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ミリカローデン那珂川リニューアル工事設計業務委託 仕様書 

 

 

 

 この仕様書は、那珂川市が実施する「ミリカローデン那珂川リニューアル工事設計業務委託」（以

下「業務」という。）の内容及び受託者が業務履行において特に遵守、留意しなければならない事項

を示したものであり、受託者はこの仕様書に定める事項について内容を十分に理解したうえで確実

に業務を履行しなければならない。 

 

1 業務名称 

  ミリカローデン那珂川リニューアル工事設計業務委託 

 

2 業務場所 

  ミリカローデン那珂川（※那珂川市屋内プールを除く） 

  所在地：福岡県那珂川市仲 2 丁目 5 番 1 号 

 

3 履行期間 

  契約締結の日から令和 2年 11月 30日まで 

  履行期限：基本設計業務 令和 2年 6月 15日 

       実施設計業務 令和 2年 11月 30日 

 ※次年度工事費予算要求のため、基本設計成果品を令和 2年 6月 15日までに提出すること。 

 

4 業務の目的 

ミリカローデン那珂川は、那珂川市における文化芸術の核・拠点として、平成 6 年に開館し、

文化ホールや生涯学習センター、図書館等の機能を備え、様々な実演芸術の公演、市行事や各種

団体の芸術活動など、多様な目的での利用に対応できる複合文化施設である。 

  開館後、25 年が経過し、各種設備などは更新時期を過ぎているものも見受けられ、屋上防水や

外壁等の劣化による雨漏り、配管設備の漏水などが発生している。また、壁床等の内装材の劣化

及び建物全体の老朽化の進行に加え、特定天井等の一部施設が現行の基準を満たしていないなど、

文化施設を適切に運営していくうえで課題が発生している。 

次に利便性の点では、設立当初からの住民ニーズにも変化が見られ、施設に対する必要性も多

様化してきており、現在のニーズに対応できないことから、施設の改修が必要と考えられる。 

また、平成 30 年に閣議決定された文化芸術推進基本計画においては、文化施設のこれからの

在り方について新たな方向性が示されており、これまでの地域の文化拠点としての機能や交流拠

点としての機能だけではなく、教育機関や福祉機関、医療機関等の関係団体との連携を通して、

様々な社会的課題を解決する場としての役割が求められており、これまでの機能にとどまらない

幅広い活用を見据えた施設としての在り方を検討する必要がある。 
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 これらを踏まえ、リニューアルによって、ミリカローデン那珂川が本市の文化振興の発信拠点

として、これまで以上に市民に愛される施設であり続けられるよう、ミリカローデン那珂川リニ

ューアル工事における設計業務を委託する。 

 

5 コンセプト 

① 総合コンセプト 

 リニューアルにあたっては、現在のコンセプト「文化振興の発信拠点」として掲げている「①住民

が交流し、連携・協働する場、②生涯学習の拠点の場、③高度な芸術・文化の鑑賞の場、④芸術・文

化活動への参加を促す場、⑤郷土の偉人を伝承する場、⑥地域の情報資料センターの場」を踏まえつ

つ、那珂川市の地域性や固有性を活かしたイベントや他事業との連携など、当該施設を核とした文化

芸術活動を通してより魅力あるまちづくりに繋がるよう、常にもう一歩先を目指す文化振興の発信拠

点として整備する。 

そこで、事業の総合コンセプトとして、リニューアルに係るキーワードを次のとおり設定する。 

 

「ミリカプラス（＋） ～ 成長する文化施設へ ～ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設改修コンセプト 

 老朽化改修に伴う施設の長寿命化、安全で安心して利用できる施設の整備、利用者及び管理者の利

便性の向上等の機能再生・拡充を図ると共に、改修費やランニングコストの削減や那珂川市産木材の

利用など環境に配慮した改修を意識する。 

 また、各コンセプトに伴う改修については安全性・機能性・快適性の向上に加え、デザイン性につ

いても十分留意する。 

 

（1）学びとくつろぎを提供する図書館づくり 

     図書館改修はリニューアル改修の中核となる事業として位置付け、情報資料センターとし

ての役割に加え、学習や読書を気兼ねなく行えるスペースを設け、幅広い年代の来館者が目

的に応じて利用できるようにゾーニングを行う等、学びとくつろぎを提供する場の整備を検

討し、那珂川のシンボルとなるような誰もが快適で利用しやすい魅力のある図書館を目指す。 

 

 

★施設の利用者（サービスを受ける側）、管理運営者（サービスを提供する側）を問わず、関係する全

ての人が、リニューアルを実感でき、今後、市の発展とともに成長していける文化振興の発信拠点

整備を目指す。 

★ミリカローデン那珂川が市民、そしてこれからのまちづくりにとって、物心ともによりプラス（+）

になる運用・活用を見据えた新たな魅力を創出する。 

★「気兼ねなく利用でき、かつ居心地が良い」空間づくりなど、施設自体が「利用者にとっての第三

の居場所」となり得るリニューアルを行う。 
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（2）安全性・耐久性の向上 

  老朽化した施設・設備の内部改修に加え、屋上防水・外壁についても全面改修を基本とす

る。また、文化ホール及びエントランスホールの特定天井等の既存不適格部位についても本

事業で改修するものとし、誰もが安心して利用できる施設へ再生させる。 

なお、当該施設は災害時等に避難所として活用されるため、避難所として必要な機能を確保

するとともに、円滑な避難所運営が行えるよう配慮する。 

（3）より快適で音響の優れた文化ホール 

     式典、コンサートなど年間を通じて大勢の方が利用する施設であるため、快適性や音響に

十分配慮し、天井及び客席について全面改修する。なお、客席数や配置についても精査する。 

（4）誰もが利用しやすい施設 

  駐車場や近隣施設から各施設への利用者動線に特に配慮し、誰もがわかりやすいサイン計

画を行うなど、ユニバーサルデザインに配慮した施設とする。また、空間の有効活用（学習ス

ペース・くつろぎスペースの確保）や ICT 設備の拡充など利便性・快適性の向上を図る。 

（5）子育て世代の利用に配慮した空間の創出 

  乳幼児専用スペースの設置や保護者が安心して子どもを見守れるスペースを設置するなど、

子育て世代への利用に十分配慮する。 

（6）郷土の歴史を次世代へ継承 

  老朽化した松口月城記念館については、貴重な展示・収蔵資料を市民の財産として後世に

伝え続けるため、閲覧機会の増加を見据えた現記念館の機能拡充を図るための諸検討を行う。 

（7）生涯学習スペース・管理諸室の充実 

  現在のニーズにあった機能を付加し、市民が主体的に集い・学び・交流できる生涯学習セン

ターを目指す。併せて、より効率的に施設管理・運営を行うために、管理諸室の充実を図る。 

 

※その他、より快適でくつろげる施設を目指した新たな魅力づくりの一環として、ミリカローデ

ン那珂川敷地内に飲食店（レストラン又はカフェ）の新設を検討する。なお、今回のリニュー

アル工事においては飲食店設置工事を行わないため、敷地内の来館者動線等に基づいて設置場

所等の検討を行う。 

 

6 業務内容 

一般業務の内容は、平成 21年国土交通省告示第 15号第 1項に掲げるものを基本とし、範囲は

下記による。 

（1）「（3）既設改修建物」で示す建物等の基本設計（総合・構造・電気設備・機械設備・音響・積

算）に関する標準業務一式 

（2）「（3）既設改修建物」で示す建物等の実施設計（総合・構造・電気設備・機械設備・音響・積

算）に関する標準業務一式 

上記（1）（2）について、下記業務を「（6）改修内容（予定）」「7設計細則」及び 

別紙「ミリカローデン那珂川 改修予定項目詳細」により、全て本業務で行うこと。  

 



4 

 

①実施設計図書の作成  

②特記仕様書の作成  

③予定価格積算内訳書（関連設計資料一式、予算用概算工事費含む）の作成  

④打合せ記録簿等関連書類の作成  

⑤関係諸官庁手続き一式及び申請関係書類一式の作成  

⑥基本設計図書（概算工事費の算出含む）一式の作成  

（3）既設改修建物  

  名  称 ： 那珂川市複合文化施設（ミリカローデン那珂川）※屋内プールを除く 

所 在 地 ： 福岡県那珂川市仲2丁目5番1号 

竣工時期 ： 平成6年3月31日 

施設構造 ： 鉄筋コンクリート造、一部鉄筋鉄骨コンクリート造 

階  数 ： 地下1階 地上4階建 

敷地面積 ： 24,582.00㎡ 

建築面積 ：  5,980.43㎡ 

延床面積 ：  8,843.43㎡ 

施設内容 ： 文化ホール（820席。内車椅子優先スペース6席。） 

           リハーサル室、楽屋1～3、エントランスホールを含む 

          生涯学習センター 

           多目的ホール、研修室、視聴覚室、工作室、調理室、 

和室、会議室、特別会議室、幼児室、事務室等を含む 

          図書館 

          松口月城記念館 

          ふれあい公園 

（4）予定工事費  1,998,800千円（諸経費及び消費税を含む） 

（5）改修計画＜予定＞   

第 1期工事 令和 2年度末～令和 3年度 文化ホール・エントランス 

第 2期工事 令和 3年度末～令和 4年度 生涯学習センター・屋根外壁 

第 3期工事 令和 4年度 図書館 

※改修工事範囲以外の施設については工事期間中も休館せず運営を基本とする。 

（6）改修内容（予定） 

改修対象範囲は下記による。 

   ①対象範囲：文化ホール 

工事内容：特定天井改修、客席更新 

現在、特定天井となっており、建築基準法における既存不適格の状態であるため、天井脱

落対策工事を行う。また、客席については開館当初から設置されている物であるため新たな

客席へと更新を行う。 

＜設計時の留意点＞ 

天井脱落対策の方法を検討するうえでは、安全性、施工コスト、外観に加え、文化ホール
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という施設の特性上、音響面への影響を十分に考慮したうえで工法の検討を行うこと。また、

客席更新においては、既存の客席規格にとらわれず、利用者にとってより快適な空間となる

よう客席配置や客席幅、客席数について検討を行うこと。なお、舞台設備更新に関しては本

リニューアル工事においては実施しないこととする。 

②対象範囲：エントランスホール 

工事内容：特定天井改修、トイレユニバーサルデザイン化改修、内装改修 

現在、特定天井となっており、建築基準法における既存不適格の状態であるため、天井脱

落対策工事を行う。また、全ての人が利用しやすい施設となるよう、段差の解消や、スロー

プの設置等の、ユニバーサルデザイン化改修工事を行う。 

＜設計時の留意点＞ 

天井脱落対策の方法を検討するうえでは、安全性、施工コスト、外観等について総合的に

検討したうえで、エントランスとしてふさわしいものを提案すること。また、内装について

は、施設全体の改修に合わせ、リニューアルした「ミリカローデン那珂川」のエントランス

としてふさわしい、特徴ある内容（独自性を有する内容）を提案すること。 

③対象範囲：図書館 

工事内容：全面改修 

リニューアル工事の中核となる事業として、図書館の全面改修を行う。 

＜設計時の留意点＞ 

図書館の基本的な機能は維持しつつも、現代社会のニーズに沿った図書館へとリニュー

アルする。多様な人々がそれぞれの目的に応じて快適に図書館を利用することができるよ

う、エリアごとのターゲット設定やエリア境界部分の区切りについて明示したうえで、館内

で発生する音の反響対策や、利用者にとってより快適な空間形成に向けた閲覧スペースの

確保や書棚配置について、工夫を凝らした提案を行うこと。なお、現在の蔵書数を最低限維

持できるよう所蔵スペースを確保すること。 

④対象範囲：生涯学習センター 

工事内容：内装改修工事（壁紙張替え、クラック補修等、家具等の一部更新） 

床、壁、天井等の経年劣化箇所の機能回復を図ること。また、各室の配置等について、現

状の配置が適切であるかの検討を行ったうえで、配置変更・新設等の提案を行うこと。 

⑤対象範囲：全館 

   工事内容：防水改修工事 

       屋根材、防水シート、シーリング等の劣化により雨漏りが発生しているため、屋根材の

更新、防水シートの張替え、シーリングの打ち変え、雨樋・笠木の更新等により機能回復を

図る。 

⑥対象範囲：全館 

   工事内容：外壁改修工事 

外壁のクラック、汚れ等が多く発生しているため、劣化補修及び全面改修を行う。 

＜設計時の留意点＞ 

施設の外観は、施設イメージへの影響が大きいため、単なる修繕にとどまらない、リニュ
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ーアルした「ミリカローデン那珂川」の外観としてふさわしい色・工法等を選定すること。

また、改修にかかるコストや今後のメンテナンス性に十分配慮したうえで単純に再塗装に

するのではなく、工法等について十分を検討し、提案すること。（例、那珂川市役所本庁舎：

外壁石調シート） 

⑦対象範囲：全館 

工事内容：設備改修工事 

受変電設備、自家発電設備、空調熱源設備、防災通信設備、換気設備、排煙設備 

自動制御設備、衛生設備、照明設備等の改修・更新等 

＜設計時の留意点＞ 

   機器の更新に当たっては、既存機器の劣化状況や更新時期を精査したうえで、改修内容や

改修方法を精査する。 

⑧対象範囲：全館 

工事内容：外構工事、サイン改修工事 

施設全体のリニューアルに伴い、外構改修及びサインの更新を行う。 

＜設計時の留意点＞ 

施設全体の外構の見直しを行うとともに、リニューアルした「ミリカローデン那珂川」の

イメージに合うよう、施設全体のサイン計画を作成すること。 

⑨その他 

上記に示すものの他、本業務の目的を達成するうえで、有効なものについて積極的に提案 

を行うこと。なお、提案を行う上では、ミリカローデン那珂川の特性及び本事業のコンセプト

を十分に理解したうえで、目的及びコンセプトに合致した提案を行うこと。（飲食店設置に関

する提案は本項目に含む。） 

 

7 設計細則 

(1) 本業務による設計は、建築、構造、電気設備、機械設備、音響等全ての工事種目についての

基本設計及び実施設計であり、積算を含む。 

(2) 設計に先立ち、建物状況、設備状況等の現況と課題を調査・確認すること。 

なお、平成 29年度に実施した「ミリカローデン那珂川大規模改修基本設計業務」の基本設計

説明書（以下「説明書」という。）を現況確認資料として開示する。 

※「説明書」では、建物・設備等の状況調査を行っており、コスト・メンテナンス比較による

設備改修プランの提案や各種改修計画の提案がなされている。設計に当たっては、「説明書」

の内容はあくまでも現況確認のための資料として取り扱うため、設計者によって再度検証・

検討を行ったうえで、改修箇所、工法等の提案を行うこと。 

(3) 設計業務の実施に当たっては、現在の施設管理者から施設運営上の問題点・要望等について

意見の聞き取りを行ったうえで、設計方針について発注者と協議を行うこと。 

(4) 設計業務の実施に当たっては、ミリカローデン那珂川に対する住民ニーズ及び文化施設に対

する社会的ニーズを反映させるため、現施設管理者等からの聞き取りを行うとともに、他自

治体の同種施設の好事例等について十分な調査を行うこと。 
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(5) 文化ホール特定天井改修に伴い、音響専門機関による次の a～b の検討を行い設計に反映さ

せること。なお、これらの事項以外に必要な検討を要する場合も本業務内で行うこと。 

a ホール内反射音線図、コンピュータシミュレーション等による室形状等の検討 

b 天井形状や材質、構造の変更等による残響時間の予測計算 

   天井高（気積）の変更、内装材の選定、その配置等の検討を含むものとし、またエコーなど

の障害除去についても検討を行うこと。  

(6) 天井耐震改修工事設計（特定天井）に伴い、構造一級建築士が構造の検討を実施し、構造計

算書（構造検討結果報告書）を提出すること。また、耐震改修工事設計に必要な耐震診断を

行うこと。 

(7) 特定天井現況調査は、文化ホール、エントランスホールにおいて、天井裏及び室内側天井の

現況を全面目視で確認し、写真と現況図面（CAD で作成すること）を含む調査報告書を提出す

ること。  

(8) 日本耐震天井施工共同組合（JACCA）等の基準や考え方に準拠し、耐震診断や補強設計を実施

すること。 

(9) 設備改修工事設計に当たっては、設備機器及び各種配管・配線の現況調査を行い、既存利用

箇所、改修箇所、更新箇所を明示すること。 

(10) 各種設備の改修・更新について、単に機器を入れ替えるのではなく、使用するエネルギーや

性能、経済性、耐久性、環境配慮等を総合的に判断して改修の有無や工法を選択できるよう

各種比較検討表等を作成すること。 

(11) 改修工事設計に伴う、既存不適格項目の調査（建築基準法、消防法、バリアフリー法等建築

基準関係規定及び関連条例）を行い、不適格箇所の改善方針について提案を行うこと。 

(12) リニューアル工事設計に伴う、関係諸官庁との協議、手続き及びそれらに必要となる書類の

作成を行うこと。 

(13) 改修工事の詳細な工事工程計画及び仮設計画の作成を行うこと。その際、工事対象外の施設

運用や備品等の移動・保管についても十分協議のうえ精査すること。 

(14) 工事費の積算に当たっては、特段の事情がない限り指示した予定工事費を超えてはならない。

なお、工事内容については、優先順位をつけて那珂川市に提案を行い、協議の上決定するこ

と。 

(15) 松口月城記念館については、既存建物を利用することとし、他の場所へ機能を移行すること

は不可とする。ただし、松口月城記念館への誘客のために他施設に本体施設との関連性を有

した同様の機能を追加することは可能とする。 

 

8 業務スケジュール 

   本設計業務は、下記のスケジュールを基本とするが、進捗状況によっては別途監督員と協議

を行うこと。   

契約締結後 14日以内 「設計工程表」「業務計画書（設計担当者名簿、資格証の写し、再

委託先一覧を含む）」等提出 
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令和 2年 2月～4月 現地調査、関係者協議、改修工事内容検討 

令和 2年 5月中旬 8(2)に示す改修内容検討結果報告書及び各調査報告書提出 

（現地調査写真、概算工事費の算出含む） 

令和 2年 6月 15日 基本設計図書一式提出 

実施設計開始 

令和 2年 9月下旬 予算用概算工事費内訳書提出 

令和 2年 10月下旬 実施設計図書一式提出→那珂川市チェック 

令和 2年 11月下旬 実施設計図書一式再提出→那珂川市設計精査 

 

9 完成図書の提出について 

  本設計における工事は、6（5）改修計画＜予定＞に示すとおり第１期から第 3期工事を計画し

ており、建築・電気・機械の分離発注を基本とする。それぞれの工事について「（1）提出書類一

覧表」の必要部数を提出すること。 

  基本設計図書及び実施設計図書については、「（2）基本設計図書内容」「（3）実施設計図書内容」

のとおり作成すること。また、データは CD-Rに保存し提出すること。 

 

10 留意事項 

(1) 本仕様書に定める業務にかかる実費経費は、すべて契約代金に含まれるものとする。 

(2) 受託者は、業務の実施に当たって、関係法令及び条例を遵守すること。 

(3) 受託者は、業務の実施に当たって、最新の情報や他施設の事例を広く収集し、本業務がより効

果的なものとなるよう熟慮のうえ提案すること。 

(4) 本仕様書に定めのない事項や本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに那珂川市

と協議を行うこと。 

(5) 受託者は、本業務委託の全部を第三者に再委託してはならない。 

(6) 受託者は、那珂川市個人情報保護条例等を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に

漏らしてはならない。業務終了後においても同様とする。 

(7) 本業務により得られた成果品および資料、情報等は、那珂川市の許可なく他に公表、貸与、使

用、複写、漏洩をしてはならない。 

(8) 成果品の所有権、利用権は、納品をもって那珂川市に帰属するものとする。 

(9) 業務完了後に受託者の責に帰すべき事由による成果品の不良個所があった場合は、受託者は

速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とす

る。 
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①提出書類一覧表 

  番号 項目 部数 

1 

基本設計図書(PDF・CAD データ) 

※CAD データは、DWG 及び JWW 形式とし、JW-CAD で完全に表示及び

印刷できるように調整しておくこと。 

 

各 1 部 

2 同上 A3 製本（表紙業務名等文字入り） 10 部 

3 

実施設計図書(PDF・CAD データ) 

※CAD データは、DWG 及び JWW 形式とし、JW-CAD で完全に表示及び

印刷できるように調整しておくこと。 

 

各 1 部 

4 同上二つ折製本（A1、A3 縮小版 表紙背表紙工事名等文字入り） 
A1：:各 1 部 

A3：各 3 部 

5 予定価格積算内訳書(A4 ファイル綴じ、RIBC2 内訳システムデータ) 各 1 部 

6 予算用概算工事費内訳書（A4 ファイル綴じ、Excel データ） 各 1 部 

7 

積算資料① 

積算数量計算書（数量拾い出し図共、A4 ファイル綴じ、Excel データ） 
各 1 部 

8 

工法・材料・機器等選定比較検討書（A4 ファイル綴じ、Excel データ） 

※改修内容のうち、監督員の指示により主要な工法・材料・機器等について

は比較・検討を行う。 

 

各 1 部 

9 

積算資料② 

メーカー見積り、カタログ等公表価格及び同比較表 

（A4 ファイル綴じ、Excel データ） 

 

各 1 部 

10 

積算資料③ 

刊行物単価、歩掛りによる複合単価等 採用単価根拠資料 

（A4 ファイル綴じ、Excel データ） 

※採用価格掲載ページの写し、歩掛り根拠資料の写し等 

 

各 1 部 

11 打合せ記録簿（A4 ファイル綴じ、Word・Excel 等データ） 各 1 部 

12 
設計工程表及び業務計画書（A4 ファイル綴じ） 

※業務計画書には設計担当者名簿、資格証の写し、再委託先一覧を含む。 
1 部 

13 

「⑥設計細則」に示す敷地・既設建物等調査結果報告書、改修内容検討結果

報告書（A4 ファイル綴じ、Word・Excel・CAD 等データ） 

※現地調査写真、概算工事費・ライフサイクルコストの算出含む。 

 

各 1 部 

14 構造計算書（構造検討結果報告書）（A4 ファイル綴じ、PDF データ） 各 1 部 

15 音響検討書（A4 ファイル綴じ、PDF データ） 1 部 

16 
設計計算書（A4 ファイル綴じ、PDF データ） 

※設備改修内容のうち、設備設計の根拠となる各種計算を行う。 
各 1 部 
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②基本設計図書内容 

番号 項目 

1 基本方針 

2 計画概要 

3 配置計画（敷地概要、施設配置計画） 

4 建築計画 

5 構造計画 

6 設備計画 

7 バリアフリー計画 

8 内外装改修計画 

9 基本設計図 

10 
透視図（内観透視図 4 面をパネル化） 

※レンダリング画像データ、モデリング CAD データ（マッピング画像含む） 

11 各種技術資料 

12 工事費概算書 

13 省エネルギー計画 

14 工事工程計画 

15 関係法令等一覧表 

16 その他資料等必要事項 

 

③実施設計図書内容 

番号 項目 

1 特記仕様書 

2 建築設計図 

3 構造設計図 

4 電設備設計図 

5 機械設備設計図 

6 機器、什器、家具等一覧表、仕様書 

7 設計計算書 

8 予定価格積算内訳書 

9 積算資料①～③ 

 


