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１．リニューアル整備の背景・目的及び方針 
新開地(神⼾市兵庫区)は、かつて神⼾随⼀の興業街として栄え、⼤衆演劇から映画まで多種 

多様な⽂化が⼊り混じり、神⼾の都市⽂化を⽣み・育ててきました。神⼾アートビレッジセン 
ター（愛称KAVC(かぶっく)）は、そんな新開地をアートの力を通じてさらに活気あふれる街 
にしたいという想いから平成8年(1996年)にオープンした⽂化芸術施設です。※１ 

これまで同施設は関⻄アート界において、主に小劇場系演劇・現代美術の発掘・発展に役割 
を果たしてきましたが、令和３年で25年を迎えた事を機に、時代に即した機能へと見直しを 
図り、アーティストやアートに関⼼がある⼈々だけでなく、地域の⼈々や若者など⼀般の市⺠ 
が日常的に訪れ利用される開かれた施設としつつ、訪れた⼈がアートに出会うきっかけを提供 
する事で利用者を増加させ、地域活性化及び⽂化芸術振興につなげる事を目指します。 

機能の見直しにあたっては、令和３年４月から10月にかけて、有識者等(地域住⺠、商店街 
関係者、アーティスト、教育関係者、⺠間事業者、⾏政)による「神⼾アートビレッジセンタ 
ー地域活性化機能検討会」を開催するなど※２し、目指すべき方針について検討してきまし 
た。 

本プロポーザルは、これらを踏まえ、令和５年４月のリニューアルオープンに向け施設を整
備するにあたり、設計・施工を⼀括して発注するため、高い技術力及び豊富な経験等を有する
事業者を選定することを目的に実施するものです。 

 
※１ 現時点での神⼾アートビレッジセンターの業務内容に関する詳細は下記ホームページ 

を参照してください。 https://www.kavc.or.jp/ 
※２ 神⼾アートビレッジセンターの活性化に向けた取組みや方針については下記ホームペ 

ージを参照してください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a36708/20210702_kavc_tosho.html 

 
２．施設概要 

 施設名称 神⼾アートビレッジセンター 
      （コルポラレアルス（集合住宅）との複合） 
 敷  地 神⼾市兵庫区新開地５丁目３番14号 
 規  模 地下１階、地上17階建て（内 KAVC部分 地下1階から地上4階まで） 
 構  造 SRC造 

対象面積 約4,376㎡の⼀部 
地域地区 商業地域（80/600）、防火地域、高度地区指定なし、中央駐車場整備地区 

新開地地区まちづくり協議会地区（※ 現時点の内容を示す） 
 
３．業務概要 
(１)受注者の業務概要 

①設計業務及び工事監理業務（設計事務所業務） 

https://www.kavc.or.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/a36708/20210702_kavc_tosho.html
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ア 施設の基本設計・実施設計 
・施設への興味・関⼼を向上させるための設計過程の地域共有等含む。 

例：期間中にワークショップを２回程度実施する等(内容は提案による) 
イ 工事監理 

・現場説明、定例会議、検査対応等 
ウ 施設の整備に必要な手続き・調査 

・関係機関との協議、申請手続き等 
エ リニューアルにかかるアートディレクション 

・施設ロゴデザイン 
・サイン、制作物デザイン（パンフレット、各種ポスター、名刺など） 
・WEB ディレクション（HP、SNS の構築など。保守管理は含まない） 

※施設名称改称予定のため、デザイン関連については名称決定後別途協議 
オ その他これらを実施する上で必要な関連業務及び打合せ 

②工事施工業務（施工業者業務） 
ア 設計に基づく工事施工 
イ 工事中の安全管理・施設管理者との調整 
ウ 近隣対策・対応 
エ その他これらを実施する上で必要な手続き・関連業務 

③必要経費の算出 
 基本設計完了時に設計・工事監理・工事施工に関する必要経費については、⺠間での取引、 
相場を勘案して経費の算出を⾏うこと。 

 
(２)遵守すべき関係法令等 

本業務の実施に当たっては、以下に掲げる関係法令等（施⾏令及び施⾏規則等も含む。） 
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 
載のない関係法令等についても適宜参考にすること。なお、本施設の整備に関して特に留意 
すべき関係法令等は次のとおり。 

 
建築基準法 ／ 都市計画法 ／ 消防法 ／水道法 ／ 下水道法 ／ 水質汚濁防止法／道路法 ／  
騒音規制法 ／ 建築士法 ／ 建設業法 ／ 下請代金支払遅延等防止法／個⼈情報保護法／ 
神⼾市住環境条例／神⼾市建築安全条例／兵庫県福祉のまちづくり条例／ 
その他関連する法令等。また、管理組合規約を遵守すること。 

 
４．整備概要 

(１)整備概要 
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①必要諸室 
 本業務完了後に必要な諸室は下表の「整備後」の欄に記載のとおりとする。ただし、本業 
務で整備が必要な内容については「４.(２)整備内容」を参照のこと。 
階数 整備前(現況) 整備後 
B１ シアター／スタジオ１・２・３ ギャラリー／スタジオ１・２・３ 
１ エントランス／キッチン／コミュ

ニティスペース／ギャラリー／ 
受付／チラシ配架コーナー 

エントランス／キッチン／コミュニティスペ
ース／アーティスト支援スペース／子どもス
ペース／授乳スペース／おむつ替えスペース
／受付・スタッフ事務スペース・バックヤー
ド／チラシ配架コーナー 

２ ホール ホール 
３ アトリエ１・２／会議室１・２ アトリエ１／倉庫／会議室１／会議室２ 
４ スタッフ事務スペース／バックヤ

ード／リハーサル室１・２ 
スタッフ事務スペース／バックヤード／  
スタッフ休憩スペース／リハーサル室１・２ 

各階 トイレ(⼀部和式含) トイレ(全て洋式) 
 
②ガス設備 既存設備を使用予定（提案内容に応じて変更可） 
③電気設備 施設内照明、コンセント、Wi-Fi設備(既存設備) 
④空調設備 既存設備を使用予定（提案内容に応じて変更可） 
⑤給排水衛⽣設備 既存設備を使用予定（提案内容に応じて変更可） 
⑥その他  施設の使用目的に応じて利便性が高いと思われる内容に応じ採用する 

 
(２)整備内容 

リニューアルにあたり、本業務で少なくとも整備が必要と想定される内容等は以下のとおり 
(以下の諸室以外の整備提案を妨げるものではない)。ただし、規模は目安であり、事業者の提 
案による。各室の目的を確保しつつ、間取り等を工夫し利用しやすい効率的な配置とする。 

階 必要諸室 整備内容 配備する備品等 

Ｂ１ ギャラリー 現シアターをギャラリーに模様替えする。可動間仕切壁等
含め、１階の現ギャラリーと同等機能を想定(その他多様
な使い方の提案を妨げるものではない)。シアターとして
の機能を残す必要はないが、既存の映写室は残し、プロジ
ェクター等を利用した映像作品展示に活用できる設えとす
る。 
［想定される用途］作品展示、ワークショップ等 

 

スタジオ３ 既存の防音機能を活用しつつ、映像制作にも対応できるよ
うな内装もしくは備品設置スペースを設ける(例：壁面へ
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のグリーンバックスクリーン（ロール式）及び照明器具の
設置など。) 
［想定される用途］音楽練習、動画撮影等 

トイレ 内装および便器等衛⽣設備の更新・洋式化(ウォシュレッ
ト設置)を含め美装化する。 

おむつ替え台 

共用部 定期的な施設利用者のため、共用部に着替え等を保管でき
る定期貸しロッカーを設置する。 

ロッカー(鍵式) 
10⼈分程度 

１ エントランス 地域の⼈々が日常的に立寄りやすい空間としつつ、アート
にも関⼼を持ってもらうため、アート作品の設置スペース
の確保(作品(彫刻)は別途設置を想定しているが、これに
合わせた仕様については市と協議要)に加え、各階で実施
されている講座やイベント等が⼀目で把握できるよう工夫
する。 

イベント掲示板
等 

コミュニティ 
スペース 

普段は主に⼤⼈が利用するスペースとして、地域の⼈々が
日常的に立寄りやすく、仲間でも集える空間とする。加え
て、キッチンや子どもスペースと⼀体的に活用する事で、
時間帯やイベントによって多様な使い方ができるよう工夫
する。 
日中は施設内外の明るさの差等の要因により、外から中の
様子が窺いにくいという課題があるため、これを(例えば
内装・照明計画・低反射ガラスの採用等により)解決する
対策を施し、通⾏⼈に施設内の活動等に興味を持ってもら
うよう工夫する。 
［想定される用途］ワークショップ、講座、セミナー、地
域団体活動、コワーキングスペース、喫茶、マルシェ等 

本棚、机、椅子 

キッチン シェアキッチンとして複数の事業者が活用できるよう工夫
する。飲食できるスペース(６席以上)を含め下図指定の範
囲内で整備するとともに、配膳スペースと動線が重ならな
い様配慮する。 
［想定される用途］シェアキッチンによる喫茶、食堂、 
こども食堂、アーティストによるバー等 

ガスコンロ、 
業務用冷蔵庫、
業務用冷凍庫 

アーティスト 
支援スペース 

施設の内外から興味を引くため、フレキシブルに活用でき
るよう工夫する。 
［想定される用途］アーティストによる作品制作・展示・
販売・ワークショップの実施、地下ギャラリーでの展示と
併せてショーウインドウとして活用する等 
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子どもスペース 普段は主に未就学児およびその保護者が利用するスペース
として、アート関連の本やおもちゃを配置・収納し、日常
的に立寄りやすく居⼼地の良い空間とする。 
夜間など子どもの利用がない時間帯はコミュニティスペー
スと⼀体的に活用することで⼤⼈も含めて多様な使い方が
できるよう工夫する。 
日中は施設内外の明るさの差等の要因により、外から中の
様子が窺いにくいという課題があるため、これを(例えば
内装・照明計画・低反射ガラスの採用等により)解決する
対策を施し、通⾏⼈に施設内の活動等に興味を持ってもら
うよう工夫する。 
［想定される用途］子育て世帯の遊び場、子ども向けアー
ト教室、⼤⼈向けアート教室、壁面やガラスへのペイン
ト、子ども食堂等 

絵本等500冊程度
(既存)、アート
関連書籍(新
設)、アート玩具
(新設)、ボード
ゲーム(新設)等
提案による 

受付・    
事務スペース、
バックヤード 

貸室等の受付や、施設内の各フロアについて案内する職員
が座る事務スペース。1階の他のスペースとの間仕切りは
腰壁やガラス等とし、施設の利用状況が見渡せるようにす
ること。また、受付で小規模なアート作品や本・冊子等を
展示販売できるような什器のデザインとすること。備品の
保管場所としてバックヤードを隣接させ、できる限り事務
スペースと同程度の広さを確保する。 
［職員数］受付２⼈＋事務６⼈ 
※シフト制のため常時４〜６⼈程度(受付含む)使用を想定 
※既存のパソコン、モニター等使用予定 
※４階事務所への内線及び外線の電話をかけることができ
るよう、配線などを設置すること。 
※フリーアドレスの採用等によりできる限り省スペースと
すること。 
※什器デザイン・電気設備等は用途に応じた設計とする。 

机、椅子(６脚＋
予備)、ロッカー
等 

チラシコーナー 全国で開催されるアート関連イベントのチラシを配架す
る。(できる限り現況と同程度のスペースを確保するこ
と。) 

チラシラック 

授乳スペース 
おむつ替え  
スペース 

授乳スペース及びおむつ替えスペースをそれぞれ個室で１
部屋(できれば２部屋)ずつ確保する。 

授乳用イス 
おむつ替え台 
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トイレ 内装及び便器等衛⽣設備の更新・洋式化(ウォシュレット
設置)を含め美装化する。 

 

２ ホール 別途工事による音響設備工事を実施予定。休館期間短縮の
ため、本工事と並⾏して実施するため、工程について施工
事業者間で協議しながら進める。 

 

トイレ 内装及び便器等衛⽣設備の更新・洋式化(ウォシュレット
設置)を含め美装化する。 

おむつ替え台 

３ アトリエ 廊下側の壁面や建具を⼀部ガラスに替える等活動を見える
化し利用者の興味・関⼼を引く。 

 

会議室１、２ 廊下側の壁面や建具を⼀部ガラスに替える等活動を見える
化し利用者の興味・関⼼を引く。 

 

トイレ 内装及び便器等衛⽣設備の更新・洋式化(ウォシュレット
設置)を含め美装化する。 

おむつ替え台 

共用部 定期的な施設利用者のため、共用部に着替え等を保管でき
る定期貸しロッカーを設置する。 

ロッカー(鍵式) 
10⼈分程度 

４ 事務スペース、
休憩スペース、
バックヤード 

事務作業を主とする職員が座る事務スペース。事務作業ス
ペースには既存什器を活用しながら、１階に移動した職員
分のスペースを有効活用し、休憩スペース及びバックヤー
ドを整備する。 
［職員数］事務８⼈ 
※シフト制のため常時４〜６⼈程度使用を想定 
※休憩スペースは同時に４〜６⼈程度使用を想定 

机、椅子(６脚＋
予備)、ロッカー
等 

トイレ 内装及び便器等衛⽣設備の更新・洋式化(ウォシュレット
設置)を含め美装化する。 

おむつ替え台 

※キッチン整備範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １階平面図 

キッチン整備範囲 
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(３)整備内容等の変更について 
①神⼾市による変更 

神⼾市は工期中に次の事由により整備内容等の見直し、その変更を⾏うことがある。 
整備内容等の見直しに当たっては、神⼾市は事前に受注者に連絡する。見直しに伴って整備 
内容等が変更されるときは、これに必要な契約変更を⾏う。 

ア 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。 
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 

変更したとき。 
ウ 神⼾市の事由により業務内容の変更が必要なとき。 
エ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。 

②協議による変更 
ア 設計及び施工中に変更を⾏う必要が⽣じた際には、神⼾市及び受注者の２者の協 

議にて合意形成を図ること。 
 
５．設計及び工事監理業務に係る要求水準等 
(１)設計及び工事監理業務要求水準 

①設計及び工事監理業務総則 
a.業務の対象範囲 

設計者は、提案書類、設計施工業務委託契約書、当仕様書等に基づいて、設計者の責 
任において設計及び工事監理業務を⾏うこと。 
ア 設計者は、設計業務の内容について神⼾市と協議し、業務の目的を達成すること 
イ 設計者は、業務の進捗状況に応じ、神⼾市に対して定期的に報告を⾏うこと。 
ウ 設計者は、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神⼾市に報告す 

るとともに、各種許認可等の書類を神⼾市に提出すること。 
エ 図面、タイトル、縮尺表現方法、工事費内訳書、工事監理報告書等の様式及び整理 

方法は、神⼾市の指示を受けること。また、図面は、工事種別ごとに順序よく整 
理統合して作成し、各々⼀連の整理番号を付けること。 

オ 神⼾市が議会や市⺠等（近隣住⺠も含む）に向けて設計内容に関する説明を⾏う場 
合や補助金の申請を⾏う場合等、神⼾市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する協力を⾏うこと。 

カ 建築工事、機械設備工事、電気設備工事の仕様は、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」平成31年版の各種工事編に則ること。 

  キ 業務の⼀部を再委託する場合は神⼾市に事前申請し、承諾を得ること。 
b.関係官公署・施設管理者との協議 

設計者は、関係官公署・施設管理者と協議し、その指導等に従うこと。 
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c. 設計体制と管理技術者の設置・進捗管理 
 設計者は、設計業務の管理技術者を配置し、組織体制と合わせて設計又は工事監理着 

手前に以下の書類をもって神⼾市に通知すること。また、設計業務の進捗管理につい 
ては、設計者の責任において実施すること。 

［設計］ 
ア 設計業務着手届 
イ 管理技術者届（設計経歴書を添付のこと） 
ウ 担当主任技術者・協力技術者届 

 ［工事監理］ 
ア 工事監理者通知書 

d.設計計画書及び設計業務完了届の提出 
設計者は、現場確認等の事前調査を⾏ったうえで、設計着手前に詳細工程表を含む設

計計画書を作成し、神⼾市に提出して承諾を得ること。なお、設計業務が完了したとき
は、設計業務完了届を提出すること。 
e.設計に係る書類の提出 

設計完了時に以下の図書を提出すること。神⼾市は内容を確認し、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、提出図書はデジタルデータ
（CAD/DXF形式及びオリジナルデータ、Word、Excel、PDF等）も提出すること。 
なお、提出時の体裁等については、別途神⼾市が指示を⾏う。  

ア 意匠設計図（Ａ３版）１部（必要に応じて構造検討資料を添付） 
イ 設備設計図・計算書 １部（必要に応じて構造検討資料を添付） 
 ※ア、イに関しては別途図面リストを添付すること。 
ウ 什器・備品リスト・カタログ 各１部 
エ 什器・備品配置計画図 １部 
オ パース（外観・内観）（Ａ３版） ２部 
カ 工事費積算内訳書・積算数量調書 各１部 
キ 打合せ記録簿・指示書 
ク その他必要図書 ⼀式 

f.設計業務に係る留意事項 
ア 神⼾市は、設計者に設計の検討内容について、必要に応じて随時確認することができる 

ものとする。なお、設計者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに神⼾市から 
提供を受けた関連資料を当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

イ 備え付け備品及び必要となる什器・備品の提案を⾏い、調達についても本業務に含む。 
g.工事監理に係る書類の提出 

工事完了時には以下の図書を提出すること。神⼾市は内容を確認し、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。 

ア 監理業務報告書（施工進捗写真及び隠蔽部の写真を含む） 
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イ 打合せ記録簿・指示書 
ウ 工事検査記録 

 
②事前調査業務 

設計者が神⼾市の協力を必要とする場合、神⼾市は資料の提出、その他について協力する。 
 
③各種申請等業務 

設計者は、施設整備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、適切
な時期に実施すること。 

 
④設計業務 

設計者は整備内容の検討にあたり下記留意事項に配慮すること。 
a.建築計画に関する留意事項 

平面・動線計画 ・諸室の特性を把握し、機能性、安全性、利便性に配慮した平面計画とす
る。 
・本施設内動線はすべての利用者が安全で円滑に移動できるよう配慮す
る。日常から分かりやすい動線とし、緊急時の避難等がスムーズに⾏える
よう、十分に配慮する。 

外観計画 ・外装改修を⾏う場合、開放的で利用しやすく周辺環境・景観形成に配慮
した外観計画とする。 

内装計画 ・内装仕上は、素材感や色あいの工夫など、空間特性にふさわしい計画 
とし、場所に応じて居⼼地のよい雰囲気・イメージづくりに努める。 

・仕上材は、各機能、諸室等の用途、特性や使用頻度等に応じた計画と 
し、美観や維持管理面に配慮した適切な材料を選定する。 

・⼈が触れる範囲の仕上材については特に留意し、傷や凹みのしにくい材 
料や、傷みが気にならないような材料選定、定期的な修繕のしやすい汎 
用性のある材料を用いるなどの配慮を⾏う。 

・使用材料は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの化学物質を含 
むものを避け、環境面や改修時への対応にも配慮する。 

・ガラス壁面などの場合には、衝突防止など安全への配慮を十分に⾏うこ 
と。 

・設計にあたって木材を使用する場合は、六甲山材、兵庫県産材の活用も
検討すること。 

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

・室名サインについては、増設や取替えができるよう配慮する。 
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ユニバーサル 
デザイン 

・すべての⼈にとって分かりやすく、多様な世代が利用しやすい空間とな
るよう配慮する。 

ライフサイクル
コストの低減 

・施設を整備するイニシャルコストだけでなく、維持管理費を含めたラン 
ニングコストも考慮し、 トータルでライフサイクルコストの低減を図れ 
る計画とする 。 

・設備更新の搬⼊経路の確保を⾏うなど建築及び設備の更新、修繕を容易 
に⾏える計画とする。 

・再⽣可能エネルギーの活用や省エネルギー機器の採用などにより、維持 
 管理費の節減を考慮する。 
・利用者が利用するスペースにある器具類等は、十分な破損防止対策 

を⾏ったうえで、交換が容易な仕様とする。 
・耐久性や信頼性の高い材料や設備を採用するなど、維持管理費の低減が 

図れるものとする。 
什器・備品計画 ・使用材料は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの化学物質を含 

むものを避け、環境面や改修時への対応にも配慮する。 
防犯 ・外部からの侵⼊防止や犯罪等の発⽣防止が図られ、利用者のプライバシ 

ー、セキュリティが確保されること。 
室内環境 ・用途に応じた各種騒音への対策や遮音性など必要となる音環境が確保さ 

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

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

きること。 
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b.設備計画に関する留意事項 

基本事項 ・本施設は、建設工事中も含めて、最新の設備機器を導⼊する等、周辺への 
騒音や振動等による影響を最⼤限抑制する。 

・技術の革新に対応する交換の容易な設備を設置する。 
・設備仕様は、提案時点で最新のものとする。 
・水道・ガスの使用量を計量できる設備を設置する。 
・施設のもつべき性能が十分に確保され、周辺環境に対しても十分に配慮し 

た計画とする。 
・設備方式の選定は、環境保全・安全性・機能性・経済性について、総合的に 

判断すること。 
・設備スペースの⼤きさについては、主要機器・付属機器類の設置スペース、 

保守管理スペース、機器の搬⼊・搬出スペース等に留意し計画を⾏う。 
・ランニングコストの低減に配慮し、省エネルギー、省資源、地球環境及び周 

辺環境に考慮した計画とする。また、配管については系統別に色分け表示を 
⾏うなど、維持管理や更新性、メンテナンス性に配慮した計画とする。 

電気設備 電灯コンセント
設備 
 

・非常照明、誘導灯等は関連法令に基づき設置する。 
・可能な限りLED照明を全面的に採用する。 
・省エネに配慮し、初期照度補正機能・明るさセンサー
（制御コントローラー付）とする。 
・照明器具等は汎用品を使用し、取替がしやすいよう工夫 

する。 
・各室の設計照度は、JIS等の基準に準拠して決定する。 
・各室の利便性に応じた回路構成とし、照明設備の点灯点 

滅方式は維持管理・運営業務に配慮したものとする。 
・各室のコンセント数は、建築設備設計基準に準拠して決 

定する。なお、多様な使い方をはじめ、清掃・保守管理 
及び電源が必要な什器備品の設置に十分配慮したものと 
する。なお、水回り等については接地端子又は接地極付 
きとすること。 

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

電 話 ・ イ ン
タ ー ホ ン ・
情報通信 
設備 

電話設備 ・１階事務スペースに外線・内線（４階との連絡）を設置す 
る。 

情報通信設備 ・施設利用者にWi‐Fi・インターネット環境を開放する 
ため、無線LANアクセスポイントを設ける。 
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６．工事施工に係る要求水準等 
(１)工事施工留意点 

①工事着工前 
a. 各種申請業務 

工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施すること。必要な 
場合には、各種許認可等の書類の写しを神⼾市に提出すること。 

b. 近隣調査・準備調査等 
着工に先立ち、近隣住⺠や施設管理者との調整及び周辺家屋影響調査等を十分に⾏い、工事 
の円滑な進⾏と近隣住⺠の理解及び安全を確保すること。また、問題があれば適切な対策を 
講じること。     

c. 施工計画書等の提出 
施工業者は工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等(施工体系図、施工体制台帳等、建 
設業法で定められた必要書類含む)を作成し、神⼾市に提出して、承諾を得ること。なお、 
承諾願は、施工業者が工事監理者に提出して、その承諾を受けたものを工事監理者が神⼾市 
に提出・報告するものとする。また、工事施工中の提出書類についても同様に遅延なく提出 
すること。 

d. 必要に応じて施設管理者と工事について協議を実施すること。 
 
②工事期間中 
a. 工事 

各種関連法令等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って工事管理を実施すること。施工業 
者は工事現場に工事記録を常に整備すること。施工の実施においては、神⼾市及び近隣住⺠ 
に対し、以下の事項に留意すること。 

防犯設備 ・建物内で常時⼈の出⼊りを監視できる既存の防犯カメラ 
を設置する。なお、監視モニターは１階の監視事務所及 
び１、４階の事務スペースにそれぞれ置くものとする。 

火災報知器 ・関連法令に基づき設置する。 
動力設備 ・空調・給排水動力等への電源供給を⾏う。 

機械設備 空調設備 ・気流による不快感が無いように配慮する。 
給排水衛⽣設備 ・給水系統及び配管材料は、ライフサイクルコストの低減 

への配慮を踏まえ、事業者の提案によるものとする。な 
お、接続については、水道事業所等と協議すること。 

ガス設備 ・キッチン(１階)へのガスの引込を⾏う。 
その他設備 消防設備 ・消防法や条例など各種法規に準拠した消火設備を設ける 

こと。 
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ア 施工業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を神⼾市に定期的に報告するほか、神⼾ 
市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を⾏うこと。 

イ 施工業者は、工事監理者を通じて神⼾市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及 
び中間検査を⾏うこと。なお、検査・試験項目及び日程については、事前に神⼾市に連 
絡すること。 

ウ 神⼾市は、施工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。 

エ 工事中における当該関係者及び近隣住⺠への安全対策については万全を期すこと。 
オ 工事を円滑に推進できるように、近隣住⺠及び施設管理者に対して、必要な工事状況の 

説明及び調整を十分に⾏うこと。 
カ 廃棄物の処理に留意すること。 
キ 工事については、できる限り週休２日とすること。 

b. その他 
原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、施工業者が責任を負うものとする 
が、神⼾市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。 

 
③工事完成後 
a. 自主完成検査及び完成検査 

自主完成検査及び完成検査は、以下の規定に則して実施する。ただし、これらの規定のうち
該当する業務内容がない部分については、これを適用しない。また、瑕疵担保期間は工事完成
日より24ヵ月間とする。 

ア 施工業者による自主完成検査及び工事監理者による検査 
・ 施工業者は、施工業者の責任及び費用において、自主完成検査を実施すること。 
・ 自主完成検査の実施については、実施日の7日前に神⼾市に書面で通知すること。 
・ 施工業者による自主完成検査結果は、工事監理者の承認を得ること。 
・ 施工業者の自主完成検査後に工事監理者による完成検査を実施すること。 
・ 施工業者及び工事監理者は、神⼾市に対して完成検査結果を報告すること。 

イ 神⼾市の完成検査 
神⼾市は、上記完成検査終了後、以下の方法により完成検査を実施する。 
・ 神⼾市は、施工業者、工事監理者及び設計者の立会いの下で、完成検査を実施する。 
・ 完成検査は、神⼾市が確認した設計図書との照合により実施する。 
・ 施工業者は、設備機器の取扱説明書を神⼾市に提出し、その説明を⾏うこと。 
・ 施工業者は、神⼾市の⾏う完成検査の結果、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、再検査の手続きは完成検査の手 
続きと同様とする。 

・ 施工業者は、神⼾市による完成検査後、是正・改善事項がない場合には、工事監理者
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を通じて、神⼾市から完成検査完了の通知を受け引渡しするものとする。 
ウ 完成図書の提出 

施工業者は、工事監理者を通じて神⼾市による完成検査完了の通知に必要な以下の完成図 
書を提出すること。なお、提出時の体裁等については、神⼾市の指示するところによる。 

・ 工事記録写真 １部 
・ 完成図（建築(配置・平面・立面・断面図・仕上表)）⼀式（製本図１部、原図及びCD） 
・ 完成図（電気設備）⼀式（製本図１部、原図及びCD） 
・ 完成図（機械設備）⼀式（製本図１部、原図及びCD） 
・ 完成図（什器・備品配置表）⼀式（製本図１部、原図及びCD） 
・ 仮設計画書 
・ 工事工程表 
・ 完成写真 １部 
・ その他必要書類 ⼀式 
・ 上記のすべてのデジタルデータ ⼀式 
・ 各種申請等書類 ⼀式 
・ 施工計画書 
・ 完成届 

 
④引渡し 

本施設全体の引渡し期限は募集要項に記載の履⾏期間内とする。なお、代表設計事務所が、 
不可抗力又は施工業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延⻑を必要とし、そ 
の旨を請求した場合は、延⻑期間を含め神⼾市と代表設計事務所が協議して決定するものと 
する。 
a.基本的な考え方 
ア 設計・施工業務委託契約書に定められた各業務は、神⼾市が実施することとしている業務 

を除き、代表設計事務所の責任において実施すること。 
b.業務遂⾏上の留意点 
ア 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定すること。 
イ 騒音、悪臭、公害、粉塵発⽣、交通渋滞その他工事による近隣住⺠の⽣活環境に与える影 

響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を実施すること。 
ウ 近隣への対応について、代表設計事務所は神⼾市に対して、事前及び事後にその内容と結 

果を報告すること。 
エ 近隣住⺠へ工事の内容を周知徹底して理解を得るとともに、管理組合及び近隣住⺠に 

対して作業時間の了承を得ること。 
オ 工事に伴う影響（特に車両の交通障害・騒音・振動）を最小限に抑えるための工夫を⾏う 

こと。 
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［参考］付近見取図 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参考］周辺写真 
 
 
 

神⼾駅 

計画施設 

湊川公園 

施設北⻄側から 施設北⻄側から 

施設北側から 施設北東側から 


