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第１ 総則 

本要求水準書は、徳島市上下水道局（以下「局」という。）が徳島市上下水道局庁舎整備

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、「設計業務要求水準」、「建設業務要求

水準」から構成される。 
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。 
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１ 本事業の基本方針 

⑴ 基本コンセプト 
本事業用地において整備される施設等の基本理念及び基本方針は、以下のとおりと

する。 

 
① 基本理念 

大規模災害に備えた機能充実を図り、防災拠点として誰もが安全で安心して快適

に利用できる庁舎を目指す。また、これからの社会・生活環境に求められるユニバ

ーサルデザインの導入や環境への配慮、周囲との調和を図るとともに、次世代にわ

たって使いやすく親しみの持てる庁舎とする。 
 

② 基本方針 

「徳島市水道ビジョン 2019」に掲げた「安全」、「強靭」、「持続」を施策の３本柱と

した将来像【未来につなぐ水都とくしまの水道】の実現と、庁舎整備の課題解決に向

けた基本方針として次の 4 項目を設定する。 

 

・防災拠点としての庁舎：応急対策活動の拠点となる機能を備えた庁舎とする 
・効率的な庁舎：時代の変化に柔軟に対応できる庁舎とする 
・人にやさしい庁舎：すべての人にやさしいユニバーサルデザインの庁舎とする 
・環境にやさしい庁舎：再生可能エネルギーを利用した環境にやさしい庁舎とする 
 

 
⑵ 新庁舎の整備方針 

前川分庁舎（新館）（以下、「分庁舎」という。）は、昭和 61 年に建築された比較的新

しい建物であり、解体撤去を行わず継続して使用することとし、既に解体撤去した前川

分庁舎（旧館）跡に新庁舎の整備を行うこととする。 
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２ 本事業の概要 

⑴ 事業スケジュール 
本事業のスケジュールは概ね次のとおりとする。 

 

設計 令和 3年度～令和 4年度 

建設工事 令和 4年度～令和 5年度 

竣工・引渡し 令和 6年 1月末 

供用開始 令和 6年 4月 1日 

 
⑵ 本事業全体に係る前提条件 

① 事業用地・地域地区等 

事業用地 徳島市南前川町 5 丁目 1番 4 

敷地面積 4,115.89 ㎡ 

地域地区等 用途地域：第一種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

※建築基準法第 48 条第 5 項の規定に基づく許可通知書を取得済み

のため、事務所用途 3,000 ㎡超でも建築可能。 

防火地域：指定無し 

日影規制：5 時間（5～10m）、3時間（10m）、H=4m 

その他：重要な景観形成地域（ひょうたん島沿岸周辺） 

接続道路 北側道路：市道 北佐古・南前川線（有効幅員 8.3m） 

東側道路：市道 南前川４丁目西線（有効幅員 6.3m） 

その他 ・事業用地内に立地していた旧庁舎の基礎杭については、存置とな

っている（φ250、161 本）。計画にあたっては、既存杭を前提とし

た計画とし、必要な場合の撤去処分については、事業者負担によ

ることとする。 

・事業用地は周知の埋蔵文化財包蔵地ではない。 

・事業用地は助任川の護岸と接している。将来の護岸改修工事等に

支障が無いよう、配置計画にあたっては配慮すること。 

・事業用地内に存在する分庁舎は、事業期間中も通常業務を行うも

のとする。 

 
② 敷地条件 

本事業における整備対象施設の敷地及びその周辺インフラ整備状況に関しては、以

下に示す別紙資料を参照すること。 

 
「資料１ 位置図」、「資料２ 現況図」、「資料３ 現況航空写真」、「資料４ 都市計
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画図」、「資料５ 道路網図」、「資料６ 下水道接続現況図」、「資料７ 上水道配管図」 
※ガスについては、ガス管理者に確認すること。 
 

③ 局側で配置する職員の人数 

上下水道事業を統合し、新庁舎で業務を行う局の職員等を 150 人と想定する。 

 

表.1 上下水道局 職員数 

役職 人員数 

局長級 １ 

次長級 2 

課長級 6 

補佐級 5 

係長級 23 

一般 73 

職員合計 110 

その他 40 

合計 150 

 
⑶ 事業方式 

本事業における施設（以下「本施設」という。）の整備は設計・施工一括発注方式（デ

ザイン・ビルド方式）により実施する。 

 
⑷ 事業の対象範囲 

本事業の対象範囲は、以下のとおりとする。 

 

① 設計業務 

ア 事前調査業務（必要に応じて、現況測量等） 
イ 設計業務（基本設計・実施設計） 
ウ 積算業務 
エ 地質調査業務 
オ 電波障害調査業務 
カ 本事業に伴う各種申請等の業務 
キ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 
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② 建設業務 

ア 建設業務 
イ 近隣対応・対策業務（着工前及び完了後の周辺家屋影響調査等を含む） 
ウ 電波障害対策業務 
エ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 
３ 遵守すべき法制度等 

本事業の実施にあたっては、地方自治法の他、以下に掲げる関連の各種法令（施行令及

び施行規則等、指導要綱も含む）を遵守するとともに、要綱・各種基準（最新版）につい

ては適宜参考にすること。なお、記載のない各種関連法令等についても適宜遵守すること。 

 
【法令】 
建築基準法 
都市計画法 
景観法 
屋外広告物法 
消防法 
高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
水道法 
下水道法 
水質汚濁防止法 
土壌汚染対策法 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
エネルギーの使用の合理化に関する法律 
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
大気汚染防止法 
騒音規制法 
振動規制法 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
資源の有効な利用の促進に関する法律 
建設業法その他各種の建築関係資格法律及び労働関係法律 
その他関連法令 
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【条例等】 
徳島県建築基準法施行条例 
徳島市中高層建築物等の建築等に関する指導要綱 
徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例 
徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例 
徳島市景観まちづくり条例 
その他関連条例等 

 
【要綱・各種基準等】 
公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 
公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 
建築工事標準詳細図 
建築設備耐震設計・施工方針 
官庁施設の基本的性能基準及び同解説 
建築構造設計基準及び同基準の資料 
建築設計基準及び同解説 
建築設備計画基準 
建築設備設計基準 
官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 
建築工事安全施工技術指針 
建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 
建設副産物適正処理推進要綱 
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 
建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン 
公共建築工事積算基準 
公共建築数量積算基準 
公共建築設備数量積算基準 
地質・土質調査業務共通仕様書（案） 
その他の関連要綱及び各種基準 

 
【その他】 
徳島市水道局庁舎整備基本計画 
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第２ 設計業務要求水準 

１ 設計業務遂行に関する要求内容 

⑴ 業務の対象範囲 
事業者は、本要求水準書、事業提案書、事業契約書等に基づいて、上下水道局庁舎の

基本設計及び実施設計を行うこと。 

 
ア 事業者は、設計業務の内容について局と協議し、業務の目的を達成すること。 
イ 事業者は、業務の進捗状況に応じ、局に対して定期的に報告を行うこと。 
ウ 事業者は、事業契約締結後、速やかに電波障害調査を行うこと。 
エ 事業者は、業務に必要となる現況測量、地質調査等について、事業者の責任で行い、

関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。 
オ 事業者は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工

事編）平成 31 年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人公共建築協会

編集・発行）に準拠し、その他については日本建築学会制定の標準仕様書を基準と

し、業務を遂行すること。 
カ 事業者は、各種申請等の手続きに関係する関係機関との協議内容を局に報告する

とともに、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを局に提出すること。 
キ 局は、本事業に関連し、設計に係る局支援業務を別途に発注する予定である。事業

者は、当該設計に係る局支援業務の受注者（以下、「設計支援者」という。）と十分

な調整を図り、設計業務を円滑に遂行すること。 
ク 図面、工事費内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、局の指示

を受けること。また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連

の整理番号を付けること。 
ケ 局が議会や市民（近隣住民も含む）等に向けて設計内容に関する説明を行う場合や

交付金の申請を行う場合等、局の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて

説明に関して協力すること。 
 
⑵ 業務の期間 

設計業務の期間は、公共施設の供用開始時期に間に合わせるように事業者が計画す

ることとし、具体的な設計期間については事業者の提案に基づき定めること。事業者は、

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

本業務を円滑に推進するよう期間を設定すること。 

 
⑶ 設計体制と技術者の設置・進捗管理 

事業者は、設計業務の管理技術者、主任技術者、照査技術者を配置し、組織体制と合
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わせて設計着手前に局が指示する書類を提出すること。また、設計の進捗管理について

は、事業者の責任において実施すること。 

 
⑷ 設計計画書及び設計業務完了届の提出 

事業者は、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、局に提出して承認を

得ること。なお、設計業務が完了したときは、基本設計及び実施設計それぞれについて

設計業務完了届を提出すること。 

 
⑸ 基本設計及び実施設計に関する書類の提出 

事業者は、基本設計及び実施設計終了時に遅滞なく以下の書類を局に提出すること。

局は内容を確認し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求も含む。）を通知する。 

また、提出図書は全てのデジタルデータ（CAD データも含む。）も提出すること。な

お、各書類等の提出形態等については、局との協議によるものとする。 

 
ア 基本設計 

(ｱ) 意匠設計図、設計説明書：3 部 

(ｲ) 構造計画図、設計説明書：3 部 

(ｳ) 電気設備・機械設備計画図、設計説明書：各 3 部 

(ｴ) 各室設計条件諸元表：3 部 

(ｵ) 工事費概算書：3 部 

(ｶ) 要求水準書との整合性の確認結果報告書：3部 

(ｷ) 事業提案書との整合性の確認結果報告書：3部 

(ｸ) 透視図（外観 2カット、内観 2カット。A3）：各 1 部 

(ｹ) その他必要資料 

 
ア 実施設計 

(ｱ) 意匠設計図（A1 版・A3 縮小版製本）：各 5 部 

(ｲ) 構造設計図（A1 版・A3 縮小版製本）：各 5 部 

(ｳ) 電気設備・機械設備設計図（A1 版・A3縮小版製本）：各 5 部 

(ｴ) 各室設計条件諸元表：3 部 

(ｵ) 構造計算書：3部 

(ｶ) 設備設計計算書：3部 

(ｷ) 工事費積算内訳書・積算数量調書：3 部 

(ｸ) 透視図（外観 2カット、内観 2カット。A3額付）：1 部 

(ｹ) 要求水準書との整合性の確認結果報告書：3部 

(ｺ) 事業提案書との整合性の確認結果報告書：3部 
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(ｻ) その他必要資料 

 
⑹ 設計業務に関する留意事項 

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

のとする。なお、事業者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに局から提供を

受けた関連資料を、当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

 
⑺ 設計変更について 

局は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期（業務の履行期間）の変更を

伴わず、かつ、事業者の提案を逸脱しない範囲で、当該施設の設計変更を要求すること

ができる。その場合、当該変更により事業者に追加的な費用（設計費用及び直接工事費

等）が発生したときは、局が当該費用を負担するものとする。一方、本事業の費用に減

少が生じたときには、本事業の対価の支払額を減額するものとする。 
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２ 施設配置 

上下水道局庁舎の施設配置等は下記のとおりとする。 

 
ア 配置計画としては、新庁舎を敷地南東に配置すること。分庁舎との相互連携につい

て充分配慮すること。 
イ 津波対策のため、現況地盤面より 2.0ｍの高さを浸水区域と想定して、浸水対策を

計画すること。 
ウ 人や車等の動線に配慮すること。特に、敷地に隣接したバス停留所からの歩行者動

線、敷地内の車両動線に配慮すること。安全対策に十分配慮した計画とすること。 
エ 北側の市道北佐古・南前川線および東側の市道南前川４丁目西線の両方から車両

進入可能とすること。また、軽車両や歩行者の進入を考慮するとともに、進入口以

外は緑地やフェンス等を設置すること。 
オ 河川の堤防への安全対策に十分配慮すること。 
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３ 対象施設 

⑴ 設計業務全体に係る事項 
① 周辺環境の配慮 

建物・外構のデザインについては、事業者の工夫により、周辺地域との調和を図る

こと。 

建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、粉塵、臭気等による影響を最大限抑制

すること。 

 
② 環境保全・環境負荷低減 

ア 環境負荷低減の工夫 

徳島市環境方針に基づく「環境に配慮した公共事業」の実施に向け、環境への負

荷の少ない設備等の導入を検討するとともに、エネルギーの供給には、省エネルギ

ー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを十分検討すること。また、省エネ

ルギー化を図るため、ペアガラスを使用するなど断熱性についても考慮すること。 

 
イ 新エネルギー活用の提案 

・太陽光発電設備など、新エネルギーの活用等についての提案を行なうこと。 

・太陽光発電設備を設置する場合、屋上等に設置し、商用電源との系統連系運転と

し、屋外キュービクル型とすること。 

・太陽光発電設備等を設置する場合、住民へのＰＲを目的として、エントランスに

発電電力量表示盤等、稼働状況を表示する設備を設置すること。 

 
③ ライフサイクルコストの低減及び長寿命化 

徳島市公共施設等総合管理計画に基づき、建築物の維持管理におけるライフサイク

ルコストの低減について十分考慮された建築物とするとともに、長寿命化について考

慮すること。 

 
④ ユニバーサルデザイン 

高齢者及び障がい者等、全ての利用者にとって、安心、安全かつ快適に利用できる

よう、床の段差解消やスロープの設置等、ユニバーサルデザインに配慮すること。 

 
⑤ 周辺インフラとの接続 

ア 接続道路 

・市道北佐古・南前川線及び市道南前川４丁目西線に接続できるようにすること。 
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イ 上水道（市水） 

・接続計画については、事業者の提案によること。なお、工事にあたっては、局と

の協議を行うこと。 
・敷地へは新規に１か所引き込み、既存引き込みは撤去とする。また、分庁舎は現

状通りとする。 
・引き込み工事については、事業者が実施すること。 

 
ウ 下水道 

・接続計画については、事業者の提案によること。なお、工事にあたっては、局と

の協議を行うこと。 
・排水流量計算によって必要となる枡及び取付管は事業者の負担とする。また、分

庁舎は現状通りとする。 
・引き込み工事については、事業者が実施すること。 

 
エ 電力 

・引き込み方法等については、事業者の提案によること。なお、敷地内の電柱等の

移設が必要な場合は、事業者の負担によるものとする。 
・敷地へは新規に２回線（常用、予備）受電することとし、新庁舎にキュービクル

を新設、分庁舎へは新設キュービクルより送ること。既存受電設備については撤

去とする。なお、敷地内は地中埋設方式を基本とする。 
・引き込み工事については、事業者が実施すること。 

 
オ ガス 

・引き込み方法等については、事業者の提案による。 
・敷地へは新庁舎用に新規に１か所引き込むこと。既存引き込みは存置とし、その

まま分庁舎用として使用する。 
 

カ 電話 

・引込方法等については、事業者の提案による。 
・引込に伴い発生する費用については、事業者の負担とする。（加入金及び引渡しま

での使用料） 
・敷地へは新庁舎用に新規に光回線を１本、非常時用アナログ回線を複数本引き込

むこと。 
・通話コストの低減を図るものとすること。 
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⑥ 防災安全計画 

ア 安全性の確保 

地震等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とする他、火災時

の避難安全対策、浸水対策、強風対策、並びに落雷対策に十分留意すること。 

 
イ 保安警備の充実 

日中の不審者対策や夜間等における不法侵入防止に向けて、施設の保安管理に

留意した計画とすること。夜間の立ち入り可能範囲は、「別紙２ 現況図」に示す

分庁舎東側の一角として、フェンス等で区画すること。 

また、必要に応じて、防犯上、適切な照明設備を設置すること。 

 
⑦ その他 

ア ごみ集積場（水栓付）については、事業用地内の１か所に集約して設けること。

具体的な整備内容については、局と協議すること。臭気対策やカラス対策を施し、

衛生面に十分配慮した設計とすること。また、収集車両の出入りがしやすいよう配

慮すること。 

イ 水道メータ－等の洗い場として、5㎡程度（水栓数 5 程度）を設置すること。 

ウ 給水タンク車用の給水タワー設備を１か所設けること。配置については事業者

提案による。 
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⑵ 設計業務対象施設に係る要件 
① 意匠計画の考え方 

ア 全体配置・構成 

・敷地内は、新庁舎、分庁舎、平面駐車場、駐輪場、倉庫等より構成すること。 
・全体配置については、利便性や住民へのサービスの向上、及び職員の働きやすさ

に繋がるように計画すること。 
 

イ 必要諸室 

本事業に必要な諸室の構成は、本書に示すとおりとすること。また、全体のバラ

ンスや共用部分の計画等については、事業者の提案によるものとする。 

 

ウ 仕上計画 

(ｱ) 仕上計画の考え方 
仕上計画にあたっては、外壁全面ガラスのデザインは避けるなど周辺環境との

調和を図るとともに、維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設

となるように配慮し、特に外装については、使用材料や断熱方法等、工法を十分検

討し、建物の長寿命化を図ること。 

また、使用する材料は、健康に十分配慮することとし、ホルムアルデヒドや揮発

性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、建設時における環境汚染防

止に配慮すること。 

仕上げの選定にあたっては、「建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修、平成 18年）」に記載される項目の範囲と同等以上となることを原則

とする。 

 
(ｲ) 建物内部 

建物内部の仕上げについては、各部門、諸室の用途及び使用頻度、維持管理、並

びに各部位の特性を把握した上で、最適の仕上げを選択すること。スリップ防止・

衝突防止等の安全配慮を行うこと。 

 
(ｳ) 建物外部 

建物外部の仕上げについては、漏水を防ぐため、屋根及び地下の外壁面について

十分な防水対策を講じること。 
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② 構造計画の考え方 

本建物の地震対策としては耐震構造とする。 

公共施設の構造計画については、以下の適用基準に基づいて計画し、建築基準法に

よる他、日本建築学会諸基準、「2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交

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

通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」等に準拠すること。 

なお、これらの基準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。 

 
ア 施設の構造体の耐震安全性の分類 

構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通

大臣官房官庁営繕部、平成 25年）」のⅡ類とする。 

 
イ 施設の建築非構造部材の耐震安全性の分類 

公共施設の非構造部材耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画

基準（国土交通大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）」の A類とすること。 

 
ウ 建築設備の耐震安全性の分類 

建築設備の耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土

交通大臣官房官庁営繕部、平成 25年）」の甲類とする。 

 
③ 設備計画の考え方 

公共施設の設備計画については「建築設備計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部

監修、令和 3 年度版）」に準拠し、以下の項目を考慮した上で、電気設備、給排水衛生

設備及び空調設備の計画を行うこと。 

なお、「別紙９ 諸室の構成及び性能」を標準案として計画を行なうこと。 

ライフラインの引き込み方法、管理方法等については、別途各事業者（電気、ガス、

上下水道）と協議を行うこと。 

ライフラインの引き込みについては、浸水対策を十分講じること。 

 
ア 全般 

・更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。建築計画に整合し、適切に

配置すること。 
・地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、燃焼時に有害物質を発生しないエコ

マテリアル電線等の採用を積極的に行うこと。 
・自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の削減について、十分配慮した計画

とすること。 
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・省エネルギー、省資源、節水を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設

備とすること。 
・設備機器の更新、メンテナンス及び電気容量の増加等の可能性を踏まえ、受変電

設備、配電盤内に電灯、動力の予備回線を計画すること。 
・ＥＰＳの配置等については、更新性や拡張性に配慮した計画とすること。 
・防災拠点として、庁舎部分の全ての電源系統は、負荷種別毎に適宜分割し、災害

時及び停電時のバックアップを行うこと。 
・照明系統については、停電時に最低１／２程度の照度を確保すること。 
・ＰＳ･ＤＳの配置、ピットの対応及び外壁面における給排気ダクト取合のための開

口部確保等は、更新性や拡張性に配慮した計画とすること。 
・機械設備の見え掛かり部分は、形状、材質、色彩など意匠性に配慮したものとす

ること。 
 

イ 電気設備計画 

(ｱ) 受変電設備 
・受電方式は高圧とすること。 
・耐候性や耐久性に配慮の上、屋外キュービクル型受変電設備として屋上へ設置

すること。 
・原則として、変圧器バンクの分割については、電源側三相バランスを考慮する

こと。 
・非常用発電設備は高層に設置することを想定し、防音性に優れ、72時間稼働で

きる容量と、その燃料を備蓄する。また、給油に必要な設備（ポンプ、配管等）

を併設すること。非常用発電機設備の方式は、発電機容量に応じた機能性や環

境性などを考慮し、維持管理面にも配慮して選定すること。なお、引き渡し時

には、燃料を満タンにして引き渡すこと。燃料タンクは、浸水対策を十分に講

じるとともに、補充しやすい構造とすること。 

 
(ｲ) 動力設備 
・各動力盤（空調・換気・その他動力用）から、各動力機器等の負荷設備に電源

及び制御用配線を行う計画とし、省人力化のため自動運転を原則とするととも

に、防災盤にて故障等警報監視が可能な計画とすること。 
・屋上ではケーブルラック及び金属管配管とすること。 

 
(ｳ) 幹線設備 
・電灯設備、動力設備等施設全体の電力容量を確保すること。 
・施設幹線の容量は施工性・ＭＣＣＢの操作性などを勘案し、原則として 225Ａ
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以下とすること。 

・幹線の天井裏横引き配線部分については、ケーブルラック上に敷設すること。 
・各階幹線ルートは二重化を図り、電力供給における信頼性を向上させること。 

 
(ｴ) 中央監視設備 
・事務室において、敷地内施設全体の遠隔監視・制御及び施設全体のエネルギー

マネジメントが可能なシステムを構築すること。防災、防犯関係の監視機器も

集約させ、運用効率の高い機器レイアウトとすること。副受信機を分庁舎内の

宿直室に設置すること。 
・監視・制御は、受配電システム遠隔監視、共用部分照明点滅制御、各種ポンプ・

ファン類の遠隔監視制御、空調設備の遠隔監視制御等が可能なものとすること。 
 

(ｵ) 電灯コンセント設備・電源設備 
・照明制御は、各種制御方式を適切に組み合わせたシステムとし、省エネルギー

化を図ること。 
・各室や共用部、外構部分など、用途に応じた適切な照明器具を設け、環境配慮

型器具を採用すること。 
・各室の用途に応じたコンセントを設置し、外壁部分にも保守点検等必要な箇所

に屋外用コンセントを設けること。 
・外灯は、自動点滅及び時間点灯・消灯が可能な方式とすること。 

 
(ｶ) 電話設備等 
・構内電話交換設備を設けること。 

・OAフロアやケーブルラック等により、必要各所に 2 回線（IP 電話、インターネ

ット回線）の LAN 設備が配線できるよう、配管工事を施しておくこと。なお、

各諸室への配線方法については、設計及び施工の段階において、局と詳細協議

すること。 

・幹線敷設用ケーブルラック、配管及び端子盤などを設けること。 

・ラック幅や配管数は、別途導入機器に対応できるルートと容量を確保すること。

また、将来回線の増幅にも対処可能なものとすること。 

・下記の電話回線を設けること。電話交換機は、将来の回線の増幅に対応できる

ものとすること。 

電話交換機収容回線 

電話回線（光２回線） 

ＦＡＸ回線（１回線） 
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(ｷ) 情報設備 
・別途導入されるインターネット回線の系統の LAN ケーブルが敷設可能な配管を

設置するものとし、ＯＡフロアやケーブルラック等により、必要各所に配線可

能な計画とすること。 

・情報関係の端末設置箇所は、将来の増加にも対応するため、配線上フレキシビ

リティのある配線計画を行い、予備経路なども確保すること。 

・災害時の安全性確保やＥＰＳの適正な確保等に努めること。 

 
(ｸ) テレビ等受信設備 
・地上波デジタル放送の受信が可能な設備を設置すること。 

 
(ｹ) テレビ等電波障害対策 
・本施設着工前及び完成後に、テレビ等電波受信状況調査を実施すること。 
・本施設建設に伴い、近隣にテレビ電波障害が発生した場合は、テレビ等電波障

害対策を行うこと。 
 

(ｺ) 放送設備 
・消防法に定める非常放送及び業務放送兼用設備を設置すること。 
・スピーカーは天井埋め込み型を基本とすること。 
・スピーカーを設置する諸室には音量調整器を設け、個別音量調整が可能な計画

とすること。 
・緊急地震速報受信装置を設け放送設備と連動させ、速報受信時に敷地内に情報

を伝達できるようにすること。 
・自動火災報知設備と連動をとり、敷地内に鳴動するようにスピーカーを設ける

こと。 
 

(ｻ) 保安カメラ設備 
・庁舎前に夜間においても確認可能な保安カメラ（映像録画機能付）を設けるこ

と。また、映像録画機、制御及び確認用モニターについては、事務室に設ける

こと。 
 

(ｼ) セキュリティ設備 
・防災、防犯、安全管理の観点から、安全に稼動できるようなセキュリティシス

テムのための空配管を設けること。なお、セキュリティ設備の設置については、

別途、局と協議すること。 
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(ｽ) 誘導支援設備 
・インターホン、電気錠、トイレ呼び出し等を適宜設けること。設置位置につい

ては、別途、局と協議すること。 
 

ウ 機械設備計画 

(ｱ) 給水設備 
・給水管は高耐久性に配慮するとともに、腐食等の変形が生じにくいものを使用

すること。 
・雨水の再利用、井水の利用など、水資源の有効活用を行うこと。 

 
(ｲ) 給湯設備 
・供給先の利用形態に応じて、適切な給湯方式を選択すること。 

 
(ｳ) 排水設備 
・排水管は高耐久性に配慮するとともに、腐食等の変形が生じにくいものを使用

し、継ぎ手部分にも十分配慮を行うこと。 
 

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

慮した設備とすること。 
・ガス漏れ警報器や緊急遮断弁等の設置により安全性を高め、ガス漏れ等の緊急

時には、事務室で防災管理できるよう配慮すること。 
 

(ｵ) 消火設備 
・消防法に準拠して計画すること。 

 
(ｶ) 衛生器具設備 
・節水性、清浄性に優れた器具を選定すること。 
 

エ 空調設備 

原則として、空調（冷暖房）設備は「別紙９ 諸室の構成及び性能」に示す諸室

を対象とすること。 

また、各室に換気扇を設ける等、各諸室において十分な換気（湿気・結露対策）

ができるよう配慮すること。具体的な空調設備の仕様は、事業者の提案によるもの

とすること。 
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(ｱ) 空調設備 
・空調設備については、個別の制御性と中央監視による運転管理性（スケジュー

ル機能を持つ）の機能を両立させること。 
・各施設の規模・用途に応じて、最適な空調方式を選定するとともに、できるだ

け自然エネルギーを活用することで、環境負荷の軽減に努めるものとすること。 
・冷媒を使用する場合は、地球温暖化防止のため、オゾン層を破壊しない冷媒と

すること。 
 

(ｲ) 換気設備 
・換気設備については、個別の制御性と中央監視による運転管理性（スケジュー

ル機能を持つ）の機能を両立させること。 
・各対象エリアの規模・用途に応じて、最適な換気方式を選定するとともに、各

室のエアーバランスに留意すること。 
・省エネルギー性に配慮し、居室等は空調換気扇の設置を計画すること。また、

可能な限り自然換気を行えるように計画すること。 
 

オ 昇降機設備 

・高齢者、障がい者等の利用を考慮し、昇降機を設けること。 
・昇降機は１基設置し、車いすが使用可能な乗用 15 人乗り（かご内法 1,600×

1,500）とすること。 
・点字表示や音声等の案内情報などの設備を設けること。 
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④ 新庁舎本体に係る要件 

ア 全体計画 

・新庁舎の規模は、執務スペースとして 4,000 ㎡程度を基本とし、浸水対策を含

めて延床面積 5,500 ㎡以下とすること。 
・来庁者車両の駐車場は、出入口近くに設けること。 
・玄関アプローチの人車分離を明確にすること。 
 

イ 主要諸室 

(ｱ) 諸室の概要 

表.1 諸室の概要 

区分 諸室等 

庁
舎
建
物 

低層 エントランスホール、お客さまセンター、待合、

出納室、応接室、更衣室、倉庫、設備室、トイレ

（男性用、女性用、多目的）、ＥＶ 

中層 事務スペース（総務課、経営企画課）、局長室、次

長室、災害対策室、小会議室、更衣室、倉庫、設

備室、トイレ（男性用、女性用）、ＥＶ 

高層１ 事務スペース（工事検査監、水道整備課）、書庫、、

更衣室、倉庫、設備室、トイレ（男性用、女性用）、

ＥＶ 

高層２ 事務スペース（下水道整備課）、大会議室、更衣室、

倉庫、設備室、トイレ（男性用、女性用）、ＥＶ 

屋上 空調・機械室もしくは設備スペース等 

※上記はフロアごとのまとまりを参考に示す。 
 

(ｲ) 配置予定公用車 

表.2 配置予定公用車 

車両 台数 大きさ 

普通車 25 全長 4.7m 以内、全幅 1.7m 以内、全高 2m 以内 

合計（台） 25  
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(ｳ) 所要機能 
 所要機能は以下に設定した内容に応じ整備すること。 

【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 

 

表.3 庁舎建物 

諸室名称 用途等 

低層  

1 エントランス

ホール 

【A：必須事項】 

・風除室を設けること。 

・正面玄関付近（風除室の外）に庁舎用カメラ付きインタ

ーホンを設置すること。 

2 お客さま 

センター 

職員の執務室及び来庁者対応用として使用する。 

【A：必須事項】 

・来庁者からの各種相談、届出等を処理するために必要な

ローカウンター式相談コーナーを設けること。（幅 1.5m

×2 人、幅 1.5m×3人、幅 1.5m×4人） 

・各種書類、ファイル等を保管する書棚（可動式）が別途

設置されることを想定しておくこと。職員一人当たり 12

～14fm（ファイルメーター）とする。詳細は局と協議の

上決定する。 

・書棚（可動式）設置のため、必要に応じて床面を補強し

ておくこと。 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

【B：提案事項】 

・来庁者が見やすい場所に展示・PRスペースを設けること。

（エントランスホール等でも可） 

・子ども連れの方も来庁しやすいように、キッズスペース

やベビーシートを備えた授乳室を、近接した場所に設け

ることが望ましい。 

3 出納室 水道料金、各種手数料などの現金を管理するために使用す

る。 

【A：必須事項】 
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・来庁者からの各種支払い等を処理するために必要なカウ

ンターコーナーを設けること。 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

4 倉庫 

(各階配置) 

事務用品、資機材、各種書類、ファイル等及びその他の物

品の保管場所として使用する。 

5 更衣室 

(各階共通) 

【B：提案事項】 

・ゆとりをもたせた広さ、配置とする。 

・雨具等を干せるスペースを設けること。 

6 職員用 

出入口 

来庁者との動線区別のため、職員の出入口として使用す

る。 

【A：必須事項】 

・タイムカード用のカウンターを設置すること。 

【B：提案事項】 

・ヘルメット・長靴等を収納するロッカー（約 150 人分）

を設置するスペースを確保すること。 

中層  

1 事務室 

(経営企画課、 

総務課） 

職員の執務室及び来庁者対応用として使用する。 

【A：必須事項】 

・執務室と廊下は壁及び扉で区画すること。 

・執務室内については、部門間の調整や職員間の連携を容

易とするため、壁や間仕切りのないオープンフロアとす

る。 

・来庁者からの各種相談、届出等を処理するために必要な

カウンター式の相談コーナーを設けること（幅 1.8m×2

か所）。 

・各種書類、ファイル等を保管する書棚（可動式）が別途

設置されることを想定しておくこと。職員一人当たり 12

～14fm（ファイルメーター）とする。詳細は局と協議の

上決定する。 

・書棚（可動式）設置のため、必要に応じて床面を補強し

ておくこと。 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

2 局長室 局長の執務室及び来庁者対応用として使用する。 

【B：提案事項】 
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・遮音性能を有する構造とする。 

3 次長室 次長の執務室及び来庁者対応用として使用する。 

【B：提案事項】 

・遮音性能を有する構造とする。 

高層  

1 事務室 

(工事検査監 

水道整備課、 

下水道整備課) 

職員の執務室及び来庁者対応用として使用する。 

【A：必須事項】 

・執務室と廊下は壁及び扉で区画すること。 

・執務室内については、部門間の調整や職員間の連携を容

易とするため、壁や間仕切りのないオープンフロアとす

る。 

・来庁者からの各種相談、届出等を処理するために必要な

カウンター式の相談コーナーを設けること。（水道整備

課：幅 1.8m×2か所、 

下水道整備課：幅 1.8m×1 か所） 

・各種書類、ファイル等を保管する書棚（可動式）が別途

設置されることを想定しておくこと。職員一人当たり 12

～14fm（ファイルメーター）とする。詳細は局と協議の

上決定する。 

・書棚（可動式）設置のため、必要に応じて床面を補強し

ておくこと。 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

共用  
1 中央管理室 事務室内に中央監視設備を設置する。 

2 サーバー室 各種サーバー類を集約する。 

【A：必須事項】 

・出入口には機械設備を設置予定のため、必要な配管等を

設置すること。窓は設置しないこと。 

・床はフリーアクセスフロア(H=300mm 程度)とし、床材に

は帯電性防止床材を用いること。 

・日常のシステムメンテナンスと各サーバーや端末等の更

新のために必要なスペース及び UPS、機器の冷却に必要

な空調性能を確保すること。空調設備にはバックアップ

機を設置すること。 

・分電盤は専用盤として設置すること。 
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・構内通信網の敷設時に取り回しが容易となるよう、建物

中層階へ配置すること。 

・大型機器の搬入に対応した出入口とすること。 

・不活性ガス消火設備とすること。 

3 休憩室 

（各階配置） 

主に職員の休憩に使用する。 

【A：必須事項】 

・手洗を設けること。 

4 給湯スペース 

（各階配置） 

【A：必須事項】 

・休憩室に近接すること。 

・ミニキッチンを設けること。 

5 災害対策室 通常は大会議室として使用し、非常等に災害対策室として

使用する。 

【A：必須事項】 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

・遮音性能を有する構造とする。 

6 書庫 各種書類、ファイル等の保管場所として使用する。 

【A：必須事項】 

・別途集密書架設置のために必要な床面補強を行うこと。 

7 小会議室 

(各階配置) 

来訪者及び職員間の会議室として使用する。 

【A：必須事項】 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

【B：提案事項】 

・遮音性能を有する構造とする。 

8 大会議室 来訪者及び職員間の会議室として使用する（災害対策室と

は別に設置する）。 

【A：必須事項】 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 

【B：提案事項】 

・遮音性能を有する構造とする。 

9 入札室 入札の際に使用する。普段は会議室としても使用する。 

【A：必須事項】 

・レイアウト変更が容易にできるよう、ＯＡフロアとする

こと。 
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【B：提案事項】 

・遮音性能を有する構造とする。 

10 シャワー室 職員が使用する。 

【A：必須事項】 

・更衣できるスペースを設けること。 

・ユニットシャワーを設置すること。 

【B：提案事項】 

・来訪者動線から離れた場所に設置すること。 

11 清掃員等控室 外部委託の清掃員等が控室として使用する。 

【B：提案事項】 

・来訪者動線から離れた場所に設置すること。 

12 資料室 各種資料等の保管場所として使用する。 

13 仮眠室 当直勤務員のための夜間仮眠室及び更衣室として使用す

る。 

【A：必須事項】 

・施錠可能な個室タイプとすること。 

・遮音性能を有する構造とする。 

・配置については、公用車駐車場まで安全・短時間で到達

できる位置とすること。 

・上足で踏込とすること。 

・照明は単独点灯可能とすること。 

・個室に個別のエアコンを設けること。 

14 トイレ 

(各階共通) 

【A：必須事項】 

・男性用、女性用、多目的トイレを設置すること。 

・多目的トイレはお客さまセンター階にのみ設置するこ

と。オストメイト対応とし、ステンレス手摺、バリアフ

リー洗面、汚物流し（壁付）、鏡、シャワー（シングルレ

バー混合水栓）、緊急呼出装置、ベビーシート、水石鹸入

れ等を設置すること。 

・多目的トイレには呼出用押しボタンを設け、お客さまセ

ンターに設置されたトイレ呼出受信機に警報表示を行

うこと。 

・人感センサー付照明とすること。 

・小便器は、センサー等により自動排水とすること。なお、

手洗いについても、自動水栓対応とする。 

・トイレエリアと手洗いエリアを区別して設けること。 
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15 設備室 

(各階共通) 

※空調方式に

より必要な場

合に設置 

空調等の設備設置スペースとして使用する。 

【A：必須事項】 

・屋外から機械の入れ替えができるようにすること。 

【B：提案事項】 

・遮音性能を有する構造とすること。 

16 ＥＶ 

(各階共通) 

【A：必須事項】 

・車いす利用に対応した仕様とすること。 

屋上、その他  

1 空調・機械室

もしくは設置

スペース 

空調設備、換気設備、変電設備、非常用発電設備等の設置

場所として使用する。屋内もしくは屋外に設置。 

 
⑤ 外構等に係る要件 

ア 外構全般 

・災害時には給水拠点としても運用できるよう、緊急取水口を設けるなど配慮す

ること。耐震性の受水槽を設けること。 
・フラッグポールを設置すること。 
・庁舎周辺等、敷地内は適切な位置に外灯を設置すること。 

 
イ サイン計画 

上下水道局庁舎のサイン計画については、以下の要件を満たすこと。なお、外部

に設ける施設名板や室名の文言については、設計業務段階において局に確認する

こと。 

・施設の案内板を、シンプルかつ大きな文字のデザインで施設内部の分かりやす

い位置（玄関付近）に設置すること。 
・室名称のサインは、全ての諸室に設けること。 
・トイレ、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、ピクト

グラムとしてもよい。 
・点字サイン、誘導表示等をわかりやすい場所に配置すること。 
・公共施設の名称を示す看板を敷地外部の通りに面して設置すること。 
・外国人に配慮した言語表示とすること。 
 

ウ 駐車場・駐輪場 

・駐車場は、配置予定車両分の他、来庁者用 20台程度を確保すること。 

・来庁者駐車場は来庁者の利便性及び敷地・建物形状を考慮し、管理車両の動線

と分離するよう配慮すること。 
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・身障者等用駐車場は「高齢者、障害者の移動の円滑化の促進に関する法律」に

基づき、必要台数を確保し、新庁舎玄関へ近接させること。 

・EV車用の充電設備を将来設置できるよう、空配管を設けておくこと。 

・駐輪場は、自動二輪車 40 台、自転車 100 台を確保すること。来訪者、職員共に

利用しやすい場所に配置すること。 

・駐輪場は屋根及び電灯を設置すること。 
 
 
４ 地質調査業務遂行に関する要求内容 

局が事業用地内で実施した地質調査の成果は、「参考資料１：地質調査報告書（令和３

年度）」に示す。これを踏まえ、本事業に必要となる地質調査は、「別紙 10：地質調査業務

委託要領」に準じて、適切な時期に実施すること。 

 
 
５ 電波障害調査業務遂行に関する要求内容 

電波障害調査（机上調査、事前調査、事後調査）を実施すること。 

また、電波障害の対策が必要となった場合、事業者の責めにおいて速やかに実施するこ

と。 
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第３ 建設業務要求水準 

１ 業務の対象範囲 

事業者は、実施設計図書、本要求水準書、提案書、事業契約書等に基づいて、上下水道

局新庁舎の建設を行うこと。局は、本事業に関連し、工事監理業務を別途に発注する予定

である。事業者は、当該工事監理業務の受注者（以下、「工事監理者」という。）と十分な

調整を図り、建設業務を円滑に遂行すること。 

 
２ 業務期間 

⑴ 業務期間 
本要求水準書に示す期日までに建設工事を完了すること。 

 
⑵ 業務期間の変更 

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

の履行期間）の延長を必要とし、その旨を請求した場合は、延長期間を含め、局と事業

者が協議して決定するものとする。 

 
３ 業務の内容 

⑴ 基本的な考え方 
ア 本要求水準書、事業契約書等に定められた公共施設の建設履行のために必要とな

る業務は、本要求水準書等において局が実施することとしている業務を除き、事業

者の責任において実施すること。 
イ 本事業の着手に先立ち、局が実施する近隣住民への説明会に関する資料作成を行

うこと。 
ウ 工事期間中は、近隣住民に対し工事状況及び工事予定を告知すること。 
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⑵ 工事計画策定にあたり留意すべき項目及び局の承認を得る必要のある事項 
ア 上下水道局新庁舎の建設にあたり、関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参

照して適切な工事計画を策定すること。 
イ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その

他、建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の

近隣対応を実施すること。 
ウ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、近隣への対応について、事業者は局に対して、

事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。 
エ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、近隣に対して工事内容を周知徹底して理解を

得、作業時間の了承を得ること。 
オ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、

振動等）を最小限に抑えるための工夫を行うこと。 
カ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、分庁舎の業務に支障が無いよう、動線の確保、

来庁者及び職員の安全確保等、十分に配慮すること。 
 
⑶ 工事提出書類 

工事提出書類については、「徳島県営繕課_工事提出書類一覧」を基に、局と協議して

提出すること。 

 
⑷ 着工前業務 

① 各種申請等 

上下水道局新庁舎の建設にあたり、建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手

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

可等の書類の写しを局に提出すること。 

 
② 近隣調査・準備調査等 

ア 上下水道局新庁舎の着工に先立ち、近隣住民との調整、建築準備調査等（周辺家  
屋影響調査を含む）を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確  
保すること。 

イ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、局の事前調査を参考にしつつ、建物及びその 
工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があれば適切な対策を講じる

こと。 
ウ 上下水道局新庁舎の建設にあたり、近隣への説明等を実施し、工事工程等につい 

ての了解を得ること。 
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③ 施工計画書の提出 

事業者は、建設工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、局及び工事

監理者に提出して、承認を得ること。 

 
⑸ 建設期間中業務 

① 建設工事 

各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書

に従って公共施設の建設工事を実施すること。事業者は、工事現場に工事記録を常に

整備すること。工事施工においては、局及び工事監理者に対し、以下の事項に留意す

ること。 

 
ア 事業者は、工事進捗状況を局及び工事監理者に毎月報告する他、局または工事監

理者から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 
イ 事業者は、局及び工事監理者と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中

間検査を行うこと。なお、検査・試験項目及び日程については、事前に局及び工

事監理者に連絡し、承認を得ること。 
ウ 局及び工事監理者は、事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、必

要に応じて随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。 
 

事業者は、近隣住民に対し、以下の事項に留意して工事を実施すること。 

 
ア 上下水道局新庁舎の工事中における当該関係者及び近隣住民への安全対策につ

いては、万全を期すこと。 
イ 上下水道局新庁舎の工事を円滑に推進できるように必要な工事状況の説明及び

調整を十分に行うこと。 
 

② その他 

ア 原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うも

のとするが、局が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではな

い。 
イ 本工事施工にあたり、近隣並びに周辺通行者等第三者の生命財産等に危害を及

ぼさないよう周到な計画を立て、高度な技術をもって対処すること。また、事業

者は、工期（業務の履行期間）を充足する第三者に対する損害賠償保険に加入し、

保険証書の写し又は申込書の写しを契約締結時に提出しなければならない。契

約締結時に申込書の写しを提出した場合は、後日、保険証書の写しを提出しなけ

ればならない。なお、保険金額は事業者の任意とする。万一、第三者との間に紛
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議が生じた場合は、事業者は責任を持ってその解決にあたり、またその賠償の責

を負うものとする。 
ウ 事業者は、建設期間中に、書類を、工事の進捗状況に応じて、遅滞なく局及び工

事監理者に提出すること。 
 
⑹ 完了時の業務 

① 事業者による完成検査及び局及び工事監理者によるしゅん工検査 

ア 事業者による完成検査 

・事業者は、事業者の責任及び費用において、完成検査及び機器等の試運転等を

実施すること。 
・完成検査及び機器等の試運転の実施については、それらの実施日の 7 日前まで

に局及び工事監理者に書面で通知すること。 
・局及び工事監理者は、事業者が実施する完成検査及び機器等の試運転に立会う

ものとする。 
・事業者は、局及び工事監理者に対して、完成検査及び機器等の試運転の結果を

検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。 
 

イ 局によるしゅん工検査 

局及び工事監理者は、事業者による完成検査及び機器等の試運転の終了後、当該

施設等について、以下の方法により行われるしゅん工検査を実施するものとする。 

 
・局及び工事監理者は、建設会社及び工事監理者の立会いの下で、しゅん工検査

を実施するものとする。 
・しゅん工検査は、局及び工事監理者が確認した設計図書との照合により実施す

るものとする。 
・事業者は、機器等の取扱に関する局への説明を前項の試運転とは別に実施する

こと。なお、各施設、機器等の使用方法について操作・運用マニュアルを作成

し、局に提出し、その説明を行うこと。 
・事業者は、局及び工事監理者の行うしゅん工検査の結果、是正・改善を求めら

れた場合、速やかにその内容について是正し、再検査を受けること。なお、再

検査の手続きはしゅん工検査の手続きと同様とする。 
・事業者は、局及び工事監理者によるしゅん工検査後、是正・改善事項がない場

合には、局からしゅん工検査合格書の交付を受けるものとする。 
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ウ 完成図書の提出 

事業者は、局からのしゅん工検査合格書の受領後直ちに、以下の完成図書を局へ

提出すること。また、これら図書の保管場所を上下水道局新庁舎内に確保すること。 

 
【完成時の提出書類】 

1 完成図（建築、電気設備、機械設備） 

2 操作運用マニュアル 

3 要求水準書との整合性の確認結果報告書 

4 事業提案書との整合性の確認結果報告書 

 
 

② 所有権移転等の関連手続 

事業者は、局からしゅん工検査合格書を受領した後直ちに、完成図書とともに、上

下水道局新庁舎の局への引渡しを行う。 

 


