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Ⅲ 施設整備編 （３）広尾看護専門学校 

 基本的事項 

 

次の考え方により施設を整備する。 

 

実践的な技術力を育む看護基礎教育 

・様々な現場の変化に対応できる確実な看護基礎教育と校内実習の強化による実践的な看護技術

の育成に取り組むことができる施設を整備する。 

・多職種連携・協働により、在宅看護など多様な看護技術や看護ニーズに応える能力を育成する

ことができる施設を整備する。 

 

豊かな人間性の育成・看護の心を養う 

・看護に必要な「思いやり」や「優しさ」などの心を育むとともに、チームワークやコミュニケ

ーションなどの能力を育むことができる施設を整備する。 

 

自ら判断し行動できる看護師の育成 

・自ら学ぶ姿勢と力を養うとともに、自ら判断し行動できる看護師を育成できる施設を整備す

る。 

 

卒業後の技術支援及び看学職員の復職支援への取組 

・施設や設備を活用し卒業後の研修を行うなど、卒業生をサポートする施設を整備する。 

・最新の看護知識や技術に対する講習会を実施し、リカレント教育等の復職支援や卒後研修等を

行うことができる施設を整備する。 

 

周辺施設及び地域との連携 

・広尾病院との連携に十分配慮し、相互に関わりが持てるような学校づくりを行う。 

・ボランティア活動や地域での健康教育活動への参加、学園祭などの行事を通じて地域住民との

コミュニケーションを図り、地域に根ざした教育を行うことができる施設にする。 
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広尾看護専門学校の施設整備に関する共通の基本的要件 

ア 看護実践能力の向上 

・より実践的な教育環境を整備する必要があるため、複数の病室やナースステーション、処置

室、ナースコール等を備えた模擬病棟を設置すること。ただし、広尾病院とのナースコール

等の連動は不要とする。 

・授業効果を高めるための演習室等の確保をはじめ、インターネット環境の整備やＡＶ設備の

設置を行うなど学習環境を整備すること。 

・リカレント教育などの復職支援や卒後研修を効果的に実施するためのスペース（教室・体育

館・図書室等）の確保とともに、ＩＣＴ環境の整備を行うこと。 

 

イ 魅力ある学習環境及び建築計画 

・自主学習スペースや図書など、看護学生の自主学習をサポートすることで育成に繋げる環境

を確保すること。 

・看護師として未来に夢を感じられる魅力ある学習環境を整備する必要があるため、看護学校

としてのデザイン性や空間づくりにも配慮すること。 

・更衣室やトイレなどの生活空間の充実や、男子学生の増加及びＬＧＢＴＱにも配慮した施設

を整備すること。 

・様々な問題や悩みを抱える看護学生の就学支援などを行うため、プライバシーに配慮した個

別指導用スペースを確保すること。 

・看護に必要なコミュニケーション能力を育成するため、看護学生が集うことを前提に授業、

カンファレンス、憩いの場としての学生ホール等のスペースを確保すること。 

・看護学生が活動しやすい動線、授業や指導が効果的に実施できる環境、看学職員の作業動線

を考慮した配置計画とすること。 

 

ウ 災害への対策 

・模擬病棟は、災害時に隣接する広尾病院の病棟として稼働できるように、設備等の設置は広

尾病院と同等のものとし、模擬病棟と同一階に看護学校渡り廊下を設置すること。 

・震災などの大規模災害に対応できるよう、帰宅困難者収容施設などの地域の社会資源として

整備すること。 

・災害時における、敷地内での看護学生の避難・安全確保を想定した計画を策定すること。 
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・本事業における施設整備の対象は、広尾看護専門学校及び外構等である。 

・新設病院、新設職員宿舎棟及び看護学校渡り廊下等に関しては、「要求水準書 Ⅲ施設設備編 

（２）広尾病院及び新設職員宿舎棟」を参考すること。 

・施設の延べ床面積は 7,500 ㎡を基準とし、±５％までの増減は許容する。ただし、基準面積に対

し面積増となった場合は、事業者の負担において整備すること。 

・上記延べ床面積には、看護学校渡り廊下及び外構等は含めないこととする。 

・以下の学校規模を想定して整備すること。４年制等の制度変更にも対応できるよう、諸室配置を検

討すること。 

学年 ３学年 

合計学生数 240 名程度 

学年当たり学生数 80 名程度（40 名×２クラス） 
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 施設計画に関する要求水準 

 

平面計画 

・機能的で明快な平面計画・階層構成により、安全でわかりやすい計画とすること。 

・日照や眺望等に配慮した建物形状となるような計画とすること。 

・近隣の環境や日影、プライバシーにも配慮した計画とすること。 

・「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６月 21 日法律第 91 

号） の建築物移動等円滑化誘導基準を遵守すること。その他の関係法令や施設基準等について

も遵守した上で、限られた敷地を最大限有効に活用できるよう計画すること。 

・建築基準法上の避難経路を確保すること。 

 

内部動線計画・出入口 

ア 内部動線計画 

・広尾病院と広尾看護専門学校は看護学校渡り廊下で接続し、災害時は連携した運用ができる

計画とすること。 

 

イ 出入口 

・以下の出入口を広尾看護専門学校に設けること。 

・なお、建物形状及び配置計画に応じて、下記以外の出入口を適宜設けることも可とする。 

メインエントランス 

職員・サービス用出入口 

 

・看護学生及び看学職員が利用するメインエントランスには、外気が建物内に直接流入しない

よう、ゆとりある風除室を設けること。 

・メインエントランスは、視認性や移動に配慮すること。また、前面道路から容易にアプロー

チできるレベルとすること。 

 

装飾、色彩及びサイン計画 

・色彩及びサイン計画は、敷地全体のサインとの統一感を持たせた上で、目指す教育と安全性を

実現できる計画とすること。 

・多摩産材の利用を積極的に検討すること。 

 

ア 外装計画 

・敷地内の他の建築物との調和を図ること。 

・敷地内の中核的な建物となる施設づくりを行うこと。 

・歩行者の視線に配慮して圧迫感を低減させること。 

・耐久性及び耐候性の高い材料を選択するとともに、メンテナンス性も考慮した選定を行うこ

と。 



5 

 

イ 内装計画・色彩計画 

・心身ともにリラックスでき、心地よさを感じる内装・色彩計画とすること。また、その心地

よさが持続するよう維持管理や運用面にも配慮して整備すること。 

・各室の用途・特性に応じ、耐久性及びメンテナンス性を考慮したものを選定すること。 

・床や壁、家具類、サインを含めたトータルコーディネートを行うこと。 

・各スペースは、そのスペースが有する機能を十分考慮した上で整備すること。 

・家具・什器は、設置場所と利用人数を適切に想定し、品格や快適性・機能性等を兼ね備えた

メンテナンスしやすいものとすること。 

 

ウ サイン・アート計画 

・サイン計画は、様々な視覚的要素を取り入れる等の工夫をし、看護学生や看学職員が円滑か

つ確実に目的地へたどり着けるよう整備すること。 

・総合案内板の他、各階案内板、室名、共用部室名、各種誘導（注意）板、案内表示板、掲示

板等のサインを必要な箇所へ適切に設けること。 

・文字や図を大きくし、また、色の効果的な使い分けにより、できるだけ分かりやすいものと

すること。 

・変更頻度の高いサインは、視認性やデザイン性、クオリティの統一性等を損なうことなく手

軽に表示等を変更することが可能となるよう整備すること。 

・施設や室等の呼称については、都と協議の上、決定した呼称を用いること。 

 

セキュリティ等 

ア セキュリティ 

・施設利用者の安全を確保できるセキュリティシステムを構築すること。 

・明解でシンプルなセキュリティエリアを設定することで、移動の効率化と入退管理の徹底を

可能にすること。 

・以下に示す部門及び室は、ＩＣカード等の個人認証で解錠が可能な電気錠等を設置し、セキ

ュリティを確保すること。 

セキュリティの分類 部門・諸室名 

看学職員以外の出入りを 24時間制限する部

分 

機械・電気室、 

特定の看学職員以外の出入りを制限する部

分 

管理部門、普通教室部門、特別教室部門、図書室、実

習部門、学生支援部門 

看学職員、看護学生以外の出入りを制限す

る部分 

看護学校渡り廊下 

 

・上記各部門内を通過しなければ他の部門へアプローチすることができないような計画となら

ないよう配慮すること。 
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イ 施錠管理システム 

・マスターキーシステムとすること。 

・避難経路や排煙に要する窓等に電気錠を設ける場合は、火災・地震等緊急事態の発生を想定

して、一斉解錠が可能なシステムとすること。 

 

防災安全計画 

・災害時における広尾看護専門学校との連携を明確にし、合同訓練の実施により災害初動体制を

強化すること。 

・広尾看護専門学校のスペースを災害医療に転用できるよう一体的に整備し、病院施設を拡大さ

せずに災害時の機能拡張を行うこと。 

 

その他 

ア 利便施設 

・利便施設の内容は提案によるが、「要求水準書 Ⅳ維持管理・運営業務編）第４ その他業務

に係る個別事項」による利便サービスの要求水準を参照し、使いやすく快適な施設とするこ

と。 

 

イ 自動販売機置場 

・自動販売機の設置場所は事業者の提案によるが、学生ホール及びその他適切な場所に必要な

設備を備えた自動販売機置場を設けること。 

・看学職員及び看護学生等が通行する部分に自動販売機が突出しないよう整備すること。 

 

ウ 公衆電話設置スペース等 

公衆電話設置スペース ・１階の共用部に１台程度置けるスペースを整備すること。 

・携帯電話の通話も可能なスペースとすること。 

・利用者の利便性を考慮した配置すること。 

・プライバシーの保護に配慮し、会話が漏れない計画とすること。 

 

エ 屋上緑化 

・屋上緑化を設置する場合、メンテナンスに必要な十分なスペースを確保すること。 

・植栽帯・緑地等には適宜散水設備を設けること。また、散水設備は必要に応じてタイマー作

動式とすること。 

・見通しの良さや維持管理のしやすさ等、安全面・運用面にも配慮すること。 
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部門構成 

・以下に掲げる各部門を整備する。 

・平面に関しては、「参考資料５ 参考計画図」を参考すること。なお、参考計画図は、基本計画

をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、広尾看護専門学校が求める機能及び動線等をイ

メージ化したものである。事業者はこれを参考とした上で、要求水準を満たす独自の提案を行

うこと。 

部門 部門構成 

普通教室 普通教室、演習室 

特別教室 情報処理室、大教室、視聴覚室 

図書 図書室、司書室、学生印刷室 

実習 
実習室（基礎・成人・老年）、実習室（在宅）、実習室（母性・小児）、シミュレーショ

ン室、実習準備室、模擬病棟、在宅実習用駐輪場 等 

学生支援 健康相談保健室、カウンセリング室、自治会兼サークル室、自習室 

学生専用 学生ホール、学生給湯室、トイレ、更衣室、談話室 等 

管理 
警備員室、校長室、応接室、事務室・教務室、会議室、面談室、標本展示スペース、

倉庫、ごみ庫、職員用トイレ、給湯室 等 

体育館 体育館、体育館更衣室、シャワー室、体育館器材庫、倉庫 等 

共用 エントランス、廊下、階段、ＰＳ 

機械 機械・電気室 

 

階層構成 

・以下の構成を参考とした上で、事業者は要求水準を満たす独自の提案を行うこと。 

・詳細な面積等に関しては、「付属資料３ 諸室リスト」を参照すること。なお、諸室リストで示

す想定面積及び下記の階層構成は、基本計画をベースに本要求水準書をまとめるに当たり、広

尾看護専門学校が求める機能を踏まえ想定したものである。事業者はこれを参考とした上で、

要求水準を満たす独自の提案を行うこと。 

階数 部門構成 

6 体育館、共用、機械 

5 実習室、共用、管理 

4 普通教室、特別教室、共用、学生専用、管理 

3 普通教室、特別教室、実習室、学生専用、管理、共用 

2 普通教室、特別教室、図書、学生専用、共用 

1 学生支援、学生専用、管理、共用 

 

各部門計画 

ア 普通教室・特別教室 

① 基本方針 

・普通教室及び特別教室は、自然採光や自然換気に配慮し、明るく開放感のある空間とするこ

と。 

・学年ごとに普通教室、大教室、トイレ、更衣室はまとまりのある配置とすること。 
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② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

普通教室 普通教室、大教室 

特別教室 情報処理室、演習室、視聴覚室 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項 

 共通事項 

・学習効果を高めるため、教室内にＡＶ設備環境を整備し、フレキシブルに対応できる計画

とすること。 

・敷地が住宅地に隣接しているため、教室からの声などの漏れに配慮した計画とすること。 

 普通教室 

・広尾病院に離発着するヘリコプターからの騒音を考慮し、防音対策をすること。 

・１クラスの定員を 42名程度で、ゆとりのある空間を整備すること。 

・教室内に看護学生用のロッカースペースを用意すること。 

・大教室は、学年ごとの合同授業が実施できる施設とすること。 

 特別教室 

・特別教室は各学年の普通教室からアクセスしやすい場所に配置すること。 

・情報処理室は各種情報機器の設置のため、フリーアクセスフロアとすること。 

・視聴覚室を演習室に近接した配置とすることで、学習空間の連携を高める計画とするこ

と。 

・視聴覚室は始業式や入試、災害時の使用も想定し、３学年分程度（300人分程度）を収容

できるスペースを確保すること。 

 

イ 図書 

① 基本方針 

・学生の自主的な医療・看護の学習を支える図書室とする。 

・医療･看護の図書及び資料を充実させ、医療･看護の情報を広く発信できる設えとする。 

 

② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

図書 図書室、司書室、学生印刷室 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 
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③ 計画上の条件及び配慮事項 

・学生の利便性に留意した配置計画とすること。 

・図書室出入口に隣接して、学生 50名程度のロッカーを設けること。 

・書架については、約 25,000冊を開架書庫で蔵書できるようにすること。 

・個別学習エリアとグループ学習エリアを設け、お互いに干渉しないようなつくりとするこ

と。 

・地震発生時の書棚の転倒等に対する耐震対策を行うこと。 

・司書コーナーから学生の様子が確認できるように配慮すること。 

・看護学生の学習効果を上げるため、学習スペースにはＩＴ及びＡＶ機器の環境を整備するこ

と。 

・放課後や休み時間は、看護学生が多く集まる場となっているため、開放的で居心地の良い空

間となるよう工夫を行うこと。 

 

ウ 実習 

① 基本方針 

・実践的な実習が行える施設を整備する。 

 

② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

実習 
実習室（基礎・成人・老年）、実習室（在宅）、実習室（母性・小児）、実習準

備室、模擬病棟、在宅実習用駐輪場 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項  

・実習室は機器類の移動等、一体的な使用となるため同じフロアに配置すること。 

・実習室の室内はできるだけ見通しの良いつくりにすること。 

・実習室に隣接した演習室は階段教室として整備すること。 

・模擬病棟は、シミュレーション教育充実のため、ナースコールや医療ガス、ベッドや医療機

器を配置し、より臨床の現場に近づけた環境を整備すること。 

・薬剤の利用及び臭気の出る作業を想定し、床の仕上げ材及び換気に十分配慮した整備をする

こと。 

・模擬病棟は、災害時や感染症大流行時に患者収容場所として活用するため、病院の無線 LAN

の利用（病院用電子カルテの利用）、病院の携帯電話端末の利用ができる設備を整備するこ

と。 
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エ 学生支援・学生専用 

① 基本方針 

・看護学生の利便性及び安全性を確保する。 

・看護学生が主体的に利用できるように配慮する。 

 

② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

学生支援 健康相談保健室、カウンセリング室、自習室 

学生専用 学生ホール、学生給湯室、トイレ、更衣室、談話室 等 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項 

 学生支援 

・保健室は看護学生の利便性を考慮し、事務・教務室から近く、落ち着いた環境に配置する

こと。なお、学生動線に面しない配置とすること。 

・保健室は使用が想定されるため、床の仕上げ材及び換気に十分配慮した整備をすること。 

・カウンセリング室はプライバシーに配慮した配置とすること。 

 学生専用 

・学生ホールは自習学習を行うとともに、仲間との交流を通して必要なコミュニケーション

能力を育成する場でもあるため、明るく開放的な空間とすること。 

・１階の学生トイレは、共用部側から出入可能な配置とすること。 

・更衣室は実習用ユニホーム等を置くため、看護学生の動線に十分に配慮した配置とし、気

持ちよく過ごせる空間とすること。 

・更衣室は男子学生の増加に伴い、男女比の変化にも対応できるよう整備すること。 

・トイレには身だしなみを整える空間を整備すること。 

・トイレは、清潔で気持ちの良い空間とするとともに死角をなくす等の防犯対策にも配慮す

ること。 

・学生ホールは災害時にご遺体安置場所として使用できるように整備すること。 

 

 

オ 管理 

① 基本方針 

・学校の管理・運営を効率的に行えるよう諸室を整備する。 

・限られた施設を有効活用するため、看学職員スペース（会議室や更衣室等）をできるだけ集

約し、多目的利用が可能なように整備する。 
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② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

管理 
警備員室、校長室、応接室、事務室・教務室、会議室、面談室、標本展示ス

ペース、シミュレーション室、倉庫、ごみ庫、職員用トイレ、給湯室 等 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項 

・事務室は共用部に面し、人の出入りのチェックが行える配置とし、看護学生と教員のコミュ

ニケーションが取りやすいつくりとすること。 

・看護学生の相談に応じるため、オープンカウンター等を整備すること。 

・エントランスホールに隣接して警備室を配置すること。 

 

カ 体育館 

① 基本方針 

・体育の授業だけでなく、看護学生の交流の場として利用する。 

・災害時等に多目的利用ができる設えとする。 

 

② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

体育館 体育館、体育館更衣室、体育館器材庫 等 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項  

・体育の授業やクラブ活動などのスポーツでの利用に加え、出席者が多い戴帽式など、式典で

の利用も可能な設えとすること。 

・下階への振動･騒音が生じないように整備すること。 

・各種スポーツの規格コートサイズが取れない場合でも、バスケットゴールやバレーボール用

ネット等を設置し、スポーツが楽しめるように整備すること。 

・災害時に帰宅困難者受け入れ場所として使用できる設えとすること。 
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キ 共用・機械 

① 基本方針 

・看護学生及び看学職員が利用しやすい場所に利便施設や学生ホール等を配置することで、ア

メニティの向上や効率的な運用を図る。 

 

② 主な室・機能及び構成 

 主な諸室等 

部門名 諸室名 

共用 エントランス、廊下、階段、ラウンジ、ＰＳ 

機械 機械・電気室 

 

 諸室の構成 

・「付属資料３ 諸室リスト」内の部門別諸室リストを参照のこと。 

 

③ 計画上の条件及び配慮事項 

・共用部にコミュニケーションを促すラウンジ等を整備すること。 

・明るい学習空間づくりとするため、吹抜け等の建物内に光を取り入れる工夫を提案するこ

と。 

・吹抜けを設ける場合、安全に十分配慮すること。 

・専用駐車場を整備すること。 

・訪問看護実習用の電動自転車置場を屋内に整備すること。 

 

 

 

耐震安全性の目標 

・耐震安全性の分類は「構造設計指針」及び「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解

説」に準じること。 

・広尾看護専門学校の構造体の耐震安全性の目標については、「構造設計指針」に準拠することと

し、建物用途と震災後の機能を踏まえ、以下のとおり、建物に用途係数を設定すること（下表

の分類を参照すること。）。 

 

ア 広尾看護専門学校 

・大規模地震発生時には人命の安全確保に加えて機能確保を目的とし、「Ⅱ類」、用途係数 1.25

以上を設定の上で計画すること。 

・建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性の分類は、それぞれＡ類及び甲類とすること。 

 

用途係数の分類 

分類 目標水準 対象とする施設 用途例 
用途 

係数 

Ⅰ 大地震動後、構造体の補修 （１）災害応急対策活 ・本庁舎、地域防災センタ 1.5 
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分類 目標水準 対象とする施設 用途例 
用途 

係数 

をすることなく建築物を

使用できることを目標と

し、人命の安全確保に加え

て十分な機能確保が図ら

れている。 

動に必要な施設のうち

特に重要な施設。 

（２）多量の危険物を

貯蔵又は使用する施

設、その他これに類す

る施設。 

ー、防災通信施設 

・消防署、警察署 

・上記の付属施設 (職務住

宅・宿舎は分類Ⅱ) 

Ⅱ 

大地震動後、構造体の大き

な補修をすることなく建

築物を使用できることを

目標とし、人命の安全確保

に加えて機能確保が図ら

れている。 

（１）災害応急対策活

動に必要な施設。 

（２）地域防災計画に

おいて避難所等として

位置付けられた施設。 

（３）危険物を貯蔵又

は使用する施設。 

（４）多数の者が利用

する施設。ただし、分類

Ⅰ  に該当する施設は

除く。 

・一般庁舎 

・病院、保健所、福祉施設 

・集会所、会館等 

・学校、図書館、社会文化教

育施設等 

・大規模体育館、ホール施設

等 

・市場施設 

・備蓄倉庫、防災用品庫、防

災用設備施設等 

・上記の付属施設 

1.25 

Ⅲ 

大地震動により構造体の

部分的な損傷は生じるが、

建築物全体の耐力の低下

は著しくないことを目標

とし、人命の安全確保が図

られている。 

分類Ⅰ及びⅡ以外の施

設。 

・寄宿舎、共同住宅、宿舎、

工場、車庫、渡り廊下等 

※都市施設については別に

考慮する。（都市計画法第 

11 条参照） 

1.0 

出典 都財務局「構造設計指針」 

 

 

 

耐震安全性の分類 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築非構造部材 A 類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行う上、または危険物の管理

の上で支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

B 類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人

命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているととも

に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる

ことを目標とする。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを

目標とする。 

出典 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和３年版」 
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要求事項 

ア 構造計画 

・建物の構造種別及び構造形式は、建物の平面計画及び要求される性能を考慮し、都と協議の

上、適切に計画すること。 

・積載荷重は、建築基準法施行令第 85 条第１項に定められた値を下回らないようにするとと

もに、「構造設計指針」及び「建築構造設計基準」に定められた基準を満たすよう計画するこ

と。また、一般用途でない諸室（機械室、図書室等）は、重量物の実情に応じて適切に設定

すること。 

・人の動作または設備による振動に関する性能は、心理的または生理的に不快となる振動が生

じないことを性能の水準とし、「官庁施設の基本的性能基準及び同解説」に準ずること。 

 

① 広尾看護専門学校 

・構造種別は、建物の剛性が高く居住性に優れた鉄筋コンクリート造を基本とする。 

・体育館の屋根については、鉄骨造や、ＳＲＣ造又はプレストレストコンクリート造も検討す

ること。 

・構造形式は、耐震構造とすること。 

・耐震性能目標は、下表を原則として適切に設定すること。 

 

上部構造 

耐震レベル 判定基準 

許容応力度設計 層間変形角：１／２００ 以下 

部材設計：許容応力度以内 

保有水平耐力設計 層間変形角：１／１００ 以下 

用途係数Ｉ＝1.25 以上 

 

下部構造 

耐震レベル 判定基準 

許容応力度設計 構造耐力上主要な部分：短期許容応力度以内 

保有水平耐力設計 構造耐力上主要な部分：終局強度以内 

 

基礎構造 

耐震レベル 判定基準 

許容応力度設計 構造耐力上主要な部分：許容応力度以内 

大地震時における設

計 

構造耐力上主要な部分：終局強度以内 

なお、杭基礎の場合における荷重は建物慣性力および地盤変位を考慮す

ること 

 

 

イ 建築非構造部材の耐震性 

・大地震振動の構造体の変形に対して追従するとともに、大地震動時の水平方向及び鉛直方向

の地震力に対し、必要な安全性を確保すること。 
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① 検討項目 

・層間変形追従性能の検討 

・地震時慣性力に対する安全性の検討 

・転倒及び移動に対する安全性の検討 

 

② 検討部位 

・外壁、外装全般及びその仕上げ、建具及びガラス、天井、間仕切り、内装材並びに機器類・

家具及び什器等 

 

③ 耐風に関する性能 

風荷重のレベル 再現期間 500年の強風 

構造耐力上主要な部分 短期許容応力度以内とする。 

 

 

 

新設施設等の全ての施設を対象とする。 

 

基本方針 

ア 基本方針 

① 良好な教育環境、周辺環境の確保 

・広尾看護専門学校の教育環境、看学職員の労働環境の向上に配慮した設備計画とすること。 

・建物内及び周辺に対し騒音や振動等による影響を抑えた設備計画とすること。 

・鳩等の鳥類が建物に巣を作らないよう、また、糞等による被害が生じないよう周辺環境に配

慮した計画とすること。 

 

② 利便性の高い設備計画 

・ユニバーサルデザインに配慮した計画とし、誰にでも使いやすく、快適で利便性の高い設備

を整備すること。 

 

③ 柔軟性のある設備計画 

・機器及び配管の修繕、維持管理及び改修等に支障をきたさないよう、十分なスペースを確保

するとともに、修繕時及び改修時等に影響の出る範囲ができる限り小さくなる計画とするこ

と。 

 

④ 安全性に配慮した設備計画 

・国が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和３年版」に準拠し、耐

震安全性の分類は、甲類とすること。 
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・機器の固定及び配管類の支持は、耐震性の高い工法で行い、地震災害及びその二次災害に対

する安全性に関して、必要な耐震性能の確保を図り、ゆとりのある設計を心がけること。 

・システムの部分的な障害が発生しても全体に悪影響を及ぼさない構成とすること。 

・セキュリティに配慮すること。 

 

⑤ 経済性に配慮した設備計画 

・環境保全及び環境負荷低減を念頭に、省エネルギー・省資源化を図ることができる計画とす

ること。 

・ビルマネジメントシステムを有効に機能させ、設備機器等の最適化運転及び監視並びに部門

別・用途別の各種エネルギー使用量の計測、統計処理、分析及び診断ができるものとするこ

と。なお、使用量計測の系統分けは、都と協議の上決定すること。 

・主要熱源機器の運転効率を随時把握できるシステムとすること。 

・運転操作性及び保守管理性が容易なシステムとすること。 

・機器及び配管等は、耐久性の高い長寿命な仕様とすること。 

 

イ エネルギーの供給 

① 耐震性の確保 

・エネルギー供給に関する設備機器や配線、配管等は、大地震時においても機能が損なわれな

いよう計画すること。 

 

② 安定したエネルギーの確保 

・平常時、災害時のいずれの場合であっても、広尾看護専門学校の機能が損なわれないように

計画し、特に災害時は体育館に帰宅困難者、模擬病棟に入院患者を受け入れ可能とするこ

と。 

・事務室及びそれらに至る廊下、階段等への電源供給は自家発電機回路とする等、安定したエ

ネルギー供給を行うこと。 

・災害発生等により機能の一部に損傷が生じた場合でも、損傷の影響が広範囲に及ばない設備

計画とすること。 

・災害時のインフラ供給停止を考慮した水や燃料等の備蓄を行い、災害時の機能維持を図るこ

と。 

・備蓄量は、インフラ供給の再開に要する期間及び補給が可能となる期間を考慮し、３日間以

上の供給が可能となるよう確保すること。 

・インフラ供給の停止が長期化した場合を想定し、仮設供給にも対応できる計画とすること。 

・気象庁の緊急地震速報を利用する等、災害時の継続的なエネルギー供給を図ること。 

 

ウ 環境保全 

① 省エネルギー性能（ＰＡＬ*、一次エネルギー消費量） 

・「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成

25 年経済産業省・国土交通省告示第 10号）による目標値以下とし、その手法を示すこと。 
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② 東京都建築物環境配慮指針による環境性能評価 

・いずれも「東京都建築物環境計画書制度」（令和 2年 4月 1日施行 改正）の「段階２（環

境への配慮のための措置として環境への負荷の低減に高い効果を有するもの）」を目指すも

のとすること。 

 

エ 省エネルギー化計画 

・以下の検討を行い、ＣＯ２排出量と運営管理費の低減を重視した計画とすること。 

・電気・ガス・水の使用量及び空調熱負荷等のエネルギー負荷の予測算定 

・事業期間内における設備整備維持費と運転管理費を総合的に勘案したライフサイク

ルコストの算定 

・省エネルギー化及びライフサイクルコストの低減の効果について設備ごとに比較検

討し、より高い効果が見込まれる設備の積極的な導入 

・上記検討の内容をまとめた資料の作成 

 

電気設備 

ア 基本事項 

・設計照度や幹線ケーブルのサイズ、受変電機器及び発電機器の選定、テレビ共同受信設備の

各テレビ端子出力等は、「建築設備設計基準」（平成 30年３月 19日国営設第 134 号）に照ら

し、必要な性能を満たしていることを検証すること。 

・ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に配慮し、高効率機器の採用や負荷の平準化

等によるエネルギーの効率的利用を実現するため、設備構成の最適化を図る等、ＬＣＣＯ２

を削減するシステムを構築すること。 

・災害時に入院患者を受け入れる模擬病棟は「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に

準拠し、電源確保及び感電防止に配慮すること。 

・電気設備関連諸室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、修繕時等に配慮した上で、レ

イアウト及びスペースの確保を行うこと。 

・機器発熱に対応した適切な空調機能を確保すること。 

・設備備品や付属品等の予備品の保管のため、保管室を確保すること。 

・通信及び情報設備は、電源の瞬時電圧降下等の異常時や保守点検時にも機能停止を招かない

よう、電源のバックアップ等の停電補償を行うこと。 

・機器及びシステムは、導入時点（建設工事における承認図等の承認時点）で最適な仕様とす

ること。特に技術変化が激しい設備については、機器及びシステムの技術変化動向を確認 

し、導入仕様の決定前に都と十分協議すること。 

・機材及び施工方法については、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」の該当部分を

参照すること。なお、「特記による」とあるものについては、「総合的な検討を行い、広尾看

護専門学校の機能を維持する上で支障をきたさないものとする」と読み替えること。 
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イ 共通事項 

① 安全性、信頼性 

 電力の供給 

・安定的かつ十分な容量の電力を供給するとともに、将来負荷の変動、増加に対応できる計

画とすること。 

・また、重要負荷については、保守点検時等の停電が必要な状況においても電力の継続的供

給が可能な設備とすること。 

 

 バックアップ電源の充実  

・商用電源停電時は、防災機器等の法定負荷及び広尾看護専門学校の機能上重要な負荷に対

して、自家発電設備等による非常電源の供給を行うこと。 

・非常電源は、災害時の商用電源の復旧に時間を要することを想定し、広尾看護専門学校の

重要負荷について、３日以上の供給が可能となるよう計画すること。 

・自家発電設備は、「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」を遵守すること。 

・機能上特に重要な機器に対しては、無停電電源を供給し、信頼性の向上を図ること。 

 

 医療用接地 

・災害時の患者受け入れを考慮し医療用接地を行うこと。 

・「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に準拠し、ミクロショックやマクロショック

等の感電事故防止及び医療機器の安全性確保のため医療用接地を設ける。なお、接地極は

共通接地方式とすること。 

 

 機器の保護 

・情報系機器用の電源については、低圧側避雷器を設置し、安全性及び信頼性を高めるこ

と。 

 

 監視の集中一元化 

・火災等の災害時における防災監視機能を集中一元化し、早期発見並びに消火を迅速かつ適

切な避難誘導及び消火を可能とする安全性の高いシステムとすること。 

 

 点検の自動化 

・誘導灯及び自動火災報知設備については、自己点検機能付とし、点検の省力化と合理化を

図ること。 

 

② 環境 

・照明については、各室の用途及び機能に適した照明器具の選定と設定を行うとともに、建築

空間との調和がとれた計画とすること。 
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③ 情報 

・電話交換機は、情報システムの高度化及び光ケーブル化への対応を行うものとする。 

・災害時の対策として、アナログ回線との併用も行うこと。 

・情報システム用の配管・配線を適切に行うこと。 

 

④ 省エネルギー 

・「省エネ・再エネ東京仕様」（令和 ２年６月改正東京都財務局）に準拠した計画とするこ

と。 

・設備機器の運転制御や照明の消し忘れ等を適正に管理できるよう、集中化を図ること。 

・力率改善を自動制御できる高効率変圧器や高効率照明器具等の採用を図ること。 

・照明制御は、人感センサーによる点灯や昼光利用を考慮した自動センサーによる減光制御等

が可能な仕様とすること。 

 

⑤ 将来の設備修繕・拡張計画 

・将来的な設備の修繕・拡張のためのスペースを確保すること。 

・設備の修繕・拡張及び更新が容易に行えるよう、機器の搬入ルートを考慮した計画とするこ

と。 

・小規模な改修を行う場合、低コスト・低騒音で、かつ短時間の改修を実現するシステムを採

用すること。 

 

ウ 各設備項目 

① 電源設備 

 電源引込設備 

・引込みは東側全面道路（外苑西通り）より単独に１系統の計画とすること。長時間の停電

が起こらない設備とすること。 

 

 受変電設備 

・高圧受電設備が必要な場合は、長期的な視野に立って設備修繕時の改修範囲を考慮の上、

計画すること。 

・供給する電力の品質は、設備機器に対し高調波による異常や故障を生じさせないよう対策

を行うこと。また、力率改善後の力率は、電気供給者の測定する月間力率で 100％を目標

とし、自動力率制御を行うこと。 

・変圧器その他の設備容量は、将来の負荷増設に対応できるよう実装負荷の 130％以上の容

量を見込むこと。 

・商用電源が途絶したとしても、警報監視機能は継続できるものとすること。 

・系統連系を行うものは、逆潮流なしとすること。 

・高圧絶縁監視装置を設置し、保守管理の合理化に努めること。 

・高圧変圧器は、高効率変圧器を採用すること。 

・受変電設備に用いる機器は、不燃化を図ること。 
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・電気設備を設置する室は、機器の修繕や拡張に備えた将来スペースを確保するとともに、

これらの搬出入が容易に行えるものとすること。 

・受配電盤は、信頼性や保守管理を考慮して方式を検討するとともに、将来的な設備の修

繕・拡張のための十分な容量及びスペースを確保すること。 

・変電機器は、オイルレスを図るとともに低損失変圧器とし、力率制御及びデマンド制御等

に対応すること。 

・受変電室は、教室等への振動、騒音の影響に配慮するとともに、浸水や鳥獣等が侵入でき

ないよう、構造及び配置を検討すること。 

・電力幹線の配線方式については、ＥＰＳ内及び主要ルートはラック配線とし、増設スペー

スを確保すること。 

 

 非常用発電設備 

・建築基準法及び消防法その他関係法令を遵守し、防災電源として認定を受けた非常用発電

装置とすること。 

・発電機回路の負荷は、「建築設備設計基準」の表に示される「発電機回路とする負荷（事

務庁舎）」の乙類に示す負荷や下記に示す負荷とすること。これらの負荷は、商用電源が

途絶した後も発電装置より継続して電力の供給を可能とすること。 

 

発電機対象負荷（参考） 

必要性 用途 摘要（参照は例示） 

法的な負荷 防災用 消防法及び建築基準法その他の法律で規定されている負荷 

屋内消火ポンプ、非常照明、防災監視盤、中央監視制御装置、消

火設備電源等 

生命の維持に 

関する負荷 

医療用 患者受け入れ時の人命に直接関わりあいのある負荷 

模擬病棟、トリアージ対応室で使用する医療機器、医療ガス等 

その他の 

重要な負荷 

保安用 帰宅困難者受け入れの為の負荷 

体育館の照明、コンセントの一部、体育館に至る通路、階段 

管理用 エネルギー等の供給に必要な負荷 

給水ポンプ、排水ポンプ、警報装置、制御盤電源等 

応急対応に必要な負荷 

事務室、発電機負荷対象室の階のトイレ照明、コンセントの一部

及び事務室、トイレに至る通路、階段 

情報の伝達に必要な負荷 

通信設備（サーバ等の機器（重要な機器のみ）、ナースコール、電

話交換機、インターホン、テレビ共聴機器、ネットワークスイッ

チ及びハブ（重要系統のみ））等 

防災用 防災行政無線の運用に必要な負荷 

防災行政無線への電源については、防災上重要な負荷として位置

付け、負荷の詳細は都と協議の上、整備すること。 

 

・発電機は設備容量に見合った装置とすることを検討すること。 
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・発電装置の燃料として、必要分の燃料を備蓄することのできる主燃料槽（地下貯油槽）を

設けること。 

・主燃料槽は、防炎性、防犯性、機関への燃料供給及び主燃料槽への燃料給油を考慮し、適

切な位置に設けること。 

・発電装置の排気ガス経路及びその排出口は、広尾看護専門学校の運営及び外壁等施設並び

に利用者に影響を与えないような位置又は方法により設置すること。 

・将来想定される大規模改修等に際し、発電機等の搬出入が容易に行える経路を確保するこ

と。 

・原則として空冷式若しくはラジエーター冷却方式とし、電気室に隣接した場所とするこ

と。ただし、非常時の冷却水を確保出来る場合はこの限りではない。 

・発電機は騒音に配慮して設置場所を検討すること。 

・発電機の燃料は大地震などの災害時エネルギー供給の再開あるいはそれに代わる供給が可

能となる期間として３日を想定し３日分以上の燃料を確保すること。 

 

 太陽光発電設備 

・パネルは屋上に保守点検スペースを考慮し災害時の予備電源として利用できる適切な容量

の設置を検討すること。 

・予備電源機能は２重化を図る為、直送自立運転機能を有し帰宅困難者受け入れ場所等へ供

給可能となる様計画のこと。 

・近隣建物への太陽光反射光害を考慮し計画すること。 

・リアルタイムで発電状況の表示を検討すること。 

 

② 警報設備 

・設備監視等に関わる各種信号は、１階事務室及び警備員室にて管理できる仕様とすること。 

・警報設備への電力供給は発電回路とし、更にバッテリーを組み合わせることで継続した無停

電供給を可能とすること。 

 

③ 避雷、接地設備 

・雷保護設備は、建築基準法及び日本産業規格（ＪＩＳ）等を遵守し、設置すること。なお、

保護レベルはリスクの解析による検証を行い、適切に設定すること 

・接地は「建築設備設計基準」の統合接地方式とすること。 

・内部雷保護システムとして、サージ保護装置を必要箇所に設置すること。 

 

④ 電灯設備 

・分電盤は「建築設備設計基準」に準じ、原則として配線室（ＥＰＳ）内に設置すること。 

・停電を伴わずに零相電流を早期に検出できるよう、各分電盤単位で受電主回路に零相電流を

検出できる設備を設けること。 

・配線室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、更新時を考慮し 

た上で、機器レイアウト及びスペースの確保を行うこと。 
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・分電盤は、将来の増設等に対応するため十分な予備スペース（実装回路数の約 20％）を確

保すること。 

・照明器具は省エネルギー化に配慮した上で、場所や用途に応じて適切なものを設置するこ

と。 

・照明器具はＬＥＤ光源とし、グリーン購入法に適合したエネルギー効率の高い器具各諸室の

照度は、その室の用途や目的に応じて、ＪＩＳ照度基準（中心値より上位）に準じた最適照

度を設定すること。 

・照明制御は適正照度調整・昼光利用照明制御・タイムスケジュール制御・人感センサー制御

等を組み合わせたシステムとし、省エネルギー化を図ること。 

・照明器具の点滅方法は、遠方発停や点滅情報が得られるリモコンシステムとし、事務室及び

警備員室にて点滅操作が行えるものとすること。 

・非常照明は電池内蔵型とし、建築基準法及び都条例に準拠した計画とすること。 

・誘導灯は電池内蔵型とし、消防法及び都条例に準拠した計画とすること。また、１階避難口

及び各階階段入口には、誘導音及び点滅機能付きの誘導灯の設置を検討すること。更に、専

ら避難の用途に供する階段は、減光（消灯）制御機能付きとすること。 

・照明器具のランプ交換については、安全かつ容易に行えるものとすること。 

・映像・音響装置を設置する場所には、調光設備を設けること。 

・模擬病棟は実際の病室に準じた照明計画とし、主照明とともにベッド毎にベットサイドラン

プ、処置灯を計画すること。また、廊下には常夜灯を設置し、実践に応じた環境を整備する

こと。 

・体育館のステージに舞台照明設備の設置を計画すること。 

・照明はＬＥＤ照明器具を採用し制御盤をステージ上部舞台袖に計画すること。 

 

⑤ コンセント設備 

・分電盤は、「建築設備設計基準」に準じ、原則として配線室（ＥＰＳ）等に設置を行うこ

と。 

・停電を伴わずに零相電流を早期に検出できるよう、各分電盤単位で受電主回路に零相電流を

検出できる設備を設けること。 

・事務室、情報処理室、実習室等負荷の増設等に対応するため、個別分電盤の設置を行うこ

と。個別分電盤は、原則として当該室内に設置するものとする。 

・配線室及び幹線経路は、保守点検時や機材増設時、更新時に配慮し、レイアウト及びスペー

スの確保を行うこと。 

・分電盤は、将来の増設等に対応するため十分な予備スペースを確保すること。 

・災害時患者受け入れ室のコンセントは、「ＪＩＳ Ｔ1021 医療用差込接続器」、「ＪＩＳ Ｔ

1022 病院電気設備の安全基準」に準拠した医用接地形コンセント（２Ｐ100Ｖ15Ａ接地極

付２個口）とするとともに、電源種別や医療接地工事等についても、ＪＩＳ安全基準に基づ

き行うこと。 

・系統ごとのコンセントアウトレットは色分けを行うこと。 
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・コンセントは、室の用途及び目的に応じた形状、数量を設置すること。さらに、将来の環境

変化への対応を十分に見込んだものとすること。 

 

⑥ 情報通信設備 

・広尾看護専門学校内情報システムとして、都専用ネットワーク（ＴＡＩＭＳ）、校内インタ

ーネット回線、情報処理室用回線及び図書検索・図書管理システム用回線の４系統のＬＡＮ

の構築を想定しているため、これらの情報システムの導入に必要な引込み用配管、機器設置

スペース、配管配線や配線ラック等の設置を行うこと。また、無線及び有線の構築は部屋の

使用状況を判断し提案すること。 

・機器及び配管配線は、それぞれ専用に確保すること。ただし、明確にエリアを区画すること

が出来る場合は、他の設備と一体的なスペース及びルートとすることも可とする。 

・将来の増設を考慮したスペースの確保を行うこと。 

・各ネットワークについては、物理的には同一ネットワークを構成し、論理的に分離できる構

成とすること。 

・系統ごとのＬＡＮコネクタアウトレットの色分けについては、広尾看護専門学校と協議し、

決定すること。 

・将来の増設を考慮した広さを確保すること。 

・無線ネットワークは混信が無いように各々の無線帯域での品質保障を行い整備すること。 

・ネットワーク機器関連は以下の整備を行うこと。 

項目 整備内容 

情報室 

（サーバ室）内 

・19 インチラックにコアスイッチ及びサーバスイッチ等を必要数設置

すること。 

・サーバ室には情報用ＵＰＳを設置し、電源を供給すること。 

各階ＥＰＳ内 ・19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設

置すること。 

・ラックにはＵＰＳを設置し、電源はＵＰＳ経由で供給すること。 

・ＵＰＳは、ネットワーク上のマネージャーソフトからＵＰＳ及び接続

しているＰＣ等を管理可能な機能を有すること。 

ネットワーク 

機器接続 

・コアスイッチからフロアスイッチ間は光ケーブルで配線すること。な

お、スイッチと配線を冗長化し、耐障害性を高めること。 

・業務量が増大しても支障のない余裕をもった設計（ネットワーク速

度、接続台数等）とすること。 

・フロアスイッチとエッジスイッチとの間は、ＵＴＰケーブルで配線す

ること。なお、スイッチと配線を冗長化し、耐障害性を高めること。 

・エッジスイッチとＬＡＮコンセントの間は、ＵＴＰケーブルで配線す

ること。 

・ＵＴＰケーブルは、納入時点で最速の速度性能を持つものを選定する

こと。 

・ＬＡＮコンセント以降のＰＣやプリンタ、医療機器等までの配線は、

別途とする。 

無線ネットワーク ・全館で無線ネットワークを使用できるものとすること。 

・無線ネットワークについては、電話設備の携帯用電話機と合わせて、

看学業務に最適な環境を提案すること。 
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項目 整備内容 

・無線アクセスポイントには、ＰＯＥスイッチからＵＴＰケーブルで給

電すること。 

・全ての無線ネットワークは、ＷＰＡ／ＷＰＡ２による暗号化を図るな

ど、総務省の「Ｗｉ－Ｆｉ提供者向けセキュリティ対策の手引き」（令

和２年５月版）に準拠したセキュリティとすること。 

その他 ・ネットワークケーブルはナンバリング計画に基づき、行先等をケーブ

ルタグで表示すること。 

・情報コンセントは、ナンバリング計画に基づき、ナンバリング表示を

行うこと。 

 

⑦ 電話設備  

・引込は、広尾看護専門学校単独で引込む計画とし、光ケーブルを検討すること。 

・電話交換機は広尾病院と別システムとして計画するが、広尾病院の内線電話回線が引込み出

来るように配管配線及び電話機を計画すること。 

・電話回線の引込から、交換機を経由し、電話機の設置までの一連を事業者が実施すること。 

・交換機に接続する局線については、広尾看護専門学校の現状の回線数等を考慮し、適切な回

線数を計画すること。 

・電話交換機は停電時を対応する為バッテリー付きとし、発電機回路とすること。また、必要

箇所に停電補償型の電話機を計画すること。 

・電話交換機は発信元名称が表示出来る仕様とすること。 

・必要に応じてモジュラージャックを配置すること。 

・配線方式は、原則ＥＰＳ内及び主要ルートはケーブルラック方式とし、それ以降は配管方式

とすること。 

・固定電話の実装台数は予備機を含め、適切な台数を見込むこと。 

・公衆電話設置スペースには、公衆電話用の配管及び電源を計画すること。 

 

⑧ 時計設備 

・体育館に大型壁掛時計の設置を計画すること。 

・時刻補正は自動修正が可能となる計画とすること。 

 

⑨ 拡声放送設備 

・消防法その他関連法令を遵守した非常放送設備と業務用放送設備の兼用型とし、主装置を事

務室に設置すること。 

・拡声放送装置は、ＦＭラジオや有線放送、ＤＶＤプレーヤー等によるＢＧＭ放送を可能と

し、プログラムタイマー、電子チャイム装置及び音声合成案内装置を設けること。なお、仕

様は、「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事）」を参照すること。 

・リモートマイクは、事務室や警備員室等に設置すること。 

・機器は操作性、視認性等を考慮し配置計画を検討すること。 

・下記の室に研究発表や講演会等、使用用途に対応できる映像・音響設備の設置を検討するこ

と。 
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部門 部屋名 用途 

普通教室・特別教室 

普通教室（１から６） 講義 

情報処理室 講義 

大教室１、２ 講義・学校説明会 

視聴覚室 講義・学校説明会 

図書 図書室 ＤＶＤ視聴 

実習 

実習室 

（基礎・成人・老年、在宅、

母性・小児） 

実習講義 

実習演習室 実習講義 

模擬病棟 実習講義 

学生支援・学生専用 学生ホール 学生連絡 

管理 大会議室 会議 

体育館 体育館 行事・講演 

共用部 共用部 学生連絡、ＰＲ、学校紹介 

 

⑩ テレビ共同受信設備 

・テレビアンテナは、屋上に地上波デジタル用及びＢＳ用を設け、設置したアンテナの全チャ

ンネルが受信可能な状態とすること。 

・設置する機器類は全て地上デジタル放送及び４Ｋ等対応型とすること。 

・ＣＡＴＶを引込めるように配管設備を設置すること。 

・校内案内放送を配信することが可能な設備とすること。 

・災害時のテレビ視聴も考慮に入れシステム構築を行うこと。 

 

⑪ ナースコール設備  

・模擬病棟内に実習用として、ナースコール設備を設置すること。 

・ナースコールについては、１床１回線の同時通話式システムとすること。 

・模擬病室等の入口付近の壁面に設置する廊下表示灯は液晶モニター型とする。 

 

⑫ インターホン設備 

・運営上必要と思われる場所にインターホン設備を設置すること。 

・主な用途ごとの設置系統及び通話方式は、下表を参考に検討すること。 

用途 設置系統 通話方式 

時間外呼出し用 １階出入口⇔事務室 親子通話方式 

エレベーター呼出用 事務室⇔エレベーターかご内 親子通話方式 

 

⑬ ＩＴＶ設備 

・建築物内外の防犯（不審者対応）として、建物内供用部分等（エレベーターや入口付近、）、

及び外壁周囲の必要と思われる場所に、全体を見渡せるようなカラー監視カメラ（電動ズー

ム式）を設置し、監視カメラ架を事務室に、副モニターを警備員室に設置すること。 
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・カメラの仕様は高感度、最低照度 0.5 ルクス以下、推奨照度５ルクス以下、電源同期、自

動絞り広角レンズ付のカラーカメラとし、更に常時録画（電子式）にて 30 日以上の記録を

行うことができるシステムとすること。 

・監視カメラ架には、ハードディスクに 24 時間・１か月以上の記録が可能な映像記録装置を

設置すること。 

・記録装置本体及びその操作部は、記録された個人情報を特定の看学職員以外の者が取り扱う

ことができないよう、施錠可能な収納スペースに設置する等の対策を行うこと。 

 

⑭ 防災設備 

・自動火災報知設備は、「建築設備設計基準」の中央監視制御項目表のⅢ形の欄における防災

設備系の各項目以上を対象とすること。 

・建築基準法及び消防法その他関係法令を遵守し、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設

備、非常照明設備、誘導灯設備等の防災設備を設置すること。 

・受信盤は事務室に、副受信盤は警備員室に設置すること。また、広尾看護専門学校の受信盤

情報を広尾病院防災センターの受信機でも確認が可能な計画とすること。 

・運用状況を鑑み、火災位置特定と保守メンテナンスの容易性の観点から、アナログ型感知器

（自動試験機能付）を積極的に採用すること。 

 

⑮ 警備設備（入退室管理） 

・広尾看護専門学校の運用に合わせて、時間外における不法侵入の防止や管理ゾーンの入室制

限、重要室の高レベル入室制限等が可能なシステムを構築すること。 

・建物出入口、入室制限が必要な出入口等に非接触型のカードリーダーを設置し、カードは学

生証との連携も可能なシステムとすること。 

 

⑯ 屋外照明設備 

・照明器具はＬＥＤ光源とし、グリーン購入法に適合したエネルギー消費効率の高い器具を用

いること。 

・照明器具は、太陽光パネルを取り入れる等、省エネ化器具を採用すること。 

・駐車場や構内道路、歩行者通路等、必要に応じて適宜照明設備を設置すること。 

・外灯は、防犯上及び機能上十分な照度を確保するとともに、必要に応じて点滅区分を分け、

タイマーやセンサー等により制御可能なものとすること。 

・屋外に設ける器具や湿気の多い場所に設ける器具の材質は、防錆を考慮し、ステンレス製等

とすること。 

 

⑰ その他 

・各部門及び各室固有の要求水準に関しては、「第２ 施設計画に関する要求水準 ２ 各部門

計画」及び「付属資料３ 諸室リスト」による。 
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エ 耐震性能 

① インフラ引込における耐震対策 

・耐震建物導入部の配管・配線には、構造の変位に追随可能な材料・工法を使用すること。 

 

② 電力の確保 

・電源は商用電源及び非常用電源の２種を使用し、相互間のバックアップ体制を確立するとと

もに、「ＪＩＳ Ｔ1022 病院電気設備の安全基準」に基づくものとすること。 

・設備保守や修繕時における継続的な電源供給と災害時の電源供給を確保すること。 

 

③ 通信・連絡網の確保 

・施設の活動に必要な通信機能を確保するため、防災無線の設置等通信網の途絶及び輻輳対策

に配慮すること。 

・重要機器についてはバッテリー搭載型にするか、個別に無停電電源装置（ＵＰＳ）でバック

アップすること。 

 

空気調和設備 

ア 基本事項 

・適切な温湿度条件を確保すること。 

・負荷及び運転時間の変動に対し、柔軟な対応が可能なシステムとすること。 

・エネルギー負荷の抑制や効率的利用を追求したシステム及び機器を選定すること。 

・周辺環境への悪影響が少ないシステムとし、地球環境にも配慮すること。 

・空調システムは、新設施設の特性を考慮した上で、ライフサイクルコストが最小となるよ

う、システムを選定すること。 

・インバーター機器などの高周波及び低周波音について対策を講じること。 

・光熱水費の低減を考慮した計画とすること。 

・冷凍機の冷媒は、オゾン層破壊や地球温暖化に与える影響が少ないものを採用すること。 

・施設全体としてのライフサイクルコストや、災害発生時の安全性・確実性、非常時等のバッ

クアップ機能のバランスを考慮し、システムや容量を適切に選定すること。 

・機器の修繕・拡張のための広さを確保するとともに、その際の機器の搬入ルートについても

考慮した計画とすること。 

 

イ 各設備項目 

① 熱源設備 

・ライフサイクルコストや維持管理の容易さ、災害時等の信頼性等を考慮し、最適なシステム

を採用すること。 

・エネルギー源は、経済性や安定供給性、環境特性（ＣＯ２排出量、オゾン層破壊等）を考慮

して選択すること。 

・環境負荷の低減や部分負荷効率、メンテナンス性、更新性、非常時の備蓄エネルギーの使用

を考慮すること。 
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・新設施設の負荷特性に適合するものとし、年間冷房や除湿再熱、低負荷時の効率的な運転に

対応可能な設備とすること。 

・電力負荷を平準化すること。 

・熱源機は、災害時等に活動拠点となる室の機能維持が可能なものを採用すること。 

・負荷の変化に効率的に対応できるよう小容量複数配置とし、耐用年数が長く、かつ信頼性の

高い熱源機を採用すること。 

・熱源機及び配管のスケール付着等による効率低下を防止すること。 

・冷却塔は、レジオネラ属菌感染防止対策やライフサイクルコスト等を考慮した上で、密閉式

又は開放式を適切に選定すること。 

・冷却塔を密閉式とする場合は、密閉系統への水処理装置の設置は不要とする。また、冷却塔

を開放式とする場合は、薬注装置及びブロー制御等の水処理設備を適切に設置すること。 

・用途や運用上の性格の異なる室や系統は、個別分散式を検討すること。 

 

② 空気調和設備 

・運転時間や負荷特性、温湿度条件等を考慮して最適なゾーニングを行い、適切な空調方式を

選定すること。 

・教室、演習室、実習室、事務教務室、図書室、視聴覚室など、個別空調（ヒートポンプ方

式）とする等、省エネルギー化を考慮した上で、使用時間に合わせてフレキシブルに対応で

きるものとすること。 

・体育館は大空間を効率的に空調及び換気できる方式を積極的に検討すること。 

・個別空調についても集中管理が可能なシステムとすること。 

・外気負荷を削減するため、できる限り排気熱を回収すること。 

・設備の選定に当たっては、維持管理の容易性、ランニングコスト等を考慮すること。 

・衛生的で不純物の発散を極力抑えた方式の加湿器を設置すること。 

・空調補給水及び加湿水専用の給水タンクをそれぞれ設け、他系統の給水とのクロスコネクシ

ョンを防止するとともに、水抜き可能な構造とすること。 

 

③ ダクト設備 

・空調吹出口及び吸込口を均一に分散配置することで、汚染された空気が一箇所に溜まらない

よう計画すること。 

・新鮮空気取入口は、清浄な空気を得られる位置に計画すること。 

・排気口は外気取入口とショートサーキットを起こさず、排気が拡散しやすい位置に計画する

こと。 

・十分な消音処理を行い、ダクトの騒音レベルを下げること。 

・必要なエアバランスを確保すること。 

・ダクトスペース内は、人が中に入って点検することが可能な広さを確保すること。 

・ダクトには積極的な保温施工を行う等、適切な結露対策を行うこと。 
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④ 配管設備 

・水配管の管内流速は低速とし、振動や騒音に十分配慮すること。 

・ウォーターハンマーを防止するとともに、耐蝕性に優れた配管とすること。 

・メンテナンス等を考慮した上で、弁類を適切に配置すること。 

・弁類の損傷及び詰まりを防止するためのストレーナーや、管の伸縮を吸収するための伸縮継

手を各所に設けること。 

・配管のスケール付着防止及び機器の耐用年数を延ばすことを目的とし、水処理装置を設置す

ること。 

・加湿系統の給水管は、水抜き可能な構造とすること。 

・パイプスペース内は、点検することが可能な広さを確保すること。 

 

⑤ 換気設備 

・居室の１人当り導入外気量は、30 ㎥／ｈ・人以上とすること。 

・各室の清浄度に応じた適切な空気環境を実現するため、適切なエアバランス及び換気回数を

確保すること。 

・模擬病棟、実習室や体育館は感染症などの流行時の対策として単独給排気とすること。 

・関係法令にのっとり適切な換気設備を設置するとともに、臭気・汚染の拡散防止を考慮した

ゾーニングを行う等、柔軟な対応が可能な計画とすること。 

・ダクトの材質は、排気する物質の特性に見合った耐久性を持つ材質とすること。また、ジョ

イント部には、必要に応じてシールを行うこと。 

・風や温度差を利用した自然換気システム等を取り入れた計画とすることで、省エネルギー化

を講じること。 

・ＣＯ２制御等の省エネルギー化に配慮したシステムの導入を検討すること。 

 

⑥ 排煙設備 

・建築基準法及び消防法等の関係法令に基づき、適切な排煙設備を設けること。 

・機械排煙設備を設置する場合は、ダクトの系統について、用途区画や安全区画を考慮した適

切なゾーニングを行うこと。 

 

⑦ 自動制御設備 

・各システムとの整合性や経済性、操作性、電気設備との関連性を考慮し、各装置類の適正な

制御を行うこと。 

・集中リモコンなどで空調・換気設備機器類の集中監視制御を行えるようにすること。 

・温度及び湿度によるファン発停制御を行うこと。 

 

⑧ その他 

・各部門、各室固有の要求水準に関しては、「第２ 施設計画に関する要求水準の２ 部門別

計画」及び「付属資料３ 諸室リスト」による。 
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ウ 耐震性能 

① インフラ引込における耐震対策 

・建物導入部の配管には耐震構造の変位に追随可能な材料を使用し、安全対策を行うこと。 

 

② 空調機能の確保 

・災害時に利用する模擬病棟・実習室・体育館、学生ホールは外部からのエネルギー供給が途

絶した場合でも、空調設備を稼動可能な計画とすること。 

 

給排水衛生設備 

ア 基本事項 

・周辺環境へ悪影響を及ぼさないシステムとし、地球環境へも配慮すること。 

・水資源の有効活用を検討し、ライフサイクルコストが最小となるシステムとすること。 

・看学職員及び看護学生に対して安全で快適な環境を提供するとともに、校内感染の防止対策

を図ること。 

・大地震等の災害時に活動拠点としての機能を確保することができる設備を整備すること。 

・高調波及び低周波音について対策を講じること。 

・負荷変動や運転時間の変動に対し、柔軟に対応可能なシステムとすること。 

・有害物質や臭気の拡散を防ぎ、安全で快適な室内環境を提供すること。 

 

イ 共通事項 

① 安全性、信頼性 

・器具及び機器等は、看学職員及び看護学生が容易かつ安全に取り扱うことができるよう、ユ

ニバーサルデザインを採用すること。 

 

② 省エネルギー 

・効率的な機器を採用して省エネルギー化を目指すとともに、節水型の機器を採用する等省資

源化にも配慮した計画とすること。 

 

③ 将来の修繕、拡張計画 

・設備機器の修繕・拡張のためのスペースを確保すること。 

・設備機器の修繕・拡張が容易に行えるよう、機器の搬入ルートを考慮した計画とすること。 

・小規模な改修を行う場合、低コスト・低騒音で、かつ短時間の改修を実現するシステムを採

用すること。 

 

ウ 各設備項目 

① 衛生器具設備 

・十分な洗浄機能を有する節水型器具を採用すること。 

・新設施設全体の特性や部門ごとの特性、使用目的等に応じて最適なものを選定すること。 

・逆流及び逆サイホン作用による汚染が生じない器具とすること。 
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・便器及び洗面器は壁掛け型とする等、衛生的で清掃が容易な器具を採用すること。 

・大便器の便座は、温水洗浄便座を基本とすること。 

・大便器の洗浄弁の操作ボタンは電気式作動のものとし、壁面の操作しやすい場所に設置する

こと。 

・小便器は、非接触式センサーによる洗浄とすること。 

・オストメイト対応の機器を設置する等、ユニバーサルデザインを取り入れた計画とするこ

と。 

・洗面器及び手洗い器の水栓は、自動水栓を採用すること。ただし、災害等による停電発生

時、各部署において、設置された全ての水栓が使用不可とならないよう配慮すること。 

・シャワー及び洗面器の水栓には、やけど防止のため、サーモスタットを設けること。 

・洗面器や手洗い器、洗面化粧台、流し台等の設置場所に近接させて、ペーパータオルホルダ

ー又はハンドドライヤー等を設置すること。 

・各機械室にメンテナンス用の手洗い器等を設置すること。 

・散水栓を適切に配置すること。なお、クロスコネクション防止のため、地中埋設型ボックス

は使用しないこと。 

 

② 給水設備 

・水道水の引込は都水道水とし、その配管は水道水単独で利用する場合に対応した口径とする

こと。 

・給水系統は、上水及び雑用水の２系統給水とし、系統ごとに受水槽を設けること。 

・上水系統：飲用、ＳＷ室、洗面、医療用、給湯室用等 

・雑用水系統：トイレ、散水用、冷却塔補給水等 

 

・水道水は、上水・雑用水の各系統の受水槽に直接給水できるように別々に配管すること。 

・受水槽及び高置水槽は、それぞれ２槽以上とし、１槽ごとに修繕可能な構造とすること。 

・給水配管及び受水槽等は系統ごとに色分けし、明確に分類すること。 

・適切な給水圧力を確保すること。 

・受水槽は、地震時の破断漏水に備えて、感震器連動による緊急遮断弁を設置すること。 

・災害時等において受水槽から高置水槽等への水の供給ができなくなった場合等を想定し、受

水槽には、直接水を取り出すことができる水栓等を設けること。 

・災害時や断水時にも施設として必要な水量を確保すること。非常時の給水量は、模擬病棟及

び避難施設としての体育館の機能を維持する上で最低限の使用として節水することを前提と

し、看学職員及び看護学生が上水を３日間以上、雑用水を３日間以上使用できる水量を確保

すること。 

・雑用水については、施設の維持管理及び災害時においても機能維持を求める設備の運転に必

要な水量を適切に想定して算出すること。 

・上水系統の給水管とその他配管とのクロスコネクションを防止すること。 

・維持管理及び修繕等において、各階、各部門に止水することが可能となるよう、適切にバル

ブを設けること。 
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・植栽への散水は雨水を最大限利用するとともに、必要に応じて自動灌水設備を設けること。 

・散水用に使用する雨水槽にはろ過装置を設置すること。 

 

③ 排水設備 

・建物内の排水は汚水、雑排水の分流方式を基本とすること。 

・大地震後に公共下水道が破損して排水不能となった場合を想定し、排水を一時的に貯留する

ための非常用排水槽を設けること。なお、容量は水の備蓄量に対応させること。 

・屋外排水は汚水（雑排水を含む。）と雨水の分流方式とすること。 

・空調ドレン管のエルボ継手部分においては、スライム対策を講じること。 

 

④ 給湯設備 

・給湯温度が使用目的に応じて常に適温で安定する設備とすること。 

・給湯方式について、カリキュラムに応じて柔軟に対応できる給湯方式とすること。 

・中央式給湯を採用する場合の貯湯槽（ＳＵＳ444製）は複数台設置し、適切な給湯圧力を確

保するようゾーニングを行うこと。 

・管の伸縮対策として、伸縮継手を各所に設けること。また、管内のエア溜まりを防止するた

め、エアセパレーターを各所に取付けること。 

・維持管理及び修繕等において、各階ごとに止水することが可能となるよう、適切にバルブを

設けること。 

 

⑤ 消火設備 

・消防法、同法施行令及び同法施行規則による他、「東京都火災予防条例」（昭和 37年３月 31

日条例第 65号）により、火災発生時に自動的又は人の操作によって有効かつ迅速な消火を

行うことができる消火設備を設置すること。 

・壁埋込み型の消火器ボックス及び消火器を適切に設置すること。 

・サーバ室は、情報の破損・消失が生じないよう考慮し、設備を計画すること。 

 

⑥ ガス設備 

・ガス供給箇所については、使用個所及び使用量に応じて適宜計画すること。 

・ガス供給箇所は安全性を考慮し、最小限の範囲とすること。 

 

⑦ 医療ガス設備 

・模擬病棟等は実際の病室に準じた医療ガス設備を設置する。 

・構成は次のとおりとし、供給システム、配管及びアウトレットの設置を行うこと。なお、設

置個所については「付属資料３ 諸室リスト」を参照のこと。 

・酸素ガス配管設備（Ｏ） 

・圧縮空気配管設備（Ａ） 

・吸引配管設備（Ｖ） 
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・必要に応じて組み合わせたアウトレットを必要箇所に適切に設置すること。 

・模擬病棟のスタッフステーションに区域別遮断弁、監視警報設備（医療ガス情報モニター）

を設置し、供給源の状況や機器類の警報等を表示すること。 

・メンテナンスや改修等が容易に行えるよう（供給室が複数階に分かれる場合には階ごと）に

バルブを設けること。 

・災害時には、広尾病院と連携した運用が可能な整備をすること。 

 

エ 耐震性能 

① インフラ引込における耐震対策 

・インフラ引込における耐震対策建物導入部の配管には耐震構造の変位に追随可能な材料を使

用し、安全対策を行うこと。 

 

② 給水機能の確保 

・地震時の配管破断や漏水に備え、各水槽に感震器連動緊急遮断弁を設置すること。 

・ライフラインの途絶に備え、模擬病棟及び避難施設としての体育館を最低限維持することが

できる水の備蓄を行い、飲料水３日分以上、雑用水３日分以上を確保すること。 

・給水車用の受入給水管・受水槽及び直圧給水管部から採水可能な給水栓を設置すること。 

 

③ 排水機能の確保 

・ライフラインの途絶に備え排水ポンプは非常用電源系統とし、災害時や停電時においても排

水可能な計画とすること。なお、放流量は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解

説」に基づき算定すること。 

・排水貯留施設は３日分以上を確保すること。 

 

昇降機設備 

ア 要求事項 

・新設看護学校における平時の交通量を見極めるとともに、機能上必要な動線を災害時にも確

保できるよう、交通計算等を行った上で、適切な規模、性能及び台数の昇降機設備を設置す

ること。 

・エレベーターは、次に示す用途のものを設置すること。台数については、適切な規模と交通

計算等に基づいて適切に提案すること。なお、エレベーターのうち１台は搬入用として寝台

用エレベーターを設置すること。 

 

広尾看護専門学校 

名称 用途 種類 

・来客用エレベーター ・看護学生・看学職員・来

客用 

 

・乗用エレベーター 

・搬入用エレベーター ・物品搬入用 ・寝台用エレベーター 
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・設備機器その他の備品等の搬入を考慮した大きさ、かご寸法を確保すること。 

・実習部門諸室への物品搬入等はエレベーターを利用する計画とする 

・エレベーターは、その用途に応じて、空調設備、開延長ボタン等を適切に設置すること。 

・エレベーターに、初期微動感知地震時管制運転、火災時管制運転、自家発時管制運転及び停

電時自動着床装置等の管制機能を設置すること。 

・省エネルギー化を講じること。 

・エレベーターは新設施設の特性に十分配慮した仕様とすること。 
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 施設整備業務 

 

基本方針 

「要求水準書 Ⅲ施設整備編 （１）共通事項 第３ 施設整備の共通業務」を参照すること。 

 

 

備品等の調達業務 

ア 業務内容 

・備品等の調達 

・備品等配置計画（都が別途調達する備品等及び移設備品等を含む。）の策定 

・備品等配置計画に基づく調達備品等の選定及び調達備品等リストの作成 

・備品等の搬入、据付・設置、調整及び検収等 

・備品等の調達、搬入、据付・設置、調整及び検収等に伴う校内調整・全体スケジュール管理 

・備品等配置計画に基づく備品等管理データベース（都が別途調達する備品等及び移設備品等

を含む。）の作成 

・このほか、上記業務に付随する一切の業務 

 

イ 調達対象 

「参考資料６ 備品等リスト」において、記載された備品等とする。なお、調達は新設看護学校

への移転時のみを対象とする。 

 

ウ 要求事項 

・備品等配置計画及び調達備品等リストは、都の承認を受けること。 

・備品等の選定に当たっては、「参考資料６ 備品等リスト」に示すものと同等以上のものと

し、建物の平面計画や色彩計画等と整合させることを念頭に、適切な寸法やデザイン、色調

のものを提案すること。また、事業者の責任において、提案価格内で最新の機能を有するも

のを調達すること。 

・調達数量は、「参考資料６ 備品等リスト」に示す数量とする。ただし、設計業務等により数

量の変更が避けられないと認められる場合は、都と協議の上、数量の変更を行うこと。 

・「参考資料６ 備品等リスト」に示す備品等が、安全性及び耐久性等の点で明らかに問題が

ある場合は、自主的に変更を提案すること。 

・備品等の搬入に当たり、養生等必要な準備業務を行うこと。（養生材の用意や処分を含む。） 

・都の指示に従い、調達した備品等に管理用シールを貼付すること。 

・都が指示する日までに所定位置への設置（据付及び接続工事を含む。）を完了し、調達備品等

リスト、備品等配置計画、備品等管理データベース及び引継書とともに都へ引き継ぎ、都に

所有権を帰属させること。 

・調達備品等の設置に当たっては、別途都が実施する設置業務等と輻輳しないよう、工程や作

業ヤード等について十分調整を行うこと。 
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・各種リストの様式及び備品番号等の貼付方法等は都の基準等に従うこと。 

 

エ 費用負担 

本業務の実施に要する費用（蛍光灯等の消耗品や、事務用品、業務実施のために必要な備品等の

購入費用等）は、個別事項に特記するものを除き対価に含める。 

 

移転業務 

ア 業務内容 

・新設看護学校への移転時における現有物品の調査と現有物品リストの作成 

・新設看護学校への移転時における現有物品リストに基づく移設物品、廃棄物品（更新に伴う

廃棄物品を含む）の別に分類整理 

・新設看護学校への移転時における移転引越計画書の作成 

・新設看護学校への物品の移設、引越業務の実施 

・新設看護学校への移転時における廃棄物品、廃棄物の収集・運搬・処分 

・上記に付随する一切の業務 

 

イ 対象物品 

・備品、医療機器等、文書、消耗品類とする。 

 

ウ 移設対象物品想定量 

・以下に移設対象物品の想定量を示す。詳細は事業契約締結後に事業者が実施する調査に基づ

き、事業契約に定める日までに確定する。 

・備品、医療機器等は、「参考資料 14 移転等対象物品リスト」において記載されたものとす

る。 

・文書、消耗品類は 300m3程度、図書類は 25,000冊程度と想定すること。 

 

エ 要求事項 

・現有物品リスト作成にあたっては、調査日程等について広尾看護専門学校と事前に十分調整

し、業務に支障のないように行うこと。 

・移転引越計画の策定にあたっては、移設又は廃棄の別、移設位置等について広尾看護専門学

校と事前に十分調整した上で都の確認を受けること。 

・移転引越業務の実施前に説明会を開催し、日程、広尾看護専門学校と事業者の業務分担、作

業上の留意点などを広尾看護専門学校に周知すること。 

・移設物品の仕分、梱包、養生にあたっては、業務の支障とならないように行うこと。 

・新設看護学校への移転引越業務は、運営開始に支障がないよう看学職員のトレーニング期間

等を考慮して実施すること。なお、新設施設は令和 15年４月が運営開始である。 

・施設を運営する中での移転であり、看護学生・看学職員の安全が最優先であることを十分に

認識した上で、業務を実施すること。 
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・移転引越業務においては、対象物品及び新設施設等に損傷を与えないよう実施すること。な

お、破損、損傷を与えた場合は速やかに広尾看護専門学校に報告し、事業者の責任において

修復、賠償などの措置を講じること。 

・情報機器等の精密機器の搬出入に際しては、必要に応じて、広尾看護専門学校その他関係者

との打合せを十分に行い、学校運営に支障がないようにすること。 

・文書の取扱いにあたっては、特に散逸防止、秘密保持、個人情報保護に留意すること。看護

学職員及び看護学生の財産を安全に移転すること。 

・作業期間中は、みだりに廊下等に移設物品等を積載し、通行の妨げになるようなことは避け

ること。また、必要に応じて作業通路等に警備員を配置し、看護学生・看学職員等の安全を

確保すること。 

・業務の終了後は、速やかに車両、設備機器、養生資材及び梱包資器材等の回収、撤去、清掃

を行い、敷地内に残置しないこと。 

・移転が円滑に完了できるように、随時広尾看護専門学校に対し適切な助言を行うとともに、

広尾看護専門学校から助言等を求められた場合には速やかに対応すること。 

・移転に伴い発生する恐れのある事故を未然に防ぐよう十分な対策を講じ、予防に努めるこ

と。 

・移転本部を設置し、窓口を設置すること。 

 

オ 費用負担 

本業務の実施に要する費用（養生材や梱包材等の消耗品や、事務用品、業務実施のために必要な

備品等の購入費用等）は、個別事項に特記するものを除き対価に含める。 
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 段階的整備業務 

 

広尾看護専門学校は、整備期間中は都立松沢病院の敷地へ仮移転した上で運営を継続する。なお、

都立松沢病院の敷地への仮移転に関する移転業務及び備品調達業務は本業務の対象範囲外とする。ま

た、都立松沢病院の敷地における維持管理・運営業務も本業務の対象範囲外とする。 

 

 

段階的整備を行う場合の詳細については、「要求水準書 Ⅲ施設整備編 （２）広尾病院及び新設職

員宿舎棟 第６ 段階的整備業務（ローリング整備業務）」及び「参考資料 13 ローリング計画図」を

参照すること。 


