し、施設のコンセプト及び施設概要等の説

明文・イメージ図等を加えて本事業紹介用のポスター（カラー）を作成するものと

し、大きさ等は【添付資料４-１１】「業務に関する成果物」を参照すること。 
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申請及び手続き等 （９）

事業者は、工事の着工に必要な協議、申請及び手続き等を行う。なお、協議、a．

申請及び手続き等に必要な費用は事業者負担とする。 

申請及び手続き等で関係行政機関等に提出した書類の写しを国に提出する。正b．

副本の扱いについては国の指示による。 

国が実施する地域住民への説明補助作業を行うこと。 c．

公共建築設計者情報システムの登録 （１０）

事業者は、設計業務完了時において、設計業務完了後１０日以内に、公共建築設計

者情報システム（PUBDIS）に基づき「業務カルテ」を作成し、国の確認を受けた後に

（一社）公共建築協会に提出するとともに、（一社）公共建築協会発行の「業務カル

テ受領書」の写しを国に提出する。 

 

建設業務 ４．

事業者は、本業務要求水準書及び事業提案書並びに設計・施工工程表等に基づき、以下の業

務を実施する。建設業務は、設計図書に基づき「本施設」を施工する業務の他、施工に関する

品質確保のために必要な業務とする。 

建設工事 （１）

事業者は、以下の工事を実施する。 

なお、工事の実施に伴い発生する電気引込負担金・給水負担金・給水加入金、下水道

負担金等の下記の工事の各種負担金は、工事に含めて対応する。 

本施設の施設整備工事 a．

既存建物等の解体撤去工事 b．

工事着手届の提出 （２）

事業者は、本施設の工事着手前に、工事着手届を国に通知し、確認を受ける。 

監理技術者又は主任技術者の通知 （３）

事業者は、工事着手前に、資格確認資料に記載した「建設業法」第２６条に定める監

理技術者又は主任技術者を選任の上、国に通知し、確認を受ける。 

施工体制台帳及び施工体系図の作成 （４）

事業者は、下記の事項又は書類を盛り込んだ上で、「建設業法」に基づく施工体制台

帳に係る書類及び施工体系図を作成し、国に提出する。 

「建設業法施行規則」第１４ 条の２第１項第２号ロの請負契約及び同項第４号a．

ロの下請負契約に係る「建設業法」第１９ 条第１項及び第２項の規程による書

面の写し 

統括安全衛生責任者名、安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任b．

者名 

監理技術者、主任技術者（下請負人を含む。）の顔写真 c．

一次下請負人となる警備会社がある場合は、その商号又は名称、現場責任者名d．
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及び工期 

緊急時の連絡体制表 e．

国による重点確認工程等 （５）

国は施工段階において提出書類及び実地による重点的な確認を行うものとし、a．

確認時期、確認箇所及び提出資料については工事着手前に国が指定する。 

事業者が提出する資料等は、要求水準確認計画書における建設工事の業務内容b．

や役割との整合性を確保するものとする。 

事業者は国による実地確認に立会うものとする。 c．

施工計画書、品質管理計画書、施工報告書の提出 （６）

事業者は、工事着手前に、監理技術者又は主任技術者に総合施工計画書を作成a．

させ、工事監理者が確認し、国に提出する。 

事業者は、一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて監理技術者又b．

は主任技術者に工種別の施工計画書及び品質管理計画書を作成させ、工事監理

者が確認し、国に提出する。 

事業者は、各部位の施工後に、監理技術者又は主任技術者に施工計画書等に基c．

づき適切に施工したことを示す施工報告書及びその他関連する書類を作成させ、

工事監理者が確認し、国に提出する。 

施工計画書及び品質管理計画書においては、「本業務要求水準書」及び「事業d．

計画書」に定められた要求水準が達成されるような計画とするものとし、施工

計画及び品質管理計画の策定にあたっては、要求水準確認計画書における建設

工事の業務内容や役割との整合性を確保するものとする。 

施工体制の点検 （７）

事業者は、国から、監理技術者又は主任技術者の設置状況及びその他の工事現場の施

工体制が、施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、こ

れに対応する。 

実施工程表、月間工程表の提出 （８）

事業者は工事着手前に、「躯体」「仕上げ」「外構」「電力設備」「通信設備」a．

「衛生設備」「空気調和設備」「昇降機設備」及び「解体撤去」の区分毎に、

出来高予定曲線を記入した実施工程表を作成し、国に提出する。 

事業者は、前記 a．の区分毎に月間工程表を作成し、該当月前月末日までに国b．

に提出する。 

進捗状況報告書の提出 （９）

事業者は、（８）a．の区分毎に出来高を算出し、その出来高による進捗状況報告書

を工事期間中に毎月国に提出する。また、実施工程表に記載された出来高予定との変動

が５％を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして国に報告する。 

別途工事との調整 （１０）

事業者は、工事期間中に本施設に係る別途工事との工程及び仮設等の調整を行う。調

整にあたっては、総合図（本工事と別途工事との取合い部分）を作成し、国と協議し、
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別途工事への協力を行う。 

使用材料の詳細に係る確認 （１１）

事業者は、設計及び建設工事において、材料の色、柄、表面形状等の詳細に係る内容

については、事前に国にその内容を提示し確認を得る。外装については上下左右の関係

がわかる実物大模型により国が確認を行う。また、その結果をもって各入居官署に説明

を行い、調整の必要な事由が生じた場合は国と協議する。 

電波障害対策 （１２）

テレビ電波障害対策 a．

事業者は、施設整備に伴い周辺住民への電波障害が発生した場合、国に報告し、対

策を実施する。 

携帯電話不感対策 b．

新庁舎建設により本施設において工事期間中及び竣工検査直前に携帯電話不感知

が生じる場合は、速やかにその対策を行う。また、新庁舎内においても携帯電話不感

知が生じる場合は、その対策を行う。対策のための設備の設置費・維持管理費は事業

者負担、光水熱費は国が負担する。なお、対象とすべき携帯通信業者の数は３社程度

とする。 

電波伝搬障害対策 （１３）

事業者は、施設整備に伴い新庁舎に関して届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止

区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受け取った時は、２

年間は当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを請

負うことはできない。その場合は速やかに当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信

を行う無線局の免許人との間に「電波法」第１０２条の７の１項規定による協議を行

い、協議後に請負を再開するものとする。また、協議後に必要な対策費用を見込むこ

と。なお、非公共ヘリポートの設計内容に応じた電波伝搬障害対策は本事業内とする。

電波伝搬障害対策については、【参考資料４-２】「国が行った事前協議の概要」を

参照すること。 

地中障害物の撤去、搬出及び処分 （１４）

事業者は、地中障害物について、撤去、搬出及び処分を行うものとする。 a．

本業務要求水準書に明示されていない地中障害物が発見された場合、事業者は、b．

その撤去、搬出及び処分については国と協議を行うものとする。 

申請及び手続き等 （１５）

事業者は、建設工事の実施、完了及び施設の供用開始に必要な一切の協議、申a．

請及び手続きを行う。なお、協議、申請及び手続き等に必要な費用は事業者負

担とする。 

事業者は、上記の書類について写しを保存し、工事完了時に速やかに国に製本b．

の上、提出する。正・副本の扱い等体裁については、国と協議して定める。 

国有財産台帳付属図面の調製に係る資料等の作成 （１６）

事業者は、国有財産台帳付属図面を「国有財産台帳等取扱要領」により作成し、建

設工事完了の３０日前までに国に提出するとともに、国が作成する統一的管理機関の
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申請に協力すること。また保存及び表示登記に必要な図面を作成する。 

特定調達物品等採用の実績報告 （１７）

事業者は、工事完了時における｢国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律｣（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）の特定調達物品等の採用状況（数量、採用

率等）を資機材等毎にまとめ、国に提出する。 

完成図の作成 （１８）

完成図は、建設工事完成時における工事目的物たる建築物の状態を明瞭かつ正a．

確に表現したものとして下記により作成し、工事完了時に速やかに国に提出す

る。 

図面の作成は【添付資料１-２】「適用基準等及びその解釈等の掲載された刊行b．

物等の入手先一覧」に掲げる基準等を適用する。 

完成図は下記に掲げる内容を含むものとする。 c．

建築 (a)

概要書/案内図/配置図/室名及び室面積や耐震壁が表示された各階平面図/立面

図/断面図/仕上表/面積表/矩計図/詳細図/天井伏図/建具/カーテンウォール施工

図/施工計画書、その他必要な図書等 

構造 (b)

特記図/伏図/杭図/軸組図/断面表/構造躯体施工図、その他必要な図書等 

電気設備 (c)

特記仕様書/各階の各種配線図及び文字・図示記号/分電盤・動力制御盤・配電盤

等の単線接続図/各種系統図/電気関連諸室の平面図・機器配置図/各種構内線路図/

主要機器一覧表、その他必要な図書等 

機械設備 (d)

特記仕様書/主要機器一覧表/衛生器具一覧表/各種系統図/各種平面図（各階）/

主要機械室詳細図（平面・断面）・便所詳細図/屋外配管図/雨水利用設備・昇降機

設備・自動制御設備等の特殊設備図、その他必要な図書等 

その他 (e)

サイン図、各種試験成績書・報告書、その他必要な図書等 

施設の保全に関する資料の作成 （１９）

保全に係る資料は、施設及び施設が備える機器等の維持管理に必要な一切の資料とし、

引渡しまでに、国に提出する。なお、資料には「建築物等の利用に関する説明書作成の

手引き及び作成例」に基づく「建築物等の利用に関する説明書」の作成を含むものとす

る。 

完成写真の提出 （２０）

完成写真 a．

事業者は、本施設の完成写真を撮影することとし、完成時に提出する。 

撮影画素数等は下記による。 
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撮影画素数  １０００万画素以上 (a)

カット数    １００カット（航空写真５カットを含む。） (b)

撮影箇所    国と協議 (c)

完成写真の撮影者との契約にあたっては、下記の事項を条件とする。 b．

完成写真は、国が行う事務並びに国及び国が認めた公的機関の広報に無償で(a)

使用することができる。この場合、著作者名を表示しないことができる。 

完成写真の公表並びに他人に閲覧、複写、譲渡等の行為をしてはならない。(b)

ただし予め国の承諾を得た場合はこの限りでない。 

建設工事内容紹介プレゼンテーション資料の作成 （２１）

事業者は、工事期間中に、建設工事の内容を紹介するためのプレゼンテーション資料

を作成する。なお、作成にあたっては、プレゼンテーションソフトを用いることを基本

とする。 

事業記録の作成 （２２）

事業者は、事業の概要、完成引渡し時までの経緯、技術的資料等を整理し、取りまと

めた事業記録を作成する。なお、事業記録の作成にあたっては、全体の構成計画を作成

しその内容について国に協議すること。 

建設工事に関する留意事項 （２３）

大型貨物自動車等による過積載等の防止について a．

積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 (a)

過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 (b)

建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等(c)

納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

さし枠装着車、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関す(d)

る特別措置法」（昭和４２年法律１３１号）（以下「ダンプカー規制法」とい

う。）の表示番号の不表示車（以下「不表示車」という。）等へ土砂等を積み

込まず、また、積み込ませないこと。 

さし枠装着車、不表示車等が工事現場に出入りすることのないようにするこ(e)

と。 

過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過(f)

積載を助長することのないようにすること。 

取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表(g)

示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置

を講ずること。 

ダンプカー規制法の目的に鑑み、同法第１２条に規定する団体等への加入者(h)

の使用を促進すること。 

下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、業者に関し大(i)

型貨物自動車等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者又は交通安全に

関する配慮に欠ける者を発生させた者を排除すること。 
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以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

労働福祉の改善等について b．

建設労働者の福利向上及び企業経営の安定のため、法定外労災制度の加入に(a)

ついて配慮すること。 

建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとと(b)

もに、労働災害の防止に特段の注意を払うこと。 

暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について c．

暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受け(a)

た場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(a)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、(b)

速やかにその内容を記載した書面により国に報告すること。 

暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害(c)

が生じた場合は、国と協議を行うこと。 

(a)警察への通報等及び(b)国への報告を怠った場合は、指名停止措置要領に基(d)

づく指名停止を行うことがある。 

建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について d．

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの

合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を

的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支

払をできる限り早くすること、できる限り現金払いとすること及び手形で支払う場

合、手形期間は１２０日以内でできる限り短い期間とすること等）、適正な施工体

制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 

建設業退職金共済制度について e．

事業者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)(a)

の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を

貼付すること。 

事業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を(b)

説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわ

せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請

代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証

紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

「建設工事事故データベース」への登録について f．

工事の施工において事故等（人身、毀損、公害、火災）が発生した場合、速やか

に監督職員の指示により、（一社）全国土木施工管理技士会連合会（SAS センター）

への事故報告の登録を行うこと。 

工事実績情報の登録について g．

事業者は、工事実績情報を（一財）日本建設情報総合センターの工事実績情(a)

報システム(CORINS)に登録を行うこと。 
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登録は、工事着手前、工事完了後及び登録内容の変更時に行うこと。 (b)

登録内容については、あらかじめ国の確認を受けること。 (c)

確認を受けた後に登録手続を行い、登録完了後、（財）日本建設情報総合セン(d)

ター発行の「工事カルテ受領書」の写しを国に提出し、登録結果を報告する

こと。 

施工上の留意事項について h．

通行者、一般車両のほか、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保に(a)

ついては、国関係機関と事前に協議し十分な対策を講ずること。 

騒音、振動、塵埃等が予想される工事等、執務に支障のある作業は、事前に(b)

国関係機関と協議する。 

はつり作業等においては、事前に既設埋設配管・配線の状況を調査し、損傷(c)

を与えないように十分注意する。なお、消火設備が設けられている付近で改

修工事（特にはつり作業等）を行う場合は、誤作動防止及び安全対策のため、

当該消火設備に関する資格を有する消防設備士又は消防設備点検資格者を立

ち会わせる。 

工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関す(d)

る事項について、関係機関と十分協議の上、交通安全管理を行う。 

塗装工事について i．

塗装業者が当該工事の施工に当たり、品質管理や施工技術の向上を目的として (a)

専門工事業団体等の工事指導を希望した場合は、配慮すること。 

作業員等について j．

本工事現場に立ち入る者について、入退場を管理すること。 (a)

作業員について本工事に従事していることがわかるように対策を講じること。 (b)

建築物の解体工事における外壁の崩落等について k．

本工事の解体作業においては、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による

公衆災害防止対策に関するガイドライン」により、公衆災害の防止について適切な

対策を講じること。 

足場について l．

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚

生労働省基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に

関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適

合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は

変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(２)

手すり据置方式又は(３)手すり先行専用足場方式により行う。 

ホルムアルデヒド等のＶＯＣ対策について m．

使用材料等 (a)

本事業の建物内部に使用する材料等は、原則として以下に規定する所要の品

質及び性能を有するものとし、以下の内容を満たすものとする。 
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合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、①

パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁

紙はホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 

保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、②

放散が極めて少ないものとする。 

接着剤はフタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有し③

ない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ト

ルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないも

のとする。 

塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しな④

いか、放散が極めて少ないものとする。 

①、③及び④の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台その他の什器⑤

等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

また、材料等に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。 

＜ホルムアルデヒド放散量の規制対象外に該当する材料＞ 

(ア)ＪＩＳ 及び ＪＡＳ の F☆☆☆☆ 規格品 

(イ)建築基準法施行令第 20 条の 5 第 4 項による国土交通大臣認定品 

(ウ)以下表示のある JAS 規格品 

非ホルムアルデヒド系接着剤使用、接着剤等不使用、非ホルムアルデヒ

ド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散、ホルムアルデヒドを放散しな

い塗料等使用、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放

散しない塗料使用、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒド

を放散しない塗料等使用 

施工中の安全管理 (b)

接着剤及び塗料の塗布にあたっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、

適切な乾燥時間をとるものとする。また、施工時、施工後の通風、換気を十分

行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出させる。 

室内空気中の化学物質の濃度測定 (c)

工事中の室内空気環境対策や、工事後の施設等引渡しに当たっては、室内空

気に含まれるホルムアルデヒドやＶＯＣ（Volatile Organic Compounds: 揮発

性有機化合物）対策として、当該施設の室内空気環境が厚生労働省の指針値（以

下、「指針値」という。）以下の状態であることを 

次により確認する。 

また、施設等引渡し時に、国に対して室内空気中に化学物質を発散する恐れ

のある建築材料等の状況を説明し、必要に応じて措置に関する配慮事項等の助

言、指導等を行う。 

測定対象物質 ①

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン 
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測定方法 ②

(ア)パッシブ型採取機器により行う。 

(イ)測定を行う前に、測定対象室を 30 分換気し、その後５時間閉鎖する。 

(ウ)測定時は換気を行い、測定時間には午後２時から３時の時間帯を含むも

のとする。 

(エ)測定位置は室中央付近の床から 1.2～1.5ｍの高さとする。 

(オ)測定対象室の測定対象物質濃度が指針値以下であることを確認する。な

お、測定値が指針値を超えた室については、厚生労働省の基準法により

再測定を行う。 

(カ)測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工

事の完了した年月日等を記録する。 

測定対象室 (d)

次に示す室のうち、主要な事務室、上級室、共用会議室、食堂・喫茶、その

他の主要な室、及び継続的な換気が見込まれない居室で代表的な室を測定対象

室とし、測定点数は概ね各室面積５０㎡毎に１測定点以上となるよう設定する。

詳細は、事前に国と協議を行う。 

合板類、フローリング、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード①

その他でホルムアルデヒドを含有する建材を使用した室 

壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木、せっこうボードその②

他の施工に測定対象物質を含有する接着剤を使用した室 

合成樹脂塗り床、塗装工事、シーリングその他で測定対象物質を含有する塗③

料、材料、用材を使用した室 

ユニット、収納家具、書庫その他で測定対象物質を含有するもの及び塗装し④

たものを工事で設置した室 

製材等、フローリング及び再生木質ボードの合法性の確認について n．

製材等（製材、集成材、合板又は単板積層材）、フローリング、再生木質ボード

（パーティクルボード、繊維板又は木質セメント板）については、「国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）第６

条第１項に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成２１年２月

１３日一部変更閣議決定）の製材等、フローリング又は再生木質ボードの判断の基

準に従い、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガ

イドライン」に準拠した証明書（ただし、平成１８年４月１日より前に伐採業者が

加工・流通業者等と契約を締結している原木については、４月１日の時点で原料・

製品等を保管している者が、４月１日より前に契約を締結していることを記載した

証明書でもよいこととされている。）を国に提出する。なお、これにより難い場合

は、国と協議するものとする。 

建設機械及び工事車両について o．

 低騒音型・低振動型建設機械の使用について (a)

本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関わる規程」（平
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成９年７月３１日建設省告示第１５３６号最終改正平成２０年３月２８日国土

交通省告示第３６１号）に基づき国土交通大臣が型式指定を行った低騒音型・低

振動型建設機械を使用するもこと。 

 排出ガス対策型建設機械の使用について (b)

本工事において次に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機

械指定要領（平成３年１０月８日建設省経機発第２４９号最終改正平成１４年４

月１日国総施第２２５号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用す

るものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設

技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」又はこれと同等の

開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業あるいはこれと同

等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄

化装置を装着することで、排出ガス対策型機械と同等と見なす。 

 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両の使用について (c)

 事業者は、本工事現場で使用し、又は使用される関係車両（以下「本工事①

関係車両」という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼ

ル車排出ガス規制条例（以下「排出ガス規制条例」という。）の適用を受

ける場合は、これに適合した車両を使用しなければならない。 

 事業者は、資機材の搬出入等において資材納入業者に排出ガス規制条例を②

遵守させること。 

特定調達物品等の選択について p．

 建設工事等に用いる資機材等は、｢国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律｣（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）に基づく「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」の特定調達品目をできる限り選択するように努めるものとし、

これによりがたいときは国と協議する。ただし、要求水準書において示されたもの

は除く。 

発生材の処理及び建設副産物について q．

 「建設副産物情報交換システム」の活用について (a)

本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。総合施工計画書作成時、

工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムにデータ入

力を行う。また同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資

源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成

し、国に提出する。 

 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等について (b)

本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定

建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日 法第１０４号。以下「建設リ

サイクル法」という。)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関

する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定

建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

 杭打ち、山留め工事に発生する汚泥については、「建設汚泥の再利用に関す(c)
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るガイドライン(平成１８年６月１２日)」により発生資材の減量化に努める

こと。 

 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について (d)

 セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用①

する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について国に報告する。

なお、セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固

化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、

石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。 

 六価クロム溶出試験は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良②

土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 

 再生コンクリート砂の使用について (e)

 根切り土又は他現場の建設発生土が埋戻し及び盛土に適さない場合で、場①

外から山砂等の購入を行う必要が生じた場合には、再生コンクリート砂

（「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」の

再生砂による。以下同じ。）の使用を検討し、その使用について国と協議

する。なお、再生コンクリート砂を使用するに当たっては、「公共建設工

事における再生コンクリート砂の使用に係る留意事項について（平成１９

年１０月１１日付け国官技第１８１号、国官総第４５８号、国営計第６５

号、国総事第４５号）」により実施する。 

 再生コンクリート砂を使用するにあたり、浸透桝や未舗装部分の埋設配管②

まわり、取り壊し工事の埋め戻し土等、透水性を有し、浸透した水が土壌

又は公共用水域へ拡散するおそれのある場所に用いる場合には、六価クロ

ム溶出試験を行う。試験の適用及び試験方法等については国と協議を行い、

その結果について国に報告する。 

 六価クロム溶出試験は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良③

土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 

 PCB 含有シーリング材の処理 (f)

PCB 含有シーリング材が工事中に確認された場合、「PCB 含有シーリング材

の処理」により適切に処理すること。 

 アスベスト含有建材の事前調査等 (g)

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有し

ている吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、国に報

告すること。 

 せっこうボード製品の処分について (h)

当該現場で使用した新材せっこうボード製品の端材については、再資源化を

図るべく、再生利用に関する契約をせっこうボード製造所と締結し、当該契約

書の写し及び建設廃棄物マニュフェストの写しを国に提出する。 

なお、上記によらず、特殊堆肥化する等、他の方法で再資源化する場合は、
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国に報告する。 

公共事業労務費調査に対する協力について r．

事業者は、本工事が国の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、

次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工事完成後においても同様とす

る。 

 調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければ(a)

ならない。 

 調査票等を提出した事業所を国が事後に訪問して行う調査・指導の対象にな(b)

った場合、請負者はその実施に協力しなければならない。 

 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行(c)

えるよう、事業者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金

台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理

を適切に行っておかなければならない。 

 事業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事(d)

の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前(a)

～(c)と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 

仮設事務所の設置 （２４）

事業者は、国が使用する 100 ㎡程度の仮設事務所を設置する。仕上げは一般事務室程

度とし、仮設事務所には、机、椅子、ロッカー電話等の備品や電灯、給排水及びその他

設備を設け、数量等については国と協議による。これらに関する光熱水料、電話使用料

及び消耗品等はすべて事業者の負担とする。 

 

工事監理業務 ５．

工事監理 （１）

工事監理業務の内容は以下の通りとする。 

工事監理業務は、「建築士法」（昭和２５年法律第２０２ 号 第２条第７項）a．

に定める工事監理者の立場で行う業務とする。 

工事監理業務の内容は、国土交通省告示第１５号（平成２１年１月７日）別添b．

一の２の一及び別添一の２の二に定める業務とする。 

工事監理者は、工事期間中に本施設に係る別途工事との調整に協力する。 c．

その他、設計図書どおりに「本施設」が施工されるようにするために必要な業d．

務及び施工に関する品質確保のために必要な業務とする。 

工事監理者及び各監理主任技術者の通知 （２）

事業者は、建設工事に着手する前に、資格確認資料に記載した工事監理者及び監理主

任技術者を選任の上、国に通知し、確認を受ける。 

工事監理業務計画書の提出 （３）

事業者は、工事着手前に、工事監理者に業務工程計画、業務体制、業務方針等a．

について工事監理業務計画書を作成させ、国に提出し、確認を受ける。 
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事業者は、工事監理者に設計図書どおりに施工が行われていることその他工事b．

監理業務を的確に実施するために必要な確認方法及び確認時期、記録方法その

他の事項について、施工工程毎に工程別工事監理業務計画書を作成させ、国に

提出し、確認を受ける。 

工事監理業務計画書等の作成にあたっては、工事に係る要求水準確認計画書にc．

おける各業務内容や役割分担との整合性を確保するものとする。 

工事監理業務計画書等については、工事の進捗に応じ変更の必要が生じた場合d．

は、国と協議し、確認を受ける。 

工事監理企業が自ら施工状況を実地にて確認しない部位であっても、後から確e．

認できるような記録を行うよう指導することは工事監理企業の責務であり、こ

の責務を踏まえ、工事監理業務計画書の作成を行うこと。 

工事監理状況の報告 （４）

工事監理者は、工事と設計図書との照合及び確認の結果を記録し、事業契約書に規定

する工事監理状況報告により、当該記録を国に毎月提出する。記録の内容に変更があっ

た場合は同様とする。 

工事監理業務報告書の作成 （５）

事業者は、工事期間中、工事監理者に工事監理に関する記録について工事監理a．

業務報告書として作成させ、国に毎月提出し、確認を受ける。 

工事監理業務報告書は、工事監理記録及び工事記録写真として、国による要求b．

水準確認書並びに要求水準確認計画書の内容のうち工事監理業務に係るものや

工事監理業務計画書に定められた業務を的確に実施したこと、設計図書に基づ

いて工事が施工されていることを確認したこと、その施工状況が要求水準に適

合していることを確認したことについて、国が確認できる内容とする。 

工事監理企業が自ら施工状況を実地にて確認しない部位であっても、後から確c．

認できるような記録を行うよう指導することは工事監理企業の責務であり、こ

の責務を踏まえ、工事監理業務報告書の作成を行うこと。 

施工計画書及び品質管理計画書の確認 （６）

工事監理者は、施工計画書及び品質管理計画書が要求水準確認計画書の計画内容に照

らして適正なものになっていることを確認するものとし、確認できない場合には施工計

画書及び品質管理計画書の是正を求めるものとする。 

施工報告書の確認 （７）

工事監理者は、建設業務において作成する施工報告書に関して国による要求水準確認

書、要求水準確認計画書及び施工計画書並びに品質管理計画書どおりに施工されている

ことを確認するものとし、確認できない場合には是正を求めるものとする。 

工事関係書類の提出 （８）

工事監理者は、施工図、承諾図、工事写真等、品質や出来形を確認する資料を国に提

出し、確認を受ける。 
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維持管理・運営 第５章．

総則 第１節．

基本方針 １．

業務の原則 （１）

事業者は、業務提供期間において、本業務の目的達成のために、本業務要求水準a．

書、事業者が提出した維持管理・運営業務提案書及び５．（３）に示す計画書等

に基づき、維持管理・運営業務を行う。また、本事業の調整及び管理も含め総括

的に施設全体の維持管理・運営を行う。 

本業務要求水準書を適格に理解して、十分な実施体制により、適切に業務を遂行b．

する。 

「第５章 維持管理・運営」で定める要求水準を常に満たすように維持管理し、c．

要求水準を下回る可能性がある場合には、修繕等の方法で適切な状態に改善する。

建物性能劣化と修繕業務の考え方は【添付資料５-７】「修繕に係る要求水準」を

参照のこと。 

国から要求水準に満たないとされた場合は、適切かつ直ちに改善する。 d．

業務実施の基本方針 （２）

各入居官署の業務形態等を考慮し、公務の能率及び行政サービスの水準が適切にa．

確保されるよう業務を実施する。 

非常時において施設の機能停止が生じないよう、また機能停止を伴う修繕等によb．

る公務への影響を抑え、適切に機能維持の確保がなされるよう業務を実施する。 

職員、来庁者の利便性の向上に資するよう、利用者のニーズを適切に把握して業c．

務を実施する。 

職員、来庁者の安全を確保するため、適切に危険防止等の措置を講ずる。 d．

適切に衛生環境を確保するとともに、職員、来庁者の快適性の向上に資するようe．

業務を実施する。 

省エネルギー・省資源、ごみの減量処理、再資源化をはじめとして環境負荷の低f．

減に資するよう業務を実施する。 

「第４章 施設整備」に定める要求水準を適切に維持するとともに、長期的な耐g．

久性が確保されるよう考慮する。 

事業期間中の光熱水費等の縮減のほか、事業期間終了後の修繕費等の縮減を含め、h．

長期的な経済性に配慮する。また、エネルギー使用量の縮減に係る国の行動を参

考に取り組む。 

事業期間終了後の維持管理に関して国が特別な経費や特殊な知識・技術を必要とi．

する手法は避け、当該知識・技術に係る有資格者を必要としないようにする。 

業務遂行上知り得た国の秘密を保持する。業務従事者についても、秘密保持を徹j．

底する。 
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業務内容 ２．

事業者は、下記の（１）及び（２）の業務を実施する。 

本施設の維持管理業務 （１）

業務内容 a．

点検保守等業務 (a)

定期点検等及び保守業務 ①

運転・監視及び日常点検・保守業務 ②

執務環境測定業務 ③

清掃業務 (b)

修繕業務 (c)

レイアウト変更対応業務 (d)

業務提供期間 b．

平成 34 年４月１日から平成 44 年 3 月 31 日まで (a)

国が別途実施する維持管理業務 c．

下記の業務は国が別途実施する。 

「第４章 施設整備」及び事業者の提案に基づき実施する部分以外の本施設に(a)

係る部分の維持管理業務 

入居官署が独自に実施する清掃業務（本事業の業務範囲に含まれる対象諸室等(b)

については、第２節２.清掃業務に示す。） 

本施設の運営業務 （２）

業務内容 a．

警備業務（駐車場管理を含む） (a)

庁舎運用等業務 (b)

庁舎運用業務 ①

共用部備品調達業務 ②

福利厚生サービス提供業務 (c)

食事サービス提供業務 ①

売店運営業務 ②

自動販売機運営業務 ③

業務提供期間 b．

上記 a.(a)及び(b) (a)

平成 34 年 4 月 1 日から平成 44 年 3 月 31 日まで 

上記 a. (c) (b)

入居予定官署の本施設への入居状況を鑑み国と協議により平成 34 年 4 月 1 日以

降で定める日から平成 44 年 3 月 31 日まで 
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国が別途実施する運営業務 c．

下記の業務は国が別途実施する。 

ヘリコプターの運航管理業務（ただし、ヘリコプターの離発着時の支援は本事(a)

業の業務範囲に含む。） 

入居官署が独自に実施する警備（機械警備を含む）業務（本事業の業務範囲に(b)

含まれる対象諸室等については、第３節 1.警備業務に示す。） 

光熱水費の支払業務（福利厚生サービス提供業務に係る費用を除く。） (c)

福利厚生サービス提供業務に係る維持管理業務の扱い （３）

上記（２）ａ．(ｃ)福利厚生サービス提供業務に係る維持管理業務の扱いは、第a．

３節.３．（１）福利厚生サービス提供業務に係る費用負担の考え方による。 

各業務においては、関係法令に基づき点検、検査、測定、記録、必要書類の作成b．

等を実施する。また、その他第２節及び第３節に定める要求水準に基づき業務を

実施する。 

 

業務の実施体制 ３．

関係法令を満たすほか、適切に要求水準を確保できる業務の実施体制を構築す（１）

る。 

事業者は、「第５章. 維持管理・運営」で定める業務を統括して管理する管理統（２）

括責任者を１名置き、開庁時間中（【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」

に示す時間帯と同じ）、本施設に駐在させる。なお、管理統括責任者不在時の代替

者を予め定め、管理統括責任者不在時に駐在させ業務に支障が生じないようにす

る。 

維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項については、総括代理（３）

人又は総括代理人直属のスタッフにより、調整を行う。 

事業者は開庁時間帯（【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」に示す時間帯（４）

と同じ）における維持管理・運営業務に係る国との連絡窓口を守衛室に設置すると

ともに、国又は入居官署が常時事業者との連絡が可能な体制を確保する。 

事業者は、職員の執務等に支障がないよう、業務毎に業務提供時間帯を設定する。（５）

設定にあたっては、事前に国と協議するものとし、各入居官署の勤務時間等を、

【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」に参考として示す。なお、入居官署

等から業務遂行上やむを得ない事情等により、要請があった場合は、設定した業

務提供時間帯以外での業務遂行にも対応する。 

各業務を実施する業務従事者については、関係法令に基づき必要となる資格を有（６）

するほか、各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置する。業務従

事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制とする。また、国が

業務従事者の適格性に支障があると認めた場合、速やかに代替者を選任する。 

事業者は、業務従事者に対して、下記５．（３）により作成した計画書等に基づき、（７）

必要となる事項について適切に研修等を行う。また、服装を揃え、名札を着用さ

せる。 



 
 

５－４ 

 

緊急時に迅速かつ適切に対応することができる体制を確保する。 （８）

上記（２）、（３）、（４）、並びに下記５．（３）ｄ.、e.及びｆ.の体制等の一（９）

覧を【参考資料５-１】「維持管理・運営に係る配置者の一覧」に示す 

 

コスト管理計画 ４．

コスト管理計画書の作成 （１）

事業者は【添付資料５-１】「コスト管理計画書の内容及び提出時期」に基づき維持

管理・運営費コスト管理計画書を作成し、国に提出する。ただし、事業提案の内容等に

照らし、これによりがたい場合は事前に国と協議し変更することができる。 

また、各段階において基本設計終了時とのコスト比較を行い、必要が生じた場合は、

その理由を明確にして国に報告する。 

事業費内訳書等 （２）

「維持管理・運営費」の内訳書の内訳区分を作成する。内訳区分は「資料-２事業a．

費の算定及び支払方法(案) 表１．事業費の内訳」における「支払区分」による。 

本業務要求水準書の変更に伴い「事業費」を変更する際にも、上記の「維持管理・b．

運営費」の内訳書の内訳区分を用いる。 

上記内訳書を基に、入居官署毎の「維持管理・運営費」の一覧を作成する。 c．

入居官署毎の費用の区分は【添付資料５-１】「コスト管理計画書の内容及び提出d．

時期」に示す内訳明細書作成時に国から指示する。 

いずれの場合においても、事業者は、同内訳書の提出にあわせて、単価根拠等がe．

十分に説明できる資料を添えて、その内容を国に説明するものとする。 

 

業務の進め方 ５．

適用基準等 （１）

維持管理・運営業務に適用する基準類の参考として【添付資料１-２】「適用基準等

及びその他解釈等の掲載された刊行物等の入手先一覧」を示す。 

適用する内容は、原則として各基準類が示す「維持すべき性能・状態」とし、当該条

件を満たすことを条件に、維持管理の頻度・方法等は基準類が示す仕様以外の仕様とす

ることができる。 

業務の区分、範囲、対象を明確にした資料の作成 （２）

事業者は業務実施に先立ち、「第４章 施設整備」及び本章の要求水準との整合性に

留意した上で、国と協議の上、第１節２．の各業務の区分、範囲、対象を明確にした資

料を作成し、国に報告を行う。 

計画書等の作成、提出等 （３）

事業者は、要求水準達成状況を自ら確認の上、下記の提出書類を、それぞれの提出期

日までに国に提出して確認を受ける。 

提出書類 提出期日 
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要求水準確認書 業務仕様書、業務実施計画書の提出時 

業務仕様書 業務開始時 

業務実施計画書 業務開始時、各事業年度当初、各月所定期日 

消防計画書 業務開始時 

省エネルギーに係る計画書 業務開始時、各事業年度当初 

廃棄物の減量推進及び適正

処理に関する計画書 

業務開始時、各事業年度当初 

要求水準確認書 a．

事業者は業務仕様書及び業務実施計画書の提出に際し、当該計画書等が要求水準

を満たしていることを国が確認するための資料として、要求水準確認書を作成し、

国に提出して確認を受ける。 

なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 12 年 5 月

31 日法律第 100 号）（以下、「グリーン購入法」という）に基づき、毎年度策定さ

れる「グリーン購入法特定調達品目の判断の基準」を満たす調達品目の採用可否に

ついて併せて記載する。 

業務仕様書 b．

事業者は、維持管理・運営業務の仕様書を本業務要求水準書及び事業者の提出し

た維持管理・運営業務提案書を満たす内容で作成し、国と協議の上その内容を決定

し、国に提出する。 

業務実施計画書 c．

業務実施計画書（業務開始時） (a)

事業者は、維持管理業務及び運営業務の開始にあたり、下記に掲げる事項を内容

として含む業務実施計画書を作成し、国に提出して確認を受ける。 

業務実施体制 ①

業務管理体制及び連絡体制 ②

各業務の責任者及び必要な有資格者の経歴、資格等 ③

従業員の指導及び管理の方法 ④

各業務の実施計画 ⑤

各業務の業績等の確認方法、国への報告の時期及び内容 ⑥

緊急時の体制及び対応方法 ⑦

苦情等への対応方法 ⑧

想定外の事態が発生した場合の対応 ⑨

環境負荷低減への取組 ⑩

要求水準の達成状況の確認方法(確認時期、確認者、達成状況の判断基準を定⑪

める) 

採用するグリーン購入法特定調達品目   ⑫
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その他必要となる事項 ⑬

各年度業務実施計画書（各事業年度当初） (b)

事業者は、各年度の当初（施設の引渡し年度については業務開始時）に、下記に

掲げる事項を内容として含む各年度業務実施計画書を作成し、国に提出して確認を

受ける。 

当該年度の各業務の実施計画（不定期に実施する業務等の当該年度の具体的①

な計画を定める。） 

その他必要となる事項 ②

各月業務実施計画書（各所定期日） (c)

事業者は、毎月所定の期日までに、下記に掲げる事項を内容として含む各月業務

実施計画書を作成し、国に提出して確認を受ける。 

翌月の業務日程表 ①

その他必要となる事項 ②

消防計画書 d．

事業者は維持管理業務及び運営業務の開始にあたり、下記(a)から（d）までを満

す「消防法」(昭和 23 年法律第 186 号)第 8 条及び第 36 条に規定される消防計画

書を作成し、国に提出する。また、消防計画書の内容に変更がある場合も上記に準

ずる。 

国の管理の権原に属する部分以外の部分の防火管理及び防災管理上の権原を有(a)

する者として防火管理者及び防災管理者を選任する。 

自衛消防組織の設置に要する統括管理者または統括管理者直近下位の内部統括(b)

要員としての有資格者を配置する。 

本業務において常時駐在する業務従事者（清掃業務の業務従事者を除く）は自(c)

衛消防組織要員を兼任する。但し、自衛消防組織要員を兼任する業務従事者が

法令で定める定数に満たない場合は、国が充足に要する人員を国の中から選出

する。 

共同防火管理協議会において上記(b)の統括管理者及び統括管理者直近下位の(d)

内部統括要員を事業者から選出する。 

省エネルギーに係る計画書 e．

事業者は、エネルギー管理員を選任するとともに、維持管理・運営業務の開始に

あたり、「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判

断の基準」（平成 21 年 3 月 31 日経済産業省告示第 66 号）に規定される各管理標準

を定めた省エネルギーに係る計画書を作成し、国に提出して確認を受ける。また、

各年度当初に、前年度までのエネルギー使用量の実績を踏まえ、同計画書の見直し

の必要性について検討することとし、見直しが必要な場合は、速やかに変更した計

画書を作成し、国に提出して確認を受ける。 

電気主任技術者の届出 f．

事業者は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に定める自家用電気工作物の電
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気主任技術者を選任する。なお、外部選任により、国から自家用電気工作物の保安の

監督に係る業務の委託を受けている者のうち維持・管理の主体である者であって、当

該自家用電気工作物を技術基準に適合する責任を有する者については、設置者とみな

して電気主任技術者の選任に係る届出・申請を行う。 

またこれに先立ち、本新庁舎の電気工作物保安規程の案を作成し、国に提出して確

認を受ける。 

計画書の変更等 g．

国は、上記 a．から f．の各計画書等について、要求水準及び事業者の提出した維

持管理・運営業務提案書に照らして適切な内容となっていないと判断される場合は、

修正を求めることができるものとする。事業者は、国から修正を求められた場合、速

やかに修正した計画書等を作成し、再度国に提出して確認を受ける。 

また、上記 a．から f．の各計画書等について変更が必要となった場合、事業者は、

速やかに変更した計画書等を作成し、国に提出して確認を受ける。 

報告書の作成、提出等 （４）

事業者は、業務従事者の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、下記の提

出書類を、それぞれの提出期日までに国に提出して確認を受ける。 

提出書類 提出期日 

業務実施報告書 毎月末、各半期末（※） 

福利厚生サービス提供業務に係る売上月計表等

（売上月計表、収支計算書、収益計算書） 

毎月末、各半期末（※） 

福利厚生サービス提供業務に係る利用者ニーズ調

査報告書 

各半期末（※）及び随時 

環境報告書（省エネルギーに係る報告を含む。） 各事業年度当初 

※各半期末の提出物は期間中の報告書をとりまとめたものとする。 

※各提出書類において、提出期日に開催された会議の打合せ議事録等、当該期日で

の提出が困難と認められるものに限り、当該提出期日の翌日から起算して 5 開庁

日以内での提出を認めるものとする。 

業務実施報告書 a．

事業者は、上記（３）の各計画書等の内容に照らし、実施した業務の内容が要求水

準を満たしているかどうかを確認し、毎月末、下記に掲げる事項を内容として含む各

月業務実施報告書を取りまとめ、国に提出する。 

各月の業務の実施内容 ①

苦情等及びこれに対する対応 ②

業務日誌 ③

点検保守・修繕対応記録 ④

点検・測定記録 ⑤

整備記録 ⑥
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レイアウト変更対応記録（当該レイアウト変更に係る図面及び電子データを⑦

含む） 

打合せ議事録 ⑧

本業務要求水準書の達成状況の確認結果（確認時期、確認者、達成状況並び⑨

に是正指示事項及びこれにかかる改善状況） 

その他必要となる事項 ⑩

福利厚生サービス提供業務に係る売上月計表等 b．

事業者は、毎月末、福利厚生サービスの提供に係る下記の計算書等を取りまとめ、

国に提出する。 

各半期末については、当該年度について同様の計算書等を取りまとめ、国に提出す

る。 

売上月計表 ①

収支計算書 ②

収益計算書 ③

福利厚生サービスに係る利用者ニーズ調査報告書 c．

事業者は、福利厚生サービスの利用者ニーズ調査の結果を、定期又は随時に取りま

とめ、これに対する対応方法とあわせて報告書を作成し、国に提出する。 

環境報告書 d．

事業者は、各年度の当初に下記に掲げる事項を内容として含む環境報告書を取りま

とめ、国に提出する。 

前年度に使用した燃料及び電気の使用量並びにこれらを「エネルギーの使用①

の合理化に関する法律」（昭和 54 年法律第 49 号）に規定される方法により

原油の数量に換算した量 

燃料、電気及び水の使用状況及び使用効率に係る分析並びに評価 ②

上記②に基づく維持管理業務の実施状況の評価及び必要な改善策 ③

第４章 第４節２．（１）環境負荷低減性に記載の運用段階におけるエネルギ④

ー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素排出量（運用 CO2）

の検証資料 

グリーン購入法特定調達品目の実績 ⑤

その他環境負荷低減に対する取組状況及び必要な改善策 ⑥

その他の報告書 e．

事業者は、その他業績等の監視に必要となる報告書を作成して、国に提出する。 

施設の管理に関する事務に係る資料の作成、提出等 （５）

本施設の管理に必要となる規程等の案 a．

事業者は、国及び入居官署と必要な調整を図り、維持管理業務及び運営業務の開始

前の所定の時期までに、下記①及び②の規程等の案を作成して、国に提出する。また、

必要に応じて、維持管理・運営期間中、これらの改定案のほか、新たに必要となった
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下記②の規程等の案を作成して、国に提出する。 

庁舎管理規程 ①

上記①に附帯して必要となる各種規程等 ②

光熱水費等各入居官署が負担する諸費用に係る資料 b．

事業者は、毎月所定の期日までに、供給者からの電気、ガス及び水道の使用料金の

請求額より、各入居官署の負担額を算出した資料を作成して、国に提出する。 

緊急時の対応 （６）

事業者は、緊急時には、下記 a.から h.までの措置を講ずるなど、人命の安全確保、被

害の拡大防止、早期の機能復旧、再発防止等に十分留意して適切に対応する。 

連絡及び対応の体制を定め、これに変更が生じた場合には直ちに更新し、従業員a．

に周知徹底するとともに、国及び入居官署に通知する。 

緊急事態が発生した場合又は発生しているおそれがある場合は、現場に急行し、b．

状況を確認して必要となる措置を講ずる。 

緊急事態が発生した場合は、直ちに国及び入居官署に連絡する。また、その状況、c．

原因、改善・復旧の方法等を順次国に報告する。 

人命に影響を与える可能性がある場合には、在庁する者を安全な場所まで誘導すd．

るなど、人命の安全の確保を図る。 

火災が発生した場合は消防署に通報するなど、緊急事態の内容に応じて関係機関e．

に通報又は連絡をする。 

施設の不具合に起因する事故等が発生した場合については、第２章第２節（１）f．

新庁舎施設整備業務により事業者が整備を行うものは再発防止について考慮の上、

速やかに改善・復旧を図り、それ以外のものは、事故等の内容、再発防止のため

の改善案を速やかに国に報告する。   

国が緊急事態への対応のため職員等が休日又は夜間に登庁する場合においては、g．

施設の解錠、入館管理を速やかに実施し、職員等の円滑な登庁を確保すると共に、

国の要請により職員等の執務が円滑に実施可能な状態を確保する。 

インフラ事業者の事情等によりやむを得ずインフラ停止となる場合は、当該インh．

フラの停止が明らかとなった時点でその対応について国と協議を行う。 

インフラ停止への対応 （７）

停電・機器の停止等、公務に影響を与える業務は休日に行う。 a．

業務遂行にあたっては、事前に国と実施時期、実施方法等を協議の上、適切に行b．

う。 

苦情等への対応 （８）

事業者は、入居官署、来庁者等から、本事業において実施する業務に関する苦情a．

を受けた場合、迅速かつ適切に改善、再発防止等の措置を講ずるとともに、国に

報告する。なお、必要に応じて、対応方法等について国と協議する。 

事業者は、入居官署、来庁者等から、本事業において実施する業務に関する要望、b．

本事業において実施する業務とは関係のない苦情又は要望を受けた場合、国に報
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告して、対応方法等について協議する。 

別事業への協力 （９）

事業者は、業務の実施にあたって、必要に応じ国が実施する本事業以外の維持管a．

理・運営業務又は改修工事等の別事業に対し業務実施時間または業務実施範囲の

調整を行い、本業務及び国が実施する別事業に支障が生じないよう国への協力を

行う。  

国が行う官庁建物実態調査・保全実態調査をはじめ、国が行う本施設等に係る調b．

査に関する資料作成の協力を行う。 

図面その他の資料の貸与等 （１０）

第２章第２節（１）新庁舎施設整備業務により事業者が整備を行うものについてa．

は下記の業務を実施する。 

国は、維持管理・運営期間中、下記に掲げる本施設の図面その他の資料を、事(a)

業者に貸与する。事業者は、これを善良な管理者の注意をもって管理すること

とし、事業期間終了時に国に返却する。 

図面 ①

施設の保全に関する資料 ②

(ア)建築物等の利用に関する説明書 

(イ)機器取扱い説明書 

(ウ)機器性能試験成績書 

(エ)官公署届出書類 

(オ)主要な材料及び機器の一覧表 

(カ)総合調整測定表 

(キ)その他必要となる事項 

修繕またはレイアウト変更等により、図面その他の資料に記載される本施設の(b)

内容に変更が生じた場合は、ＣＡＤデータを含め速やかに更新した資料を作成

し、本施設の現状を把握できるようにして業務を実施する。 

事業者は、国から求められた場合は、上記(a)貸与資料又は上記(b)の更新資料(c)

を国に閲覧、複写等をさせる。 

国による改修又は修繕等により、図面その他の資料に記載される本施設等の内(d)

容に変更が生じた旨の連絡を受けた場合は、速やかに資料を国に要求し、本施

設の現状を把握できるようにして業務を実施する。 

維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引き継ぎ （１１）

第２章第２節（１）新庁舎施設整備業務により事業者が整備を行うものについてa．

は下記の業務を実施する。 

事業者は、維持管理・運営期間中を通じて、施設の保守、修繕等の履歴を記録(a)

し、保存する。 

事業者は、事業終了時の 1 年前に、下記に掲げる資料を国に提出し、施設の保(b)



 
 

５－１１ 

 

守、修繕等の実施状況、施設の劣化等の状況及び施設の維持管理のために必要

となる資料の整備状況の確認を受けるとともに、事業終了時までの修繕の計画

について必要な協議を行う。なおこの時、事業終了直後に建築各部位及び設備

機器の修繕・更新が集中しないよう適切な修繕計画を立案する。 

上記（１０）ａ．(b)により更新した（１０）ａ．(a)①の図面 ①

上記（１０）ａ．(b)により更新した（１０）ａ．(a)②の施設の保全に関する②

資料 

修繕、保守及び運営等の実施状況に係る資料 ③

施設劣化点検報告書 ④

事業終了時までの修繕計画書 ⑤

その他国が必要と認める資料 ⑥

事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、上記(b)の協議の結果を(c)

反映した修繕計画書に基づき修繕を行い、国に確認を受ける。 

事業者は、事業終了時に、下記に掲げる資料を国に提出して確認を受ける。 (d)

事業終了時の施設の状況に即して更新した上記(b)①から⑤の資料 ①

事業終了後 55 年間の長期修繕計画書 ②

その他国が必要と認める資料 ③

本事業で事業者が調達した【添付資料５-１２】「共用部備品調達に係る要求水準」b．

に示す共用部分の備品は事業終了後も国が引き続き使用できるよう、事業終了時

に現状有姿で国に引き渡しを行う。 

業務の実施にあたっての諸条件 （１２）

業務の実施に必要となる消耗品、備品、工具、資機材等は、事業者が用意する。a．

なお、各業務の実施内容は、グリーン購入法に基づき、以下に示すグリーン購入

法特定調達品目の判断の基準をできる限り満たすよう努めるものとし、これによ

りがたい場合は国と協議する。また、各業務の実施にあたっては、該当する特定

調達品目の配慮事項についても考慮すること。 

 

業務 グリーン購入法特定調達品目 

維持管理 

業務 

点検保守等業務のうち定期点検
等及び保守業務 

庁舎管理、植栽管理 

点検保守等業務のうち運転・監視
及び日常点検・保守業務 

庁舎管理 

清掃業務 清掃、害虫防除 

運営業務 庁舎運用等業務のうちの共用部
備品調達業務 

オフィス家具等、画像機器等 

福利厚生サービス提供業務 食堂、小売業務、自動販売機設
置 

 

業務の実施に伴い発生した廃棄物は、事業者が処理する。 b．
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事業者は国と協議の上、維持管理・運営業務の実施のために必要となる管理諸室c．

（守衛室、庁務員室、中央監視室）、共通部分及びエレベーター等の共通設備を

無償で使用することができる。ただし、福利厚生サービス提供業務のために使用

する食堂、売店等については、上記２.（３）a.による。 

業務の実施に伴い生じた本施設の光熱水費は、国が負担する。ただし、福利厚生d．

サービス提供業務に係る光熱水費については、上記２.（３）a.による。 

業務実施のため事業者が専ら使用する室における什器・備品は事業者が用意する。 e．

業績監視の基本的考え方 （１３）

国は、事業者自らの責任で行う業務従事者の業務監視に基づき、業績監視を行う。業績

監視の結果によっては、国は改善勧告やサービス対価の減額等を行うことがある。事業者

は「資料－5 業績等の監視及び改善要求措置要領(案)」に基づき、自らの責任で業務従

事者の業務監視を適切に行うとともに、国の業績監視等に適切に対応すること。 

 

維持管理業務 第２節．

点検保守等業務 １．

定期点検等及び保守業務 （１）

建築物点検保守に係る要求水準 a．

事業者は、関係法令に基づき建築物の点検、検査、測定、記録、必要書類の作(a)

成等を実施するとともに、【添付資料５-３】「定期点検等及び保守業務に係る要

求水準」の「（１）建築物点検保守に係る要求水準」に基づき定期的な点検及び

適切に性能を維持しつつ、長期的な耐久性を確保するために必要となる保守を

実施する。 

また、建築設備機器を設置する設備諸室においては当該保守等が適切に実施で

きる室内状況を維持する。 

関係法令及び「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準（平成(b)

17 年国土交通省告示第 551 号）」に基づき点検した結果は、「保全台帳及び保全

計画の様式の取扱いについて（平成 20 年国営保第 26 号）」による様式に記入し

保存する。 

国の要請に応じて内線の増加及び変更を伴わない電話機の移動及び増設を伴わ(c)

ないフロアコンセントの移動を行う。（内線のサービスクラス、内線番号等の変

更を含む。） 

業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料５-２】「諸室毎の業務実(d)

施時間帯及び立入りの制限」に定めるところによる。 

点検・保守及び確認の周期は「建築保全業務共通仕様書」を参考に定めるもの(e)

とする。 

地震により構造耐力上主要な部分に損傷が生じた場合は、加速度計より得られ(f)

た加速度時刻歴を用いて、建築物の損傷に関して解析的に検証する業務を行う。 

上記(c)の参考資料として【参考資料５-２】「室名変更、電話機及びフロアコン(g)
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セント移動頻度の想定に係る参考資料」を示す。 

植栽管理に係る要求水準 b．

事業者は、【添付資料５-３】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（２）

植栽管理に係る要求水準」に基づき、植栽管理を実施する。 

運転・監視及び日常点検・保守業務 （２）

運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準 a．

事業者は、関係法令に基づき点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実(a)

施するとともに、建築設備の継続的な性能の発揮、省エネルギーに資する効率

的な運転等がなされるよう、【添付資料５-４】「運転・監視及び日常点検・保守

業務に係る要求水準」に基づき、建築物及び建築設備の日常的な運転、その稼

働状況等の監視、必要となる保守等を実施する。 

また、建築設備機器を設置する設備諸室においては当該保守等が適切に実施で

きる当該室内状況を維持する。 

業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料５-２】「諸室毎の業務実(b)

施時間帯及び立入りの制限」に定めるところによる 

点検及び確認の周期は「建築保全業務共通仕様書」を参考に定めるものとする。 (c)

各月業務実施報告書の作成方法 b．

第５章第１節５．（３）a．の各月業務実施報告書の作成にあたり、運転・監視及

び日常点検・保守業務については、下記に掲げる要件を満たすとともに、その他必要

となる事項を取りまとめる。 

業務日誌に、下記の資料を添付する。 (a)

電力供給記録 ①

熱源機器運転記録 ②

空調機器運転記録 ③

温湿度記録 ④

震度記録（震度 4 以上の場合） ⑤

点検記録は、下記の資料により構成する。 (b)

電気設備点検表 ①

空調設備点検表 ②

給排水・衛生設備点検表 ③

残留塩素測定記録 ④

貯水槽点検記録 ⑤

飲料水水質検査記録 ⑥

各種水槽清掃実施記録 ⑦

その他関係法令により定められる点検の記録 ⑧

整備記録は、下記の資料により構成する。 (c)
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定期点検整備記録 ①

補修記録 ②

事故・故障記録特記事項 ③

執務環境測定業務 （３）

空気環境測定に係る要求水準 a．

事業者は、室内空気質の状況を把握し、空気調和設備等を適切に管理することによ

り、健康被害の発生防止に資するために、職員の執務等の妨げにならないよう空気環

境測定を実施する。 

照度測定に係る要求水準 b．

事業者は、建築物の照度を測定することにより、執務環境を快適にするとともに視

作業による 作業効率の向上、作業安全の向上に資するために、職員の執務等の妨げ

にならないよう照度測定を実施する。 

 

清掃業務 ２．

日常清掃及び定期清掃に係る要求水準 （１）

事業者は【添付資料５-５】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」にa．

基づき、【添付資料５-２】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に示す

範囲について、日常清掃及び定期清掃を実施する。なお、【添付資料５-５】「各

部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」のうち、「（１）建物に共通的な

各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」と「（２）各室等の用途に応じ

た各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」 に重複して記載される部位に

ついては、「（２）各室等の用途に応じた各部位の日常清掃及び定期清掃に係る

要求水準」の要求水準を優先する。また、要求水準が想定する清掃の例を参考と

して、【参考資料５-３】「日常清掃及び定期清掃の例」に示す。 

【添付資料５-２】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、公務b．

の支障のないよう実施する。 

日常清掃及び定期清掃ともに、事務室等に設置されている電子計算機、電子計測c．

器等の精密機器に影響を与えない適切な方法により実施する。 

日常清掃実施に伴い、本事業外で国が移設及び調達を行った什器・備品に破損、d．

汚損またはぐらつき等の異常を発見した場合は、当該什器備品の種類、数量、設

置場所及び異常の状態等を記載した報告書を速やかに国に提出する。 

日常清掃実施に伴い、各官署が専ら使用する執務室またはその他の諸室以外で落e．

し物を発見した場合は、遅滞なく守衛室に届ける。 

日常清掃の際に、下記に掲げる消耗品を、常時不足が生じることのないよう補充f．

する。 

要求水準に基づき整備した機器等に、その使用目的を達成するために補給、装(a)

着等が必要となり、その使用の都度消費される消耗品 

要求水準に基づき調達した共用部の家具にその使用目的を達成するために補給、(b)
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装着等が必要となり、その使用の都度消費される消耗品    

事業敷地外から入退館管理装置を通過せずに新庁舎内に立ち入ることができる(c)

範囲が存する階（当該階において、事業敷地外から入退館管理装置を通過して

のみ入室可能な入居官署の執務室が存する場合は、事業敷地外から入退館管理

装置を通過しなければ新庁舎内に立ち入ることができない範囲を除く）及び共

用会議室の存する階の湯沸室の食器用洗剤、漂白剤、台所用ネット及び食器洗

浄用スポンジ 

湯沸室の台所用ネット (d)

上記(c)及び(d)の参考資料として【参考資料５-５】「消耗品の実績」を示す。 (e)

廃棄物収集・管理に係る要求水準 （２）

事業者は、【添付資料５-６】「廃棄物収集及び害虫防除に係る要求水準」に基づa．

き、廃棄物の収集等を実施する。併せて【添付資料５-９】「廃棄物管理に係る要

求水準」に基づき、廃棄物の管理を実施する。 

参考資料として【参考資料５-４】「廃棄物量の実績」を示す。 b．

事業者は入居官署が排出する廃棄物量の把握を行うとともに関係法令に係る必要c．

書類の作成を行う。 

害虫防除に係る要求水準 （３）

事業者は、【添付資料５-６】「廃棄物収集及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、

害虫防除を実施する。なお、害虫防除は、閉庁日等公務に支障のない時間帯に実施する。 

悪天候時の対応 （４）

通常の降雨・降雪の際には、利用者の転倒防止措置を行う。 a．

庁舎の各入口周辺では床上の水を除去する等適切な転倒防止措置を行う。 b．

傘の持込みに対する適切な床濡れの防止措置を行う。 c．

降雪の際は、執務時間前に通路の確保を行う。 d．

高度技術の利用 （５）

清掃に関して、新しい技術が開発された場合、清掃業務の品質向上、効率改善に寄与す

るよう、積極的に導入する。 

新技術の導入に伴う業務方法の変更がある場合は、国と協議を行い、業務を実施する。 

 

修繕業務 ３．

修繕に係る要求水準 （１）

事業者は、上記１．の業務実施に伴い、【添付資料５-３】「定期点検等及び保守業務

に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守に係る要求水準」の「維持すべき状態」欄の

要求事項を満たすために必要となる修繕を【添付資料５-７】「修繕に係る要求水準」に

基づき速やかに実施する。  
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レイアウト変更対応業務 ４．

レイアウト変更対応に係る要求水準 （１）

事業者は国の要請に応じ、【添付資料５-８】「レイアウト変更対応に係る要求水a．

準」に基づき間仕切等のレイアウト変更の対応を行うものとする。レイアウト変

更の頻度、範囲の想定として【参考資料５-６】「レイアウト変更の想定（例示）」

を示す。 

作業スペース確保のための什器・備品の移動及び復旧並びに復旧までの当該什b．

器・備品の管理は事業者が行う。  

変更しようとするレイアウトが関係法令を満たさないと判断される場合、レイアc．

ウト変更に伴い施設の設備容量が増加すると判断される場合、又は関係法令に適

合せしめるために施設全体に係る変更を伴うと判断される場合は速やかに国に報

告し、協議を行う。 

レイアウト変更の実施に際しては「第４章 施設整備」の要求水準を準用する。 d．

室名に変更が生じた場合は、サインの室名変更を行う。仮設により対応を行う場e．

合は、改めて当該サインを本設置する。サインの室名変更の参考資料として【参

考資料５-２】「室名変更、電話機及びフロアコンセント移動頻度の想定に係る参

考資料」を示す。 

 

運営業務 第３節．

警備業務 １．

警備に係る要求水準 （１）

事業者は、職員が安心して執務し、来庁者が安心して施設を利用することができるよう、

【添付資料５－１０】「警備業務に係る要求水準」に基づき、警備業務を実施する。 

 

庁舎運用等業務 ２．

庁舎運用業務 （１）

事業者は、庁舎運営が円滑に行われ、公務の能率及び行政サービスの水準が適切a．

に確保され、職員、来庁者が便利に施設を利用することができるよう、【添付資

料５-１１】「庁舎運用業務に係る要求水準」に基づき、庁舎運用業務を実施する。 

共用部備品調達業務 （２）

庁舎運用業務の実施に際して、共用部分の備品として、【添付資料５-１２】「共a．

用部備品調達に係る要求水準」に示す備品を事業者において調達する。 

上記 a.で調達する備品は維持管理等、適切に対応の上管理し、業務実施期間中のb．

経年劣化等を踏まえて適切に更新を行う。当該備品は、機能性や設置場所の空間

に配慮したものとし、調達前に国と協議を行う。 
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福利厚生サービス提供業務 ３．

福利厚生サービス提供業務に係る費用負担の考え方 （１）

福利厚生サービス提供業務は事業者の独立採算により下表の費用負担に従い実施a．

することとし、当該業務の収入はすべて事業者に帰属する一方、国は事業者に生

じる費用や損失等を一切補てんしない。 

福利厚生サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、事業費（施設整備費用）b．

の一部として、国が負担する。このうち、（２）a.に係る食事サービスの提供形

態に即して、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）で規定する「厨房機器」

に類する厨房機器の整備を事業者が提案する場合、当該設備は事業費（施設整備

費用）の一部に含むものとする。ただし、共用スペース部分に設置する加熱調理

器など、利用者が主に使用する厨房機器は c.の什器・備品費の一部として、事業

者の負担とし、事業費には含めない。 

b.を除く、什器・備品費、労務費、食材費、光熱水費他、サービス提供に係る一c．

切の費用はすべて事業者の負担とし、事業費には含めない。 

福利厚生サービス提供業務のために使用する厨房スペース、食事販売・提供スペd．

ース、売店、自動販売機設置スペース等、事業者が本施設の一部を占有して使用

する場合、事業者は別添資料－１に示す「行政財産を使用又は収益させる場合の

取扱いの基準について」（昭和 33 年 1 月 7 日蔵管第 1 号）に基づき国からの使用

許可を受け、国に使用料を支払う。また、利用者が食事を行う喫食スペースにつ

いては原則、職員等が自由に利用できる共用スペースとして確保するものとし、

この場合、喫食スペースは使用許可の対象外とし、使用料は徴収しない。ただし、

事業者が喫食スペースを占有して使用する提案も容認するが、この場合であって

も、(2)c.に示す要求水準を加味し、その一部については職員等が自由に利用でき

る共用スペースとして確保するよう留意すること。 

事業者が占有して使用する部分については、第２節１．（２）運転・監視及び日e．

常点検・保守業務及び２．清掃業務に規定する業務の対象外とし、福利厚生サー

ビス提供業務の一部として、事業者が自らの負担により、当該施設の維持管理並

びに清掃、廃棄物処理及び害虫防除等の業務を実施し、適切な衛生環境を確保す

る。 
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対象業務 対象部分 使用料 光熱水費 清掃業務 

食事サービス

提供業務 

厨房、食事販売・提供スペース

等、事業者が占有して使用する

部分 

○ ○ ○ 

職員等の食堂（喫食スペース）

等、事業者が占有せず、職員に

広く開放した共用スペース部

分 

× × □ 

売店運営業務 売店設置部分 ○ ○ ○ 

自動販売機運

営業務 

自動販売機設置部分 
○ ○ ○ 

凡例 ○：独立採算の範囲で事業者が費用を負担する。 

×：事業者に費用負担を求めない。 

□：事業者が業務を実施し、事業費（維持管理費）の一部として国がその

対価を支払う。 

食事サービス提供業務に係る要求水準 （２）

事業者は、下表の要求水準に基づき、食事サービス提供業務を行う。なお、食事サービ

ス提供業務に携わる企業は、業務提供の過去３年以内に、保健所から衛生管理面での指摘

等を受けていない者、また、指摘事項等があった場合には、適切な措置が講じられている

者であること。 

a.食事サービスの提供

形態を含む業務に関す

る基本的な考え方 

・喫食形態や利用者ニーズが多様化する中、独立採算事

業としての経済効率性を追求しつつ、利用者の高い満

足度が継続的に得られることを条件に、その場で自ら

調理した食事を供する形態、予め調理加工された食材

をその場で加熱調理し食事を供する形態、予め調理を

終えた食事を供する形態、それらを持ち運びできる様

に供する形態、またそれらの形態の組合せや複数業者

の集積など、サービス提供の形態は事業者の提案に委

ねるものとする。ただし、サービスの提供形態に応じ

た、加温サービスを合わせて提供すること。 

b.営業日・営業時間 ・開庁日の 11 時 30 分～14 時 00 分を営業時間帯に含め

ることとし、それ以外の営業日や前後の営業時間帯に

ついては職員の執務形態やその他の利用者の動向等を

踏まえ、事業者の提案とする。 

・営業日・営業時間帯は業務開始後の利用状況等により、

国と協議のうえ、利便性に支障がないと判断された場

合、見直すことは可能とする。 

c.サービスの提供場所 ・職員の利便性を最優先に、本施設の中で最も効率的に

食事サービスを提供できる場所に配置すること。また、

a.に規定した食事サービスの提供形態にかかわらず、
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食堂を整備すること。当該業務に係る施設整備に関す

る要求水準は【添付資料４-２】「各室性能表」、【添

付資料４-７】「主要諸室の性能特記事項」のとおりで

ある。 

・【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」のとおり、

職員の勤務時間を踏まえ、限られた時間の中でも円滑

に食事が提供できるよう食事提供のオペレーションを

工夫すること。また、配膳・下膳等一連のサービスの

提供に際して利用者の列が生じた場合であっても、食

事サービスの提供はもとより本施設の庁舎運営等に支

障がないよう、施設配置・動線計画等には十分に配慮

すること。 

・他の要求水準を満足する限り、本施設のセキュリティ

エリアの外側に設置することも可能とする。ただし、

食堂をセキュリティラインの外側に設置する場合、本

業務が職員に対する福利厚生サービスであることの趣

旨を踏まえ、職員と外部の利用者のスペースを区分す

る等、職員の利便性が損なわれない工夫を行うこと。

この場合、喫食形態等によっては外部の利用者が喫食

する食堂部分は、国から有償にて使用の許可を受ける

対象となる場合がある。 

d.利用者の想定 ・原則、本施設の職員及び来庁者とする。ただし、b.に

よりセキュリティエリアの外側でサービスを提供する

場合は、外部の利用者も想定する。 

e. メニュー・料金 ・食事メニューは利用者のニーズ動向を踏まえ、複数の

種類から選択できるようにすること。提供食数は【参

考資料５-７】「福利厚生施設の利用実態等に関するア

ンケート調査結果」や実際の利用状況を踏まえ、（３）

の売店で販売する食事と合わせ、必要な食数を提供し、

全体として不足がないように計画すること。 

・料金は提供サービスに見合った金額の範囲内で可能な

限り低廉な設定に努めること。 

f. その他 ・事業者は自ら提案した食事提供サービスに応じて、関

係法令等に基づく必要な許認可や届出・申請、有資格

者の配置等を事業者の負担により滞りなく実施するこ

と。特に衛生管理や食品の安全性には十分に配慮する

こと。 

・食事後の弁当容器や残飯等、食事サービスの提供に伴

い生じた廃棄物は、事業者が適切に処分すること。 

・国は事業敷地内及び本施設内において、外部の業者が

本事業の食事提供サービス業務と競合するサービスを
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職員に対して提供する行為を容認しないこととする

（ただし、職員個人が注文する食事のデリバリーサー

ビス等は制限しない）が、職員の福利厚生や利便に資

すると国が判断した場合、当該サービスの提供を事業

者に実施するよう要請することがある。 

・事業者は、食事サービス提供業務の開始前に、オペレ

ーションの確認を目的とした試食会（プレオープン）

を開催することとし、その際に職員等に対する試食の

提供の機会を設けること。実施時期等の詳細は国と事

前に調整すること。 

 

売店運営業務に係る要求水準 （３）

事業者は、下表の要求水準に基づき、売店運営業務を行う。 

a.営業日・営業時間 ・開庁日の 8 時 00 分～19 時 00 分を営業時間帯に含める

こととし、それ以外の営業日や前後の営業時間帯につ

いては職員の執務形態やその他の利用者の動向等を踏

まえ、事業者の提案とする。 

・営業日・営業時間帯は業務開始後の利用状況等により、

国と協議のうえ、利便性に支障がないと判断された場

合、見直すことは可能とする。 

b.売店の設置場所 ・職員の利便性を最優先に、美観を損ねないよう配慮し

た上で、売店運営が可能な場所に配置すること。 

・レジの前等に利用者の列が生じた場合であっても、サ

ービスの提供はもとより本施設の庁舎運営等に支障が

ないよう、施設配置・動線計画等には十分配慮するこ

と。 

・上記を満足する限り、本施設のセキュリティエリアの

外側に設置することも可能とする。 

c.販売品目・サービス ・販売品目・サービスは通常の売店やコンビニエンスス

トアと同等程度のものとする。なお、職員等の利便性

を高めるため、ATM 機能やコインコピー機能、ごみ処

理券の販売機能については、可能な限り充足するよう

努めること。ただし、売店とは別に ATM を設置する提

案も可能とする。 
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自動販売機運営業務に係る要求水準 （４）

事業者は、下表の要求水準に基づき、自動販売機運営業務を行う。 

サービス内容 ・自動販売機コーナーに自動販売機を設置する。それ以

外の設置場所は事業者の提案とするが、美観を損ねな

いよう配慮すること。 

・開庁日・閉庁日問わず、24 時間利用できるよう、商品

の欠品がないように努めること。 

・販売する飲食物等は事業者の提案に委ねるものとし、

職員のニーズや実際の利用動向に応じたものとする

が、飲料、軽食、カップ麺、菓子を販売品目に含める

こと。 

 

 

 


