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第 1 総則 

 

本要求水準書は、釜石まちづくり株式会社（以下「まちづくり会社」という）が実施する

「平成 25 年度（仮称）大町広場共同店舗建設事業」（以下「本事業」という）について、

選定業者（選定された共同企業体）が実施する業務について、まちづくり会社が求める性能

の水準を示すものである。 

 

 
 

 

第 2 基本的事項 

 

1 業務内容 

選定業者は、本事業の実施にあたって、以下の業務を行うものとする。 

①共同店舗の建設に関する調査・設計 

・測量調査 

・電気、電話、ガス、上・下水道に関する調査 

・共同店舗及び連絡デッキの基本設計及び実施設計 

・建築確認申請等の各種申請手続き 

・その他事業の実施に必要な業務 

 

②共同店舗建設敷地の造成等 

・東側隣地および大町広場の造成工事と調整の上、状況に応じた共同店舗の敷地の

整備に必要な業務 

 

③共同店舗の建設及び工事監理 

・近隣調査及び対策 

・共同店舗の建設工事及び工事監理 

・その他共同店舗の整備に必要な業務 

 

④入居希望者ならびに関係者に対するヒアリング 

 

⑥その他これらを実施する上で必要な関連業務 
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2 適用法令等 

本業務を実施するにあたり、遵守すべき法令及び条例等は次に示す通りである。このほ

か本 事業に関連する法令等を遵守すること。 

 

(１)法令等 

・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 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） 

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

・農地法（昭和 27 年法律第 229 号） 

・森林法（昭和 26 年法律第 249 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） 

・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） 

・廃棄物の処理およ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） 

・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律（平成 6 年法律第 44 号） 

・高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号） 

・景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

・屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 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） 

・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） 

 

(２)県の条例等 

・建築基準法施行条例（平成 12 年条例第 37 条） 

・建築士法施行条例（平成 12 年条例第 38 号） 

・都市計画法施行条例（平成 15 年条例第 28 号） 
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・風致地区内の建築等の規制に関する条例（昭和 45 年条例第 19 号） 

・屋外広告物条例（昭和 46 年条例第 44 号） 

・ひとにやさしいまちづくり条例（平成 19 年条例第 74 号） 

・岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成 10 年条例第 22 号） 

・県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例（平成 13 

年条例第 71 号） 

・循環型地域社会の形成に関する条例（平成 14 年条例第 73 号） 

・岩手県自然環境保全条例（昭和 48 年条例第 62 号） 

・浄化槽法施行条例（昭和 60 年条例第 30 号） 

・岩手県暴力団排除条例（平成 23 年３月 16 日条例第 35 号） 

・岩手県暴力団排除条例施行規則（平成 23 年 06 月 28 日公安委員会規則第 8 

号） 

・岩手県文化財保護条例（平成 17 年３月 28 日条例第 42 号） 
 

 

(３)市の条例等 

・釜石市景観条例（平成 24 年条例第 27 号） 

・釜石市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成 14 年釜石市告示第 124 号）

  

 
 

 

3 要求水準書の変更 

まちづくり会社は、事業期間中に要求水準書を変更することがある。以下に、要求水準

書の変更に係る手続きを示すとともに、これに伴う選定業者の対応を規定する。 

 

(１)要求水準書の変更の手続き 

まちづくり会社は、事業期間中に下記の事由により要求水準書の変更を行うことが

できる。 

①法令の変更等により業務内容を変更する必要が生じたとき 

②災害、事故等により特別な業務を行う必要が生じたとき 

③その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき 
 

 

  

 

 

第 3 施設計画に関する条件 

1 全体に関する条件 

(１)周辺環境・店舗計画 

・適用法令を遵守した上で、周辺環境に十分に配慮すること。 

・使いやすく、維持管理に配慮した計画とすること。 

・周辺エリア全体について、都市計画及び防災性等の観点から分析を行い計画す

ること。 
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・隣接施設と接続する箇所の設計施工、テナント内装工事にあたっては、各業者

との連絡調整を確実に行うこと。 
 

 

(２)意匠・景観 

・建物の色彩、デザイン等がまちなみ景観に与える影響に配慮すること。 

・前面広場や周辺に整備される公共施設とのデザインバランスに配慮すること。 
 

(３)安全・防犯 

・店舗の計画に際して、防犯性の向上に努めること。 

・できるだけ死角が生じないよう、見通しの確保に努めること。 
 

(４)コミュニティ形成 

・良好なコミュニティ形成がなされるように、屋外空間との関係性に配慮するこ

と。 
 

(５)高齢社会等への対応 

・高齢者、障害者等誰もが安心して生活できるよう、共同店舗共用部分や敷地内

通路等の屋外空間のバリアフリー化を図ること。 

・共同店舗は、将来の入居形態の変化に配慮し、可変性等に配慮した計画に努め

ること。 
 

(６)環境負荷低減・ライフサイクルコストの低減等 

・省エネルギーへ等への環境負荷低減、ライフサイクルコストの低減、メンテナ

ンスビリティの向上を図ること。 
 

(７)その他 

・引渡し期限内での確実な施工を可能とする事業実施体制の構築 

・資材及び労務確保の方策 

・地元企業参画への配慮 

・瑕疵保証期間における補修工事体制を明確にすること。 

・その他、独自の工夫があれば提案すること。 
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2 共同店舗に関する条件 

(１)店舗数・条件等 

以下に示す条件に沿って計画すること。 

 

■計画条件 
 

建物用途 共同店舗（テナント内装工事は別途） 

※工事区分表 参照 

施設 ・テナント 9区画 

・水飲み/トイレ（男子・女子・多目的） 

・連絡デッキ（大町広場大階段側、市営立体駐車場側） 

※基本計画 参照 

構造・階数 ・鉄骨造２階建て 

・耐火構造又は準耐火構造 

面積 テナント面積合計：450㎡を条件とし、施設全体延床面積を 565㎡

（デッキ面積は含まない）以下とする。ただし、設計期間中に選定

業者とまちづくり会社との協議の結果においてはこの限りではな

い。 

その他 ・一体整備される市民広場の設計、施工計画と調整すること。 

・市営立体駐車場（東側隣地）2階とデッキで接続すること。 

・市民広場大階段 2階レベルとデッキで接続すること。 

※基本計画 参照 

 

 

 

第 4 事業実施に関する条件等 

 

1 調査・設計等 

(１)調査・測量等 

①選定業者は、当該敷地に対し、測量調査、地質調査、土壌調査等の必要な調査を実

施する。実施する調査項目は、選定業者からの提案内容を元に、まちづくり会社と

選定業者が協議し決定する。 

 

②選定業者は、電気、電話、ガス、上・下水道及び電波障害対策等に関する調査や

各々の関係機関と必要な協議・調整を行う。 

 

③道路や私有地に立ち入り調査を行う場合は、関係官公署、相手方の許可を得ること



  6  

 

に留意するとともに、安全対策に十分配慮すること。 
 

 

 

 

(２)共同店舗の基本・実施設計、各種申請手続き等 

①選定業者は、共同店舗の設計図書等を関係法令、要求水準書及び提案書等に基づい

て作成し、内容についてまちづくり会社の承諾を得る。 

 

②選定業者は、入居希望者ならびに近隣住民に対するヒアリングを適宜実施すること。 

 

③選定業者は、業務の進捗状況に応じて設計図書の確認を受けるなど、まちづくり会

社および関連施設設計者（大町広場、市営立体駐車場）と十分に打ち合わせを行う

こと。 

 

④設計図書の作成にあたり、様式等についてはまちづくり会社と協議すること。 

 

⑤選定業者は、計画及び業務の実施に際して、開発許可等の許認可が必要な場合は関

係官公署と適宜これらに関する協議及び調整を行うこと。 

 

⑥選定業者は、当該施設の建築着工までに、各種許認可、申請手続きを済ませた上で、

まちづくり会社に設計図書等を提出する。但し、設計図書等の提出前にまちづくり

会社が承諾した範囲内の工事に関しては着手できる。 
 

 

 (３)その他必要な業務 

①選定業者は、上記に記す設計・調査業務等に関連し、その他必要な業務を、まちづ

くり会社と協議の上実施すること。 

 

 

2 テナント内装工事に関して 

各テナント内装の設計および工事に関する事項について、まちづくり会社と協議し

確定したテナント内装工事監理指針に基づくほか、テナント内装工事業者から必要と

求められた場合、設計図等の提供、協議等を行うこと。 
 
 
 

 

3 建設・ 工事監理等 

(１)近隣調査・対策 

①選定業者は、着工に先立ち、近隣住民との調整を十分に行い、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。 

 

②選定業者は、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。 
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③選定業者は、近隣への説明等を実施し、工事工程等について了解を得ること。 
 

 

(２)建設・工事監理 

①選定業者は、基本協定書に定める期間内に施設等の建設を行うこと。 

 

②選定業者は、工事を施工するにあたって、施工計画書を作成し、まちづくり会社の

承認を得ること。 

 

③選定業者は、建設工事期間を対象とした火災保険、建設工事保険、その他保険に加

入し、保険契約を締結したときは、その証紙の写しを速やかにまちづくり会社に提

出すること。 

 

④選定業者は、工事の施工にあたり、構内及び工事関係者の安全確保や環境保全に

十分配慮すること。 

 

⑤まちづくり会社は、工事監理者に随時報告を求めることができる。 

 
 

 

(３)その他必要な業務 

①選定業者は、上記に記す建設・工事監理業務等に関連し、その他必要な業務を、ま

ちづくり会社と協議の上実施すること。 

 
 

 

4 共同店舗の検査等 

(１)竣工検査 

①建設・工事監理業務終了後、選定業者は自らの責任及び必要において、共同店舗の

竣工検査及び設備・器具等の試運転を実施すること。 

 

②選定業者は、その日程及び内容等を事前にまちづくり会社に対して通知すること。

なお、まちづくり会社は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。 

 

③選定業者は、竣工検査及び設備・器具等の試運転検査等の結果を、必要に応じて検

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。 

 

 (２)引き渡し 

①選定業者は、まちづくり会社と協議の上決定した日までに、共同店舗を引き渡すも

のとする。 


