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第１章 総則 

 

１ 本書の位置付け 

 

本要求水準書は、上北山村（以下「本村」という。）が、上北山村拠点施設リニューアル

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

者」という。）に要求する施設等の水準を示すものである。 

なお、事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ、技術力を最大限に生かすため、各要求水

準については、基本的な考え方を示すのみとし、目標を達成する方法・手段等については、

事業者の発想に任せることとする。 

本書は、本事業に応募するものに交付する「上北山村拠点施設リニューアル事業 公募型

プロポーザル 募集要項」（以下、「募集要項」という。）と一体のものとする。また本書と

ともに示す基本設計説明書は、原則として施設整備に反映させるものとする。優先順位は、

本書、基本設計説明書の順とする。 

 

２ 本事業の目的 

 

宿泊施設（ふれあいの郷かみきた）は平成 6年に建設され、村直営のホテルとしてスター

トし、その後は指定管理施設に移行するも、平成 23年に村内事業者が撤退し閉鎖、平成 26

年に新たな村外民間事業者により再開したが、現在は休館中となっている。 

これまでは集客数は伸び悩み赤字基調がつづく施設であり、一般的な宿泊施設では経営

が難しかったと言える。それは当施設が宴会需要、ファミリー需要をベースとしたコンセプ

トで作られており、客室数が少ない割にロビー等の共用空間（非収益スペース）が広く、事

業採算が合わない構成となっていたためと考えられる。 

一方で、旅行形態のトレンドは国内旅行では団体旅行・ファミリー層から個人・小グルー

プ等へ多様化・専門化、インバウンドは一般的な観光旅行から山岳等の体験型観光へとニー

ズの変化も生じている。また、施設においては、温泉設備の劣化等の課題が生じている。 

こうした現状と分析を踏まえ、上北山村とその周辺エリアである近畿の奥山の大自然を

感じ、体験してもらうための、ビジターセンター機能を備えた宿泊施設（＝拠点施設）とし

て整備するものである。 

 

３ 基本設計説明書の位置付け 

 

改修内容については、原則、「基本設計説明書」を参考としながら、機能、使い勝手等を

満たした上でより良い提案がある場合には、提案を可能とする。 

ロビー等の共用空間や客室等の客ゾーンのデザインは、要求水準書に示す諸室の機能、規
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模を満たした上で提案を可能とする。 

 

４ 要求水準書の変更に関する事項 

 

（１）発注者による変更 

発注者は、工期中に次の事由により要求水準書等の見直し、変更を行うことができる。 

ア 法令等の改正により、業務内容が著しく変更されたとき 

イ 災害、事故等により特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更さ

れたとき。 

ウ 発注者の事由により、業務内容変更が必要なとき。 

エ その他、業務内容変更が特に必要と認められるとき。 

要求水準書等の見直しに当たり、発注者は事前に受注者へ通知する。見直しに伴い、要求

水準書等を変更するときは、これに必要な契約変更を行う。 

 

（２）受注者による変更 

受注者は、要求水準書等に示された内容に対して、変更提案をすることができる。また発

注者が適当と判断した変更提案については、要求水準書等に示された内容を変更すること

ができる。なお、変更提案に関しては、以下の事項に留意する必要がある。 

ア 提案により変更された設計内容及びその変更が影響を及ぼす部分についての品質保

証など一切の責任は受注者が負うものとする。 

イ 変更提案は、要求水準書等に示された性能と同等以上の性能を確保するものとする。 

ウ 基本設計説明書等に示す基本的な平面、防災上確保すべき性能を順守することとす

る。環境保全性・省エネ性、安全性・信頼性、快適性・機能性、耐久性・メンテナン

ス性、ユニバーサルデザインの全て、又はいずれかについて、基本設計説明書等と同

等以上とする変更提案は、発注者と協議の上、発注者が適当と判断すれば変更を認め

る。 

エ 工期短縮につながる変更提案は、発注者と協議の上、発注者が適当と判断すれば変更

を認める。 

オ 契約締結後、受注者の責に帰すべき事由により、本プロポーザルにおける受注候補者

選定時に採用された VE 項目が実施不可能となった場合は、当該 VE 項目に関する部

分は、基本設計説明書等に基づき実施設計及び施工を行うものとする。この場合の工

事請負代金は、VE 項目を採用した場合の金額とする。 

カ 契約締結後、受注者の責に帰すことのできない事由により、本プロポーザルにおける

受注候補者選定時に採用された VE 項目が実施不可能となった場合は、発注者と受

注者が協議して定めることとする。 
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５ 受注者の業務概要 

 

 受注者は、本事業に関して以下の業務を行うものとする。 

（１）実施設計業務（以下「設計業務」という。） 

ア 整備対象施設の設計業務及び関連業務 

  解体工事、建築工事（外構、サインを含む）、電気設備工事、機械設備工事（浴室関

係設備、厨房機器を含む）、その他工事の設計 

イ 事前調査業務及び関連業務 

 ・既存建物調査等、建築設計及び関係法令に基づく申請に必要な事前調査のうち、受注

者が必要と判断して行う調査は、受注者の負担において実施することとする。なお、

既設の各種機械の稼動確認についても、受注者の負担において仮設電源の設置等に

より確認を行うこと。 

 ・近隣対策、関係法令に係る協議等 

ウ その他業務 

① 積算業務 

・建築工事、電気設備工事、機械設備工事 

：工事内訳明細書、積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成 

② 透視図作成及びその修正 外観２枚、内観４枚程度 

③ 建築基準法他各種法令適合確認 

④ 関係法令等に関する各種申請書類の作成及び申請手続き業務（ex.消防法） 

⑤ リサイクル計画書の作成 

⑥ 工事工程表（案）の作成 

⑦ 仮設計画図（案）の作成 

⑧ 建築物の保守に関する証明書の作成 

⑨ 近隣住民説明等に必要な資料の作成（求められた場合。） 

⑩ 設計説明書の作成 

⑪ カラースキーム（案）の作成 

⑫ 維持管理費の算出 

 

（２）工事監理業務 

・改修工事（解体工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事一式）にかか

る工事監理 

 

（３）施工業務 

・設計に基づく改修工事（解体工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事

一式） 
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（４）施設開業への支援業務 

・設備等の試運転及び施設運営者への設備等の取扱い説明 

・施設運営者による PR、広報への協力 

 

（５）補助金等の交付に伴う実績報告書等作成支援業務 

・本村が国県等に改修工事及びその関連業務に伴う補助金等の交付を受けるための支援

（設計に基づく補助等申請、実績報告書類作成協力及び施工に基づく補助等申請、実績

報告書類作成協力） 

 

６ 対象外とする業務 

 

 次に示す業務は本工事の対象外とする。 

・発注者発注分の備品等の設置（設計は本工事に含む） 

机や椅子、自動販売機等の家具・什器等の備品の設置は別途工事とする。 

ただし、備品設置に係る設計や配置計画の作成、機器の選定計画の策定協力は本工事

に含むものとする。 

 

７ 本工事のスケジュール 

 

契約締結日の翌日から、令和 2 年 3 月 25 日までとする。ただし、技術提案により工期

が短縮された場合は、提案された期日までとする。 
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８ 適用法令等及び適用基準 

 

（１）適用法令等 

受注者は、本工事の調査、設計及び建設の実施にあたり、以下の法令及び関連施行令、施

行規則、条例、規則、要綱等を遵守すること。なお、下記に記載が無くとも、本工事を行う

にあたり適用される関係法令及び関係条例、施行令、施行規則等がある場合は遵守すること。 

ア 法律・施行令・施行規則等 

・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

・建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

・水道法（昭和 32 年法律第 177 号）  

・下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）  

・ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）  

・電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）  

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）  

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）  

・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）  

・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）  

・消防法（昭和 23 年法律第 186 号）  

・振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）  

・騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）  

・大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）  

・電波法（昭和 25 年法律第 131 号）  

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）  

・文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）  

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）  

・手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成 21 年 4 月策定）  

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）  

・屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）  

・土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）  

・道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

・景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

・旅館業表（昭和 23 年法律第 138 号） 

・食品衛生法（昭和 22 年第 233 号） 
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・温泉法（昭和 23 年第 125 号） 

・公衆浴場法（昭和 23 年第 139 号） 

・河川法（昭和 39 年第 167 号） 

・上記の他、関連する法令等 

イ 条例等 

・奈良県建築法施行基準条例（昭和 42 年奈良県条例第 1 号） 

・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成 7 年奈良県条例第 30 号） 

・奈良県広域消防組合火災予防条例（平成 26 年条例第 51 号） 

・上記の他、関連する県、村条例等 

 

（２）適用基準 

受注者は、調査、設計及び建設の実施にあたり、以下の基準・仕様書等を遵守・参照する

こと。また、基準・仕様書等については公告時点の最新版を適用するものとする。なお、下

記に記載が無い基準・仕様書等においても発注者が必要と判断する場合はこれを遵守する

こと。 

・公共建築工事標準仕様書（各工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（各工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）  

・公共建築設備工事標準図（各工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）  

・工事監理指針（各工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）  

・建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所監修）  

・昇降機耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築設備・昇降機センター編集） 

・工事写真の撮り方（各工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・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

（国土交通省通達平成 15 年 7 月 3 日）  

・石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号） 

 

９ 貸与資料 

 

・既設図面（意匠、構造、電気設備、給排水衛生設備、空調設備） 

・備品リスト 
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第２章 整備対象施設の基本条件 

 

１ 敷地の概要 

 

敷地の位置 奈良県吉野郡上北山村大字河合 552番地の 2 

敷地面積 2,407.86㎡ 

都市計画区域 都市計画区域外 

用途地域 ― 

法定建ぺい率 ― 

法定容積率 ― 

防火準防火地域 指定なし 

風致・景観 ― 

高さ規制 ― 

斜線制限 ― 

日影規制 ― 

接道状況 西側 薬師橋 幅員 4.1m 

南側 村道 幅員 4.0m 

その他規制  

 

２ 敷地の現況 

 

（１）敷地状況 

・本事業対象用地は、旧「ふれあいの郷かみきた」の敷地である。 

・隣接の「上北山温泉（薬師湯）」では通常の営業を行っているので、注意を要する。 

 

（２）橋の状況 

薬師橋：平成元年整備 

やすらぎ橋（薬師湯への歩道橋）：平成３年整備 

 

（３）インフラ整備状況 

 基本設計説明書を参照のこと。 
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３ 既設建築物の概要（改修対象建築物） 

 

名 称 旧ふれあいの郷かみきた 

用 途 ホテル 

建 設 年 1995年 

構 造 ・ 階 数 鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 

規 模 建築面積：1,032.54㎡  延床面積：3,500.45㎡ 

建 物 高 さ 25.07ｍ 

地 業 形 式 地盤改良（ラップルコンクリート） 

屋 根 フッ素鋼板 t0.5段葺き 一部シート防水、塗膜防水  

外 壁 磁器質 50角タイル貼り 一部 石貼、RC打放し、リシン吹付 

主 な 諸 室 

【Ｂ１階】駐車場、機械室、カラオケラウンジなど 

【１階】エントランスロビー、ラウンジ、レストラン、事務室、厨

房、便所など 

【２階】浴室、脱衣室、広間（90畳）、会議室、パントリーなど 

【３～４階】客室、パントリーなど 

電 気 設 備 屋外キュービクル（5面体）、非常用発電機 

通信・情報設備 電話設備、自動火災報知設備、非常放送設備等 

給 排 水 衛 生 
給排水衛生設備、ガス・給湯設備、ろ過設備、浄化槽設備、消火設

備等 

空 気 調 和 設 備 
中央熱源方式（空冷チラー＋温水ヒーター）による、ファンコイル

ユニット式、一部マルチパッケージエアコン方式（ＥＨＰ） 

昇 降 機 設 備 
乗用 11人乗り 750kg（ロープ式） １台 

乗用 6人乗り 450kg（油圧式） １台 

ア ス ベ ス ト （未調査） 
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第３章 整備対象施設の要求水準 

 

１ 施設整備の基本的な考え方 

 

（１）持続可能な経営を可能にする施設とすること。 

 過去２回の閉鎖理由の一つには、設備的な不具合や高いランニングコスト、宿泊施設と

しての面積バランスなどが経営に影響を与えたことが考えられる。 

したがって改修にあたっては、設備的な不具合が発生しにくく、ランニングコストを抑

えられ、経営戦略にマッチした施設計画とする必要がある。 

 

（２）地域活力の創出につなげられる施設とすること。 

本事業は、対象施設を「地方創生拠点」とするものである。完成後は本村あるいは近隣

の地域にとって活力が生まれる施設となるべく、施設機能を充実させる必要がある。 

また、本事業のプロセスも地方創生に資することが望ましい。本村又は近隣地域に経済

的循環が発生するよう、資材や人などが改修事業に関われるようにする。 

 

（３）宿泊施設として、魅力的な施設とすること。 

 宿泊施設の主なターゲットは観光客であり、観光客に選ばれる施設とする必要がある。

施設コンセプトに合致し、ニーズを的確に捉えたデザインが求められる。また利用者の門

戸を狭めないため、ユニバーサルデザインへの配慮を行う。 
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２ 施設計画に関する要求水準 

 

（１）基本設計の位置付け 

質疑回答書、要求水準書、基本設計説明書、その他関係資料（以下、要求水準書等という。）

の内容は、原則として施設整備に反映すること。 

要求水準書及び基本設計説明書に示された内容（機能、性能、品質、能力など）は互いに

補完するものとし、施設整備への反映にあたっては、それらの基準を下回らないようにする

こと。 

 

（２）計画全般に関する配慮事項 

ア 周辺環境への配慮 

・建築計画、外構計画を含めて、周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮するこ

と。 

イ 環境保全・環境負荷低減 

・環境負荷の少ない建築物とするため、高効率空調方式を採用する他、自然エネルギー

の利用等により省エネルギー及び省資源の実現を図り、環境負荷及びライフサイクル

コスト等の低減に寄与できるものとすること。 

ウ ライフサイクルコストの低減及び長寿命化 

・本施設を長期間にわたり継続して使用することに配慮し、長寿命化を図ること。 

エ ユニバーサルデザイン 

・高齢者や障がい者、インバウンド等の多様な利用者に配慮した計画とすること。 

 

（３）対象施設 

 

以下に設定した内容に応じ整備すること。課題については是正すること。（以下、共通） 

【A：必須事項】整備が必須である機能 

【B：提案事項】事業者の提案により実現する機能 

【課題】現在判明している建物の機能上の課題 

 

ア 全体計画・外部計画 

【A：必須事項】 

①建物のメインエントランス、駐車場出入口は、現在と同じとすること。 

②来客（車、歩行者、自転車等）、サービスは、薬師橋を主な動線として計画するこ

と。 

③正面階段前の広場には、駐車場（屋外）を確保すること。 
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④メインエントランスからラウンジにかけての外部空間は、ホテルの顔としての魅力と

なる工夫を行うこと。 

⑤来客動線については、昼間景観、夜間景観共に魅力アップを図ること。 

⑥建物東側のサービス動線は、車が通れるように、機能維持を図ること。 

⑦メインエントランスへの経路は、スロープ等によりバリアフリーを確保すること。 

⑧階段近くに、靴洗い場及び自転車洗い場を整備すること。 

⑨客ゾーンについては、Wi-fi 設置のための空配管等を整備すること。 

【B：提案事項】 

⑩北側ファサードの修景を図ること。 

【課題】 

 ・３，４階の換気扇のベンドキャップから逆流して水が漏る。 

 

イ 主要諸室計画 

 

階 諸室名称 用途等 

１ エントランスロ

ビー 

宿泊施設、レストラン、日帰り温泉等の利用客のエン

トランススペースとなる。 

【A：必須事項】 

・お土産物コーナーのスペースを確保し、陳列棚（可

動式：別途）が設置できるようにすること。 

・夜間、電気錠により施錠できるようにすること。合

わせて事務所に連絡するインターホンを近くに設置

し、夜間の出入りの際は開錠できるようにするこ

と。 

・既設空調ダクトを再使用（SA チャンバー等は、更

新）し、天井埋込ダクト形パッケージ空調方式に変

更すること。空調負荷や換気量等を考慮して、適正

な室内環境を維持することができるものとするこ

と。 

【B：提案事項】 

・カウンター、天井など、内装の木質化を図ること。 

・サイクリングシューズ、登山靴への対応、また自転

車を引くことについても配慮すること。 

【課題】 

・サッシのガラスから雨水が漏ってくる。（サッシのコ

ーキング打ち直しが必要） 
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・現状レストラン入口左側和室天井、入口手前情報コ

ーナー横天井より浴場稼働時に水漏れあり。漏れ該

当箇所には変色、変形跡あり。（浴場防水やり替えに

より対応） 

ラウンジ 利用客の休憩・待合場所として使用する。 

【A：必須事項】 

・エントランスロビーと視覚的につながる配置とする

こと。 

・カウンターについては機能維持を図るとともに、セ

ルフ式飲料機械の設置が可能なように、各種設備を

整えること。 

・天井カセット形パッケージ空調方式に変更するこ

と。（ダクトは撤去すること。）空調負荷や換気量等

を考慮して、適正な室内環境を維持することができ

るものとすること。 

【B：提案事項】 

・内装の木質化を図ること。 

情報コーナー 施設利用者への情報提供（大台ヶ原や和佐又山等のア

ウトドア関連情報）に使用する。 

【A：必須事項】 

・エントランスロビーの一角の視認しやすい位置に設

けること。 

・パネルを掲示できるよう、ピクチャーレールを壁面

に設けること。 

・サイネージ（50 インチ程度：別途）の壁面への設置

を想定し、下地補強を見込むこと。 

・空調は、既設同様、エントランスロビー系統とするこ

と。 

【B：提案事項】 

・Ａ４のパンフレットを置ける棚を設けること。 

・木質のベンチを設けること。 

売店 施設利用者への地産品等の販売に使用する。 

【A：必須事項】 

・エントランスロビー又は情報コーナーと一体整備す

る。 

屋外テラス 利用客の休憩・待合場所として使用する。 
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【A：必須事項】 

・テーブル、いす、パラソルなどを置くことを想定し

た仕上材や設えを提案すること。 

・安全性に配慮する一方で、開放感のある手すりを設

置すること。 

【B：提案事項】 

・魅力的なライトアップのための機器を設置するこ

と。 

フロント 宿泊施設のチェックインなどの対応の他、日帰り温泉

客のチケット販売・入館管理に使用する。 

【A：必須事項】 

・現状と同じ位置とすること。 

・フロントカウンター、客室キーボックス、棚等を適

宜設置すること。 

・LAN、コンセントを確保すること。 

・空調は、既設同様、エントランスロビー系統とする

こと。 

【B：提案事項】 

・カウンターなどについて、木質化を図ること。 

クローク 利用客の荷物預かり場として使用する。 

【A：必須事項】 

・スーツケース、大型のバッグパックなどの預かりに

配慮すること。 

事務室・宿直

室・従業員室・

休憩室 

【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

・内装リニューアルを行うこと。 

・窓にはすべて、カーテン、ロールスクリーン、また

はブラインドを設けること。 

・既設冷媒管を再使用しリプレース型天井カセット形

パッケージ空調方式に更新すること。空調負荷や換

気量等を考慮して、適正な室内環境を維持すること

ができるものとすること。 

・キッチン（流し台、IH コンロ）を設けること。 

従業員ＷＣ 【A：必須事項】 

・内装リニューアルを行うこと。 
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・既存の男性用、女性用の各区画位置を踏襲するこ

と。 

・人感センサー付照明とすること。 

・手洗いについては、自動水栓対応とすること。 

・大便器は、暖房便座ウォシュレット付とすること。 

・男性用、女性用各トイレにジェットタオルを設置す

ること。 

用度品庫 【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

レストラン 【A：必須事項】 

・客席 32 席を確保すること。 

・小上がりの座敷席を無くし、全てテーブル席とする

こと。 

・内装リニューアルを行うこと。 

・カーテンまたはロールスクリーンを設けること。 

・壁面にはピクチャーレールを設けること。合わせて

ユニバーサルダウンライトやスポットライトなどの

演出に必要な照明も設けること。 

・食事の提供は、厨房からの配膳を基本とするが、将

来のバイキング方式導入の可能性を踏まえ、必要な

電源を用意すること。 

・天井カセット形パッケージ空調方式(全熱交換機とも)

に変更すること。空調負荷や換気量等を考慮して、適

正な室内環境を維持することができるものとするこ

と。 

【B：提案事項】 

・内装の木質化を図ること。 

厨房 【A：必須事項】 

・200 食／日に対応できる規模と設備を整備するこ

と。（既存厨房機器の一部再利用も可とする） 

・厨房用天井吊形(スポットダクト付)パッケージ空調方

式に変更すること。空調負荷や換気量等を考慮して、

適正な室内環境を維持することができるものとする

こと。 
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・排気フード（２重給排気型）とし、給排気ファン・ダ

クトとも全て更新すること。特に、臭気発生防止に配

慮すること。 

【B：提案事項】 

・食品庫等、運用に必要な諸室等を適切に確保するこ

と。 

・従業員が利用する諸室等を適切に確保すること。 

・内装、既存設備については、機能維持を図り、必要

に応じ改修、増設すること 

特産品加工開発

室 

地元のグループや団体などが、おやき等の販売食品を製

造加工するために使用する。保健所による製造販売許可

施設とする。 

【A：必須事項】 

・既存厨房の一部に独立した部屋として確保するこ

と。 

・厨房用天井吊形(スポットダクト付)パッケージ空調方

式に変更すること。空調負荷や換気量等を考慮して、

適正な室内環境を維持することができるものとする

こと。 

・排気フード（２重給排気型）とし、給排気ファン・ダ

クトとも全て更新すること。特に、集気発生防止に配

慮すること。 

【B：提案事項】 

・地域の食材を使った惣菜等を加工・開発するための

必要な設備を整えること。 

・内装、既存設備については、機能維持を図り、必要に

応じ改修、増設すること。 

ハウス型冷蔵庫 レストラン厨房、特産品加工開発室のための冷蔵保管

庫として使用する。 

【A：必須事項】 

・既存再利用とする。 

２ ホール 【A：必須事項】 

・内装リニューアルを行うこと。 

・天井カセット形パッケージ空調方式に変更するこ

と。空調負荷や換気量等を考慮して、適正な室内環

境を維持することができるものとすること。 
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【B：提案事項】 

・吹抜については冷暖房効果を高めるための工夫を行

うこと。 

・既存のシャンデリアは撤去の上、空間に合う照明を

設置すること。 

喫煙室 【A：必須事項】 

・ホールの一部を区画し、喫煙室を設けること。 

・換気や造り付け灰皿などを適切に設けること。 

洗面・脱衣室 宿泊施設利用客と日帰り温泉利用客が利用する。(浴

室、露天風呂、休憩室共) 

【A：必須事項】 

・ホールからの経路は１か所とし、階段を上がったと

ころに各洗面・脱衣室への入口を設けること。 

・ホールからの階段には、階段昇降機を設置するこ

と。 

・内装リニューアルを行うこと。 

・下足箱、脱衣棚を設けること。 

・洗面・脱衣室内には WC を設けること。WC には、

便器（暖房便座・ウォシュレット付）、小型手洗い、

化粧鏡、ペーパータオルホルダー、L 型手摺を設け

ること。 

・天井カセット形パッケージ空調方式に変更するこ

と。空調負荷や換気量等を考慮して、適正な室内環

境を維持することができるものとすること。 

・浴室の湿気が一般エリアに流入しないよう同エリア

のエアバランスを適切に保つ計画とすること。 

【B：提案事項】 

・脱衣棚、貴重品用コインロッカー、大荷物用コインロ

ッカーについて、脱衣室または階段横の空間に適宜儲

けること。（脱衣棚は既存利用としても良い。） 

浴室 【A：必須事項】 

・浴槽については防水、配管設備、湯量調整設備共す

べてやり替えとすること。大峰の湯は石、大台の湯

は木の浴槽とすること。手すりを設置すること。 

・洗い場については、内装仕上げの改修を行うこと。

シャワー、水栓についてもやり替えを行うこと。 
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・既存のサウナは撤去すること。 

・配管の漏水箇所については改修を行うこと。 

・窓については、フィルムを貼ること。 

【B：提案事項】 

・浴槽の石、木については、適切な材料を用いること。 

・サウナを撤去したスペースには、シャワーブースや

荷物棚などを設置すること。 

露天風呂 【A：必須事項】 

・浴槽については防水、配管設備、湯量調整設備共す

べてやり替えとすること。大峰の湯は石、大台の湯

は木の浴槽とすること。手すりを設置すること。 

・床については、防水改修を行うこと。また仕上げ材

の復旧またはリニューアルを行うこと。 

【B：提案事項】 

・浴槽の石、木については、適切な材料を用いるこ

と。 

・壁については、修景案を提案すること。 

休憩室 【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。 

廊下（広間前） 【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。 

・ホールとの間には引き込み戸を設けること。 

【課題】 

・WC 前の廊下に雨水漏れ箇所があるため、調査を行

うこと。 

広間 平常時は基本的に使用せず、イベント時（ヒルクライ

ム大会等）の際の宿泊場所や地域住民の法事等の集会

場所として使用する。 

【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

・パントリーとの扉については、施錠できるようにす

ること。 

・既設空調ダクトを再使用（吹出口、接続ダクト等再

使用）し、天井埋込ビルトイン形パッケージ空調方

式に変更すること。空調負荷や換気量等を考慮し
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て、適正な室内環境を維持することができるものと

すること。 

パントリー 【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

３・

４ 

客室 【A：必須事項】 

・和室はすべて洋室のツインルームとすること。ただ

しエキストラベッドを２台入れられる広さを確保す

ること。 

・３階の構造１スパン３室の箇所、及び４階の構造１

スパン１室の箇所は、他と同じく構造１スパン２室

とすること。 

・各客室には、トイレ、ユニットシャワー、洗面、

鏡、クローゼット、ミニバーを設けること。 

 なお、冷蔵庫、テレビ、シングルベッド×２を備品

で設置する予定である。 

・各客室ごとに、ユニットシャワー、洗面利用に対応

するため、既設中央方式ガス給湯方式より往湯管を

増径し供給すること。尚、配管方式は既設と同様の

３,４階の単管式する。 

・内装をリニューアルすること。 

・空調設備を改修し、ルームエアコンを設置するこ

と。 

・スイッチは廊下から入ってすぐのところで、集中で

操作できるようにすること。 

・ベッドサイドに照明スイッチ、コンセントを設ける

こと。 

・Wi-Fi を設置できるように空配管等を整備すること。 

・テレビを壁掛けできるように補強等必要な措置を行

うこと。 

・エアコンはリモコンに集中させること。 

・室内の照明は調光付とすること。 

・カーテン（遮光、レース）を設けること。 

・20L の冷蔵庫を置くスペースと電源等を用意するこ

と。 
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・クローゼットには貸金庫を置くことを想定するこ

と。ハンガーラックを設けること。靴べら、スリッ

パ、浴衣等を置けるようにすること。 

・シャワーブースとトイレは分けること。 

・脱衣する場所を設けること。 

・各階１か所ずつ、コネクティングルームにするため

の出入口を設けること。扉については、防音とする

など、機能的に適した仕様とすること。 

【B：提案事項】 

・自転車(ロードバイク)を入れられるよう、仕上材への

配慮、バイクハンガーの設置を行うこと。 

・ベッドサイドの照明は、落ち着いた雰囲気とするこ

と。 

・３階屋上部分については、目隠しやテラス設置によ

る有効活用を図ること。 

・各室のドアについて、板を張り付ける等、部屋内装

に合わせた温かみが出る工夫を行うこと。 

・廊下や隣室、上下階への防音上の配慮を行うこと。 

廊下 【A：必須事項】 

・内装リニューアルを行うこと。 

パントリー 【A：必須事項】 

・内装リニューアルを行うこと。 

【B：提案事項】 

・宿泊者が簡単な自炊ができる程度の設備（システム

キッチン、IH コンロ）を設けること。 

Ｂ１ 駐車場 宿泊施設利用客の駐車場として使用する。 

【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

ミーティングル

ーム 

利用客の会議や集会に使用する。 

【A：必須事項】 

・内装リニューアルを行うこと。（床については支障な

ければ既存利用も可）天井については、吸音性の材

料を使用すること。 

・天井カセット形パッケージ空調方式(全熱交換機とも)

に変更すること。空調負荷や換気量等を考慮して、適
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正な室内環境を維持することができるものとするこ

と。 

・利用者が簡単な自炊ができる程度の設備（システムキ

ッチン、IH コンロ）を設けること。（カウンター、流

し台は既存利用可とする） 

【B：提案事項】 

・湿気対策を行うこと。 

スペアルーム 【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。 

廊下・ホール 【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。 

ＷＣ 【A：必須事項】 

（WC 共通に準ず。ただし、ベビーシート、ベビーチ

ェアの設置は不要） 

 

ランドリールー

ム 

宿泊施設の利用客が洗濯を行うために使用する。 

【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。（床については支障な

ければ既存利用も可）使用する材料については、湿気

に配慮したものとすること。 

・ミーティングルームとの間は壁で仕切ること。 

・廊下・ホールとの間の扉を撤去すること。 

【B：提案事項】 

・湿気対策を行うこと。  

・コインランドリーの使用に必要な電源や給排水を設

けること。（３台以上） 

サイクルヤード 自転車乗りの宿泊施設利用客が、自転車のメンテナン

スのために使用する。 

【A：必須事項】 

・内装については、壁、天井の塗装程度を行うこと。 

・施錠できるようにすること。 

・ルームエアコンを設置すること。また多湿による結

露・カビの発生防止に配慮し、除湿器を設置するこ

と。 

機械室 【B：提案事項】 

・ボイラーによる乾燥空気の活用を図ること。 
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共通 エレベーター 【A：必須事項】 

・利用者用エレベーターについては、既存不適格状態

を是正し建築基準法に適合するよう、改修を行うこ

と。 

・管理用エレベーターについては、一般利用者が使用

できないように操作キーなどで運転制御を行うか、

又は柵等を設置し施錠を行えるようにすること。 

屋内階段 【A：必須事項】 

・内装のリニューアルを行うこと。 

倉庫 【A：必須事項】 

・現状の機能維持を図ること。 

ＷＣ（1,2F） 【A：必須事項】 

・既存の男性用、女性用、多目的の各区画位置を踏襲

すること。 

・人感センサー付照明とすること。 

・男性用、女性用、多目的各トイレに１か所ずつベビ

ーシートを設置すること。 

・個室のうち１か所にはベビーチェアを設置するこ

と。 

・小便器は、センサー等により自動排水とすること。

また手洗いについては、自動水栓対応とすること。 

・大便器は、暖房便座ウォシュレット付とすること。 

・男性用、女性用、多目的各トイレにジェットタオル

を設置すること。 

 

ウ 外装計画 

外壁 【A：必須事項】 

・タイル貼り部分については、１階部分、手の届く部

分、及び高所作業車等を使用して可能な範囲で打診調

査を行い、浮き部分がある場合は、剥落防止措置を行

い、割れ部分がある場合は、張替えを行うこと。（現

段階では範囲が不明なため、提案時には調査のみ見込

むこととし、措置が必要になった場合の増減は実費清

算を行う。） 
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・吹付部分については、１階部分、手の届く部分、及び

高所作業車等を使用して可能な範囲で清掃を行うこ

と。 

・既存のサインを撤去すること。 

【B：提案事項】 

・低層部などの国道から目立つ部分には、外観のリニュ

ーアルをアピールするような提案を行うこと。 

屋根 【A：必須事項】 

・劣化部分については、機能維持を図ること。 

【課題】 

・２階 WC 前の廊下に雨水漏れ箇所があるため、調査

を行うこと。 

その他 【A：必須事項】 

・新設鉄部は溶融亜鉛メッキ等として、耐食性、耐候性

を持たせること。 

・木材を使用する場合は、将来的に再塗装が必要となる

ことから、メンテナンスへの配慮を行うこと。 

・今回新設するものについては、更新又は交換が容易な

納まりとし、かつ調達しやすい材料を選定すること。 

 

エ 内装計画 

【A：必須事項】 

①主な諸室の内装仕上材は、基本設計説明書に示す仕様と同等以上とすること。 

②建物内は原則として全て下足とし、床材は掃除がしやすく、かつ調達しやすい材料と

すること。（２階大広間、２階浴室・洗面脱衣室を除く） 

【B：提案事項】 

③エントランスロビーやレストラン、客室、廊下等の客ゾーンには、木（地域産材）を

できるだけ使うこと。 

 

オ 建具計画 

①各部出入口 

【A：必須事項】 

・有効開口は原則 800mm 以上とすること。 

・日常行動等による衝撃で欠損、剥離、傾き、曲り等が生じない強度を有し、ぐらつき

や経年による反りが生じないこと。 

・鋼製のものは、下地を含め防錆対策を施すこと。 
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・扉の開閉時に、壁を傷付けることがないこと。 

・外部に面する扉は、各室の性能が確保できる気密性・水密性・耐風圧性・耐久性を有

すること。（改修箇所のみ） 

・出入口に面するガラスは、飛散防止用フィルムを貼る等の安全対策を講じること。 

・障子部分がガラスとなる扉には、衝突防止サインを設置すること。 

・客ゾーンの扉のデザインは、改修後のイメージに調和したものとすること。 

②窓 

【A：必須事項】 

・建築基準法上の規定（排煙、非常用進入口代替窓など）を満足すること。 

・開閉操作は各階床面から難なく開閉できる機構とすること。 

・自然換気、自然通風が十分に確保できるだけの開口部を確保すること。 

・防犯上の配慮を行うこと。 

【B：提案事項】 

・建具新設箇所については、断熱性能に優れた高性能窓とすること。 

 

カ 外構計画 

【A：必須事項】 

①舗装面の均一性や境界部の沈み込み、割れ・欠け等の生じている箇所については、こ

れらが生じにくいような改修を行うこと。 

【B：提案事項】 

①施設の魅力アップにつながる提案を行うこと。 

 

キ サイン計画 

【A：必須事項】 

①エントランス付近の外部に、施設名サインを設置すること。 

②外壁に、国道を通行する自動車から視認できる施設名サインを設置すること。 

③案内板、誘導表示、室名板等のサイン類は全て更新すること。 

④エントランスロビー付近に、施設全体の案内板を、シンプルかつ読みやすい文字のデ

ザインで設置すること。 

⑤全ての諸室に室名称のサインを設けること。 

⑥トイレその他シンボル化した方が望ましいものについては、ピクトグラムとしてもよ

い。 

【B：提案事項】 

①施設の魅力アップにつながるサインを提案すること。 
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ク 電気設備計画 

【A：必須事項】 

①劣化が見受けられる受変電設備、非常用発電機、動力制御盤、警報盤等は改修するこ

と。（引込開閉器及び高圧ケーブルの更新を含む） 

 ②照明器具は全てＬＥＤ器具を使用すること。 

 ③客室には内線電話用配線を行うこと。（電話交換機及び電話機は別途工事） 

 ④事務室、フロント、情報コーナーに情報配線を行うこと。また、館内において Wi-Fi

が使用出来るようアクセスポイント用情報配線を行うこと。（ＨＵＢ、ルーター等の

情報機器は別途工事） 

 ⑤客室にはテレビ受口を設置すること。（壁掛けとするテレビ本体は備品とする。な

お、現在の客室各室には、ケーブルテレビ（こまどりケーブル）配線が設置済み。間

取り変更部分への新規配線が必要。） 

 ⑥情報コーナーには地域の情報発信が行えるよう、別途、映像・音響設備を設置する予

定であり、配線等を用意すること。 

 ⑦エントランスロビーにカメラ付ドアホンを設置し、夜間は事務室で玄関の電気錠が解

錠できるようにすること。 

 ⑧エントランス、駐車場及び各階の廊下に防犯用監視カメラを設置すること。 

 ⑨自動火災報知設備及び非常放送設備は、経年劣化のため更新すること。また、自動通

報装置を設置すること。（非常放送用スピーカーは、設置基準による） 

 ⑩非常照明・誘導灯の電池交換を行うこと。 

 ⑪配線器具は全数更新とし、ワイドタイプを設置すること。 

 ⑫共用部の照明は、事務室で集中管理できるよう、リモコンスイッチを設置する。 

 

 【B：提案事項】 

 ①施設の魅力アップにつながる照明計画を提案すること。 

 

 

ケ 空気調和設備計画 

【A：必須事項】 

①基本的事項 

・個別パッケージ空調方式に変更し、個別分散設置と最適容量選定によるエネルギーコ

スト削減を図ること。 

・高効率パッケージ空調方式を採用し、集中コントローラーで一括制御を行い空調の効

率化運用ができるようにすること。 

・安全性、将来性を考慮し、各室の用途・利用時間帯に配慮したゾーニングを行い、快

適な空調システムを選定すること。 
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・保守管理の容易さに優れた機器及び器具を採用すること。 

・設備機器類の日常運転は自動化（集中コントローラーによる）を図り、管理の省力化

を行うこと。 

・異常警報等の監視システムにより効率の良いメンテナンスが行える内容とすること。 

・外気温の設定基準温度は、「建築設備設計基準・同要領」（国土交通大臣官房官庁営

繕部監修）最新版に示された奈良県の値とすること。 

・本敷地は多湿地域であるため、屋外設置機器（空調屋外機等）は耐塩素仕様とし、機

器の長寿命化を図ること。 

②空調設備 

・各空調機のシステム及び型式は、空調負荷や換気量等を考慮して、適正な室内環境を

維持することができるものとすること。 

・用途、使い勝手、利用時間帯等にも配慮した計画とし、きめ細やかな対応を可能とす

る設備計画とすること。 

・既設空調システムについては、原則として、可能な限り撤去すること。 

・室内温湿度条件は、「建築設備設計基準・同要領」（国土交通大臣官房官庁営繕部監

修）に示された夏季 26℃、冬季 22℃の値とすること。また、湿度については、成り

行きとするが、B1階の多湿部については、換気による対策を行うこと。 

③換気設備 

・諸室の用途、換気の目的等に応じて適切な換気量の機器を選定すること。ただし、既

設ダクトは、可能な限り再使用すること。（厨房、用途変更室は除く） 

・1、2階の共用部エリアは、施設全体のエアバランスを考慮し、陰圧とならないように

すること。 

 

 

コ 給排水衛生設備計画 

【A：必須事項】 

①共通事項 

・原則として、 既設システムと同様な方式とすること。タンク・消火・風呂ろ過機・

浄化槽を除く機器は、すべて更新すること。 

・既設配管は、可能な限り再使用する。ただし、用途変更室および、間仕切り変更部の

配管は、改修すること。 

②衛生器具設備 

・衛生器具はすべて、更新すること。 

・不特定多数の人々に使われる施設であることから、衛生的で使いやすく、快適性の高

いユニバーサルデザインを配慮した器具を採用すること。 

・超節水器具を採用し、ランニングコストを削減すること。 
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③浄化槽設備 

・既設 RC製合併浄化槽（520人槽）については、流入ポンプ及び移行ポンプの更新、沈

砂槽エアー管及び調整槽エアー管の修理及び付帯工事を行うこと。 

④既存調査 

・地下式屋外オイルタンクについて、耐圧検査を見込むこと。 

・館内の温泉給湯管の漏水調査を行うこと。 

 

サ その他 

①地域活力の創出 

【A：必須事項】 

・村産材を利用すること。 

【B：提案事項】 

・工事工程の一部への村民参加や工事現場見学など、村民が愛着を持てるようなイベン

トの提案を行うこと。 

 

②本事業のＰＲ 

【B：提案事項】 

・工事状況や完成予想イメージなどを、村民向けのほか、広く発信し、開業への関心を

高める工夫を行うこと。 
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第４章 本工事の実施に関する要求水準 

 

１ 配置技術者に関する要求水準 

 

（１）配置技術者の実施体制 

受注者は、契約締結後、速やかに次の配置技術者について、（２）の資格要件を満たす者

を選定し、氏名、経歴等を書面により発注者に提出し、承諾を得るものとする。なお、下記、

ウ 工事監理業務、及びエ 施工業務に関する配置技術者については、工事着手前の提出で

も可とする。 

 

ア 業務全体総括 

①統括代理人 

設計業務及び施工業務の相互調整及び統括。 

統括代理人の下に、設計業務に関する設計管理技術者及び各設計主任技術者を、施工業

務における現場代理人、監理技術者及び各施工主任担当者を配置する。発注者との定例

会議に出席する。 

 

イ 設計業務 

①設計管理技術者 

発注者との設計定例会議に出席する。 

統括代理人と兼任しても良い。 

 

ウ 工事監理業務 

①工事監理管理技術者 

発注者との現場定例会議に出席する。 

設計管理技術者と兼任しても良い。 

 

エ 施工業務 

①現場代理人 

現場代理人は、専任とする。 

発注者との工事定例会議に出席する。 

②監理技術者 

③施工主任担当者 

施工主任担当者は、原則として建築（総合）、電気設備、機械設備の分野ごとに配置す

ることとする。 
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オ 配置技術者の変更等 

業務期間中の統括代理人、設計管理技術者、現場代理人の変更は原則として認めない。 

ただし、病休・死亡・退職等特別な事情により、その者を配置できなくなった場合には、

発注者と協議の上、その者と同等の能力を有する者を選定し、発注者が適当と判断した場合

に限り認めるものとする。 

なお、発注者が配置技術者として不適当であるとみなした場合は、受注者は速やかに適切

な措置を講ずることとする。 

 

（２）配置技術者の資格要件 

ア 業務全体総括 

①統括代理人 

次の資格要件をすべて満たす者とする。 

(ｱ)参加表明書等の提出日以前に、参加者の組織と直接的かつ恒常的に３ヶ月以上の雇

用関係を有する者。また、共同企業体の場合は、代表構成員に所属する者 

(ｲ)一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 

 

イ 設計業務 

①設計管理技術者 

次の資格要件をすべて満たす者とする。 

(ｱ)参加表明書等の提出日以前に、参加者の組織と直接的かつ恒常的に３ヶ月以上の雇

用関係を有する者 

(ｲ)一級建築士の資格を有する者 

 

ウ 工事監理業務 

①工事監理 管理技術者 

次の資格要件をすべて満たす者とする。 

(ｱ)参加表明書等の提出日以前に、参加者の組織と直接的かつ恒常的に３ヶ月以上の雇

用関係を有する者 

(ｲ)一級建築士の資格を有する者 

 

エ 施工業務 

①現場代理人 

次の資格要件をすべて満たす者とする。 

(ｱ)工事着工日以前に、参加者の組織と直接的かつ恒常的に３ヶ月以上の雇用関係を有

する者。また、共同企業体の場合は、代表構成員に所属する者 

(ｲ)一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 
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２ 設計業務に関する要求水準 

 

（１）業務内容 

設計業務は、平成 21 年国土交通省告示第 15 号別添一第 1 項の二号（実施設計に関する

標準業務）及び三号（工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標

準業務）を含み、以下とする。 

 

ア 受注者が必要に応じて実施する各種調査 

受注者が必要と判断して行う調査は、受注者の負担において実施すること（アスベスト

調査を見込むこと）。 

イ 各種撤去工事の設計及び関連業務 

受注者は関係法令及び各種適用基準に基づいて業務を実施すること。 

ウ 本工事の設計業務及び関連業務 

①受注者は関係法令及び各種適用基準に基づいて業務を実施すること。 

②本要求水準書等に示された条件に基づき、建築・電気設備・機械設備の各要素につい

て、デザインと機能の両面にわたり、さらに細部の検討を行うこと。 

③各種申請の業務を行い、申請手続きに関する関係機関（消防署、保健所等）との協議

内容を発注者に報告すること。また、各種許認可等の書類の写しを必ず発注者に提出

すること。 

④各種申請提出前及び工事着手前に、実施設計の内容を発注者に説明し、承認を得なけ

ればならない。必要に応じて設計内容を説明する資料を作成すること。 

⑤発注者が、関係者等に実施設計の内容に関する説明を行う場合、発注者の要請に応じ

て説明資料を作成するとともに、必要に応じて説明に協力すること。 

⑥上記①～⑤は、施工業務着手後に実施設計図書の変更を行う場合にも準用すること。 

エ 積算業務 

積算業務は、発注者の確認した実施設計図書に基づき行うこと。 

オ その他別途工事の設計業務 

什器等配置計画の作成、備品等の配置・選定案作成に協力すること。 

 

 

（２）設計業務に関して 

設計業務では、受注者の責任において要求水準書等に規定した性能又は仕様、又はそれを

上回る水準の性能又は仕様を提案し、実施設計図書を作成するとともに、必要に応じて設計

内容を説明する資料を作成し、各種申請提出前及び工事着手前に発注者に説明し、承認を得

る必要がある。 
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なお、施工業務着手後に実施設計図書の変更を行う場合も同様とする。 

 

（３）提出書類及び成果物 

ア 業務着手時 

業務着手に際し、「添付資料 業務に関する提出物一覧」に示す書類を発注者に提出し、

承認を得ること。 

イ 実施設計図書及び実施設計成果物 

実施設計図書及び成果物は、「添付資料 業務に関する提出物一覧」を基本とし、適宜、

内容及び図面を付加することとする。 
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３ 工事監理業務に関する要求水準 

 

（１）業務内容 

受注者は、設計業務にて作成した実施設計図書・要求水準書等にしたがって、定める期

間内に改修工事に当たる者以外の者により工事監理を実施する。 

ア 工事監理に関連する業務 

①提出書類  

・受注者は工事の着手前に工事監理者を選定し、以下の書類を発注者に提出し、承諾

を得ること。  

・監理方針書 

・工事監理者選任届（経歴書を添付のこと）  

・工事監理業務着手届  

・監理業務報告書（月報）  

・受注者は以下の書類について、工事監理者に提出し、その承諾を得たものを工事監

理者が発注者に提出すること。  

着工時  

・ 施工計画書（全体及び詳細工程を含む）  

・ 主要資機材一覧表  

・ 下請業者一覧表（下請負代金額を記載のこと）  

・ 工事記録写真撮影計画書  

施工中  

・ 工事報告書（発注者に毎月提出すること）  

・ 機器承諾願  

・ 再資源利用（促進）計画書  

・ 主要工事施工計画書  

・ VOC室内濃度測定計画書  

②工事監理方針の説明等  

発注者の代行者であることを自覚し、請負者その他関係者に対して、常に厳正か

つ公正な態度で臨み適切な工事が遂行されるよう設計意図を把握し伝え、必要な指

導を行うと共に徹底を図ることとする。  

③設計図書の内容の把握等  

(ｱ)設計図書の内容の把握  

設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合に発注

者に報告するとともに、請負者等と協議し出来る限り改善策を検討すること。  

上記のことが困難な場合には、質疑書を作成し、設計者への確認を発注者に依頼
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すること。  

(ｲ)質疑書の検討 

設計図書について請負者等より質疑があった場合には、請負者等と十分に調整の

上、発注者と協議する。 

必要に応じて、設計者への確認を監督職員に依頼すること。  

(ｳ) 図面等の作成  

図面等の作成とは、設計図書の内容を請負者等に技術的な観点から補足し、伝達

するための詳細図等の作成に限る。  

④設計図書に照らした施工図等の検討及び報告  

(ｱ)施工図・総合図の検討 

検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備

工事との整合性の確認等について、十分留意する。  

(ｲ)工事材料、設備機器等の検討及び報告  

必要に応じて以下の内容について検討する。  

・ 材料及び仕上見本の検討  

・ 建築設備の機械器具の検討  

⑤工事と設計図書との照合及び確認  

設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確

認、請負者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととす

る。  

(ｱ)工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認 

請負者等から提出された、施工計画書(試験方法、使用材料、品質確認)、施工報

告書(試験結果、数量計算書、工事写真等)の照合、確認。  

(ｲ)確認については、試験、目視、計測の各行為の現場立会いによる確認又は請負

者等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面の確認のいずれかの方法で行

うこととする。  

(ｳ)材料検査及び製品検査は、原則として現場において行うものとする。  

(ｴ)受注者は、工事に使用する材料及び製品の品質数量等について検査し、不合格

品については、遅滞なく場外に搬出させ、発注者に報告しなければならない。  

(ｵ)工事施工後外部から検査することのできない箇所は、請負者に写真を撮らせて

保存しなければならない。  

⑥工事と設計図書との照合及び確認の結果報告 

⑤による確認を行った場合には、結果を報告すること。  

材料、工法等に関し、請負者等より変更の申出があった場合には、変更図面及び

変更見積等を提出させ、審査の上やむを得ないと認められるときは、発注者と協議

しなければならない  
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イ その他業務 

①工程表の検討及び報告 

②設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

総合施工計画書、工事別施工計画書、各施工計画書に記載の品質計画を検討し、報告

すること。 

③関係機関の検査立会い等 

受注者は、本工事に関し、以下の関係機関の検査に立会うこと。  

・県の条例等に基づく検査 

・受注者は、発注者等より求めがあった場合には、必要に応じて、監査、会計検査、

瑕疵検査等に立会い、業務に関する資料を作成し、説明を行うこと。  

④その他 

・関連工事の調整に関する業務  

必要に応じて請負者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を

発注者等に報告すること。  

・完成図の確認  

設計図書の定めにより請負者等が提出する完成図について、その内容が適切であ

るか否かを確認し、結果を発注者等に報告すること。また、確認の結果、適切でな

いと認められる場合には、請負者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その

結果を発注者等に報告すること。 

 

 

４ 施工業務に関する要求水準 

 

（１）業務内容 

ア 施工に関連する業務 

①改修工事 

各種関連法令及び適用基準等を遵守し、要求水準書等及び技術提案書並びに実施設

計図書に基づき実施すること。 

②改修工事に関連する業務 

改修工事に支障となるため一時的に撤去したものは、受注者の責任において復旧す

ること。 

 

イ 関係官公庁等への届出手続き 

①本工事に必要な関係官公署その他関係機関への協議、報告、各種許認可、申請業務及

び届出手続は受注者が行うこと。 

②関係官公署への届出手続などに当たっては、届出内容などについて、あらかじめ発注
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者に報告し、承諾を得ること。 

③関係官公署などへの届出手続などに係る必要な費用は、受注者の負担とすること。 

④受注者は、関係官公署等と協議等を行った場合は、速やかに協議記録を作成し、発注

者に提出すること。 

⑤その他施工段階における関係機関への届出・手続き等は、遅滞なく受注者が行うこと。 

ウ 検査・引渡し 

①法的適合検査 

・必要な法定検査を受けること。 

・検査及び是正に係る一切の費用は、受注者の負担による。 

②完成検査 

・受注者は、本工事の施工業務を完了した後、速やかに完成届を提出し、発注者及び

工事監理者による工事の完成の確認後、完成検査を受けること。 

・受注者は検査に合格しなかった場合、直ちに補修して発注者及び工事監理者の確認

を受けること。 

③引渡し 

・受注者は、完成検査に合格したときは、発注者の指示に従い、直ちに工事目的物を

引き渡すこと。 

・受注者は建物引渡し後1 年間は、発注者の求めに応じて、建物の各設備などの調整

を行うこと。 

エ その他 

①写真撮影 

工事写真の撮影は、「営繕工事写真撮影要領（国土交通省 大臣官房 官庁営繕部監

修）」に準ずるものとし、撮影箇所・提出方法等については、発注者と協議の上決

定すること。 

 

（２）施工業務について 

ア 業務運営 

①受注者は、施工業務の遂行に当たり、発注者と協議の上、進めるものとし、その内

容について、その都度書面（打合せ記録書等）に記録し、相互に確認すること。 

②受注者は施工業務開始後、速やかに総合仮設計画及び総合工事工程表を作成し、発

注者に内容の説明を行い、承認を得ること。 

③工事の進捗管理は、受注者の責任において実施すること。 

④発注者は、工事の進捗状況について、随時確認できるものとすること。 

⑤受注者は、発注者に対し、工事の進捗状況を定期的に報告すること。 

イ 工事定例会議 

①発注者と受注者は、原則として隔週に１回、工事工程や進捗状況、懸案事項等の調
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整を目的として、定例会議を行うこと。 

②出席者は、発注者、受注者及び工事監理者の各担当者、その他関係者等とし、その

他必要に応じてオブザーバーも出席できるものとする。 

③受注者は会議資料を用意し、会議内容について都度書面（打合せ記録書等）に記録

することとし、記録は、出席者間で相互に確認したものを保管すること。 

 

（３）業務条件 

ア 基本的事項 

①令和2年 3月25 日までに工事完了、各検査合格の上で発注者に引き渡すこととしま

す。 

②工事中において、発注者から本工事に対する要望があった場合は、可能な範囲で対

応に努めること。 

③工法、材料、製品等について、その品質、工期及び安全性等の検討を十分に行うこ

と。 

④施工業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。 

⑤関係者及び関係官公庁等と十分打合せを行うこと。 

⑥無理のない工程計画を立てること。 

⑦近隣関係者などから求められた場合は、工事説明を行うこと。 

⑧安全管理、災害の防止及び周辺環境の保全に十分配慮すること。 

⑨工事中の安全確保と完成後の品質確保の両面から、仮囲い、足場等の仮設や、資

材・廃材等の搬出入・搬送方法、交通誘導など、仮設工事について、竣工後の品質

や機能に影響を残すことがないように、十分な配慮を行うこと。 

⑩本工事の品質確保に対し、下請業の品質管理を含め全ての責任を負うこと。 

イ 施工条件 

①作業日・作業時間 

・工事の作業日、作業時間については、工事着手前に発注者、近隣関係者等と十分に

確認・調整を行い、対応を決定すること。 

②工事車両の通行 

・工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理

者等との打合せを行い、運転速度や適切な交通整理員の配置、案内看板の設置、道

路の清掃など、十分に配慮すること。 

・交通整理員は必要に応じて配置すること。主要資材搬入時など、特に工事車両の運

行量が増加する場合は、１名以上配置し、安全管理を徹底すること。 

・公道を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。 

③工事現場の管理等 

・作業期間中、随時連絡が取れる体制とすること。 
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・夜間等における不法侵入を防止するなど、工事範囲内の保守管理を行うこと。 

④施工中の安全管理 

・施工中の安全管理に関しては「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の

安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。 

・火気の使用や溶接作業を行う場合は、火気の取り扱いに十分注意するとともに、適

切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止処置を講じること。 

・シンナー等の管理については、工事現場・倉庫などでの保管を厳重に行い、また、

車両に積載した状態でその場を離れる場合は、盗難防止措置を講じること。 

⑤近隣対策 

・受注者は、自己の責任において、騒音、悪臭、振動、光害、電波障害、粉塵の発

生、交通渋滞、その他工事により周辺住民の生活環境に与える影響を検討し、合理

的な範囲の近隣対策を実施すること。 

・施工方法及び工程計画は、近隣及び工事に際し影響がある関係機関等に対し事前に

周知すること。 

・隣接土地や道路等の公共施設等に損傷を与えないように留意すること。万一、工事

中に汚損、破損した場合、受注者の責任及び費用において補修、補償等を行い、公

共施設の場合は管理者の承諾を得ること。 

・近隣関係者への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を発注者に報告す

ること。 

⑥化学物質の室内濃度測定 

・工事完了後引渡し前に、化学物質の室内濃度測定を行い、室内濃度が厚生労働省の

基準値以下であることを確認し、発注者に報告すること。 

・測定方法は、厚生労働省のガイドラインに記載されている標準測定方法（アクティ

ブ法）に基づいた方法とすること。 

・測定対象室は、客室とし、各階１か所（計２か所）とする。 

・測定対象物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼ

ン、エチルベンゼン、スチレン及びアセトアルデヒドとする。 

⑦ダンプトラック等による過積載等の防止 

・受注者は、過積載防止の担当者を定め、過積載防止に努めるとともに、発注者が指

示する車両に関し、積載自重又はトラックスケールにより積載荷重を確認し、発注

者に報告すること。 

⑧材料・機器の採用 

・設計図書に定める材料、機器を変更する場合は、それと同品質以上であることを証

明する資料を発注者に提出し、承諾を得た場合に限り、その使用を認めるものとす

る。 

（３）提出書類及び施工業務成果物 
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① 受注者は、発注者が指定する書式により、施工業務に係る書類を、請負契約締結

後、適切な時期に発注者に提出し、承諾を得ることとする。提出時期については、

発注者に従うこととする。 

② 受注者は、「添付資料 業務に関する提出物一覧」に示す提出書類及び成果物を発

注者に提出するものとする。 

 

 

５ 補助金等の交付に伴う実績報告書等作成支援業務に関する要求水準 

 

事業者は，村が予定している地方創生拠点整備交付金の交付に伴う実績報告、その他

補助金申請及び起債申請等に必要な資料の作成を支援すること。支援内容は，交付金実

績報告、その他補助金申請及び起債申請用の設計図書及び積算書等の作成支援（補助対

象部分と対象外部分区分け等），その他本事業に関連して村が必要とする申請等に関す

る支援などを想定している 
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添付資料  業務に関する提出物一覧 

 

１．設計業務着手時の提出書類 

提出書類 部数 

着手時 

設計業務着手届 

2 部 

設計業務工程表 

管理技術者届（各種資格、経歴書を添付すること） 

主任技術者届 

協力技術者届 

 

２．設計成果物リスト 

成果物等 部数 仕様等 

実施設計

図書 

設計図面原図 1 A1、A3 縮小。CAD データ共 

製本 1 必要に応じて分冊とすること 

縮小製本 3 必要に応じて分冊とすること 

積算 
数量積算書 2  

見積書 2  

計算書 各種計算書 1 空調負荷計算、換気、照度等 

官公庁提

出書類 

建設リサイクル法関係届出書 1  

その他法令に関する届出、手続書

類 
1 

（副本） 

その他 

透視図 
1 

外観 2 カット、内観 4 カット以

上 

打合せ記録簿 2  

※上記は全て PDF 等の電子データとして、それらを収めた CD-R を２枚提出してくださ

い。 

※CAD データは、原則、DXF 又は DWG,JWW の２種以上とします。 

 

 

３．図面内訳 

設計の種類 成果図書 

建築 ①建築物概要書  

②特記仕様書  

③図面リスト  

④仕上表  

⑤面積表及び求積図  

⑪矩計図  

⑫展開図  

⑬天井伏図（各階）  

⑭平面詳細図  

⑮部分詳細図  
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⑥敷地案内図  

⑦配置図  

⑧平面図（各階）  

⑨断面図（適宜）  

⑩立面図（各面）  

⑯建具表  

⑰外構図  

⑱各種計算書  

⑲その他必要な図書  

 

設備 電気設備 ①特記仕様書  

②図面リスト  

③敷地案内図  

④配置図  

⑤受変電設備図  

⑥非常電源設備図  

⑦幹線系統図  

⑧電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図

（各階）  

⑨動力設備平面図（各

階）  

⑩通信・情報設備系統図  

⑪通信・情報設備平面図

（各階）  

⑫火災報知等設備系統図  

⑬火災報知等設備平面図  

（各階）  

⑭屋外設備図  

⑮各種計算書  

⑯機器リスト  

⑰その他必要な図書  

 

 給排水衛生設備 ①特記仕様書  

②図面リスト  

③敷地案内図  

⑧消火設備平面図（各

階）  

⑨排水処理設備図  

⑩ろ過設備図  

④配置図 ⑪その他設置設備設計図 

⑤給排水衛生設備配管系統

図 

⑫部分詳細図 

⑥給排水衛生設備配管平面

図（各階） 

⑬屋外設備図 

⑭各種計算書 

⑦消火設備系統図 ⑮機器リスト 

 ⑯その他必要な図書 
 

 空気調和換気設

備 

①特記仕様書  

②図面リスト  

③敷地案内図  

④配置図  

⑤空調設備系統図  

⑥空調設備平面図（各階）  

⑦換気設備系統図  

⑧換気設備平面図（各階）  

⑨その他設置設備設計図  

⑩部分詳細図  

⑪屋外設備図  

⑫各種計算書  

⑬機器リスト  

⑭その他必要な図書  
 

資料等 ①各種技術資料  ②リサイクル計画書  
 

※詳細については、上記表を標準として、発注者、事務局等と協議することとします。 

 

４．工事監理成果物リスト 

成果物等 部数 仕様等 
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工事監理報告書 1  

各種検査記録 1  

各種打ち合わせ記録 1  

※詳細については、上記表を標準として、発注者、事務局等と協議することとします。 

 

５．施工業務実施時の提出書類 

 提出書類 部数 備考 

着工時

及び施

工中 

着工届 １ 現場作業着手前に提出  

施工工程表（週間・月間・全体） ３ 現場作業着手前に提出  

施工体系図 ３  

施工体制台帳（写し）  １ 建設業法等関係法令に基づ

き作成すること  

現場代理人及び監理技術者届（経歴

書を添付）  

３ 決定次第速やかに  

下請業者選定通知書  ３ 決定次第速やかに  

主任技術者選定通知書  ３ 決定次第速やかに  

再生資源利用計画書再生資源利用促

進計画書  

１  

総合仮設計画図  ３ 現場作業着手前に提出  

総合施工計画書  ３ 現場作業着手前に提出  

施工計画書（各工種）  ３ 当該工事着手前に提出  

工事報告書（週間）  ３ 週毎に速やかに  

使用材料承認願い及び品質証明報告

書  

３ 決定次第速やかに（カタロ

グ、試験成績表共）  

主要資機材一覧表  ３ 決定次第速やかに  

工事材料搬入報告書  ３ 材料搬入後速やかに  

出荷証明書  １ 又は納入伝票  

村産材証明書 １  

産業廃棄物に関する書類  １ 建設廃棄物処理計画書、契

約書、マニフェスト写し  

打合せ記録書  ３ 打合せ後速やかに  

各種検査報告書  １  

工事写真  １ データ共  

竣工後  完成図  ２ 黒表紙製本金文字入り（A４

版）、CADデータ共  
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完成図二つ折り製本（A1）、縮小版

（A３）  

各３ 表紙製本金文字入り  

完成写真  １ 表紙製本金文字入り（A４

版）  

施工図  １ CADデータ共  

その他 工事監理報告書  ３  

各種保証書  ３  

鍵リスト １  

検査願い １  

※上記の電子データ化が可能なものは、PDF 等の電子データとして、それらを収めた CD-

R を２枚提出してください。 

※CAD データは、原則、DXF 又は DWG,JWW の２種以上とします。 

※写真撮影は国土交通大臣官房官庁営繕部監修工事写真の撮り方による。 


