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川崎シンフォニーホール劣化調査・診断及び中長期保全計画改訂業務委託 仕様書 

Ⅰ 業務概要 

１ 件名 川崎シンフォニーホール劣化調査・診断及び中長期保全計画改訂業務委託 

２ 業務目的 川崎シンフォニーホール（以下「ホール」という。）は、世界水準の優れ

た音響性能をもち、市のフランチャイズオーケストラである東京交響楽団

や海外一流オーケストラなど、市民に良質で魅力ある公演を提供してきた。

ホールは、世界的指揮者が「世界最高のホールのひとつ」と絶賛するな

ど、国際的にも屈指のコンサートホールとしての地位を確立している。 

本業務は、ホールが今後も世界水準の優れた音響性能を確保し、国際的

評価の高いホールとしての地位を維持できるよう、ホールの建築物及び舞

台設備の経年変化を調査し、診断を行うとともに、現行の中長期保全計画

（平成 25年度策定、平成 27年度一部改訂）について、必要な改訂を行い、

次期大規模修繕に向けた整備の方向性等の把握を行うことを目的とする。 

３ 契約条件等 

(1) 契約期間 契約締結日から令和５年３月 24 日まで 

ただし、次のとおり各業務に期限を定める。 

 ア Ⅱ業務内容 １～３    令和４（2022）年９月 30 日 

 イ Ⅱ業務内容 ４～５    令和５（2023）年３月 24 日 

(2) 履行場所 川崎市幸区大宮町 1310 他 

(3) 契約の種類 委託契約 

４ 対象施設 施設名称：川崎シンフォニーホール 

（愛称：ミューザ川崎シンフォニーホール） 

所在：川崎市幸区大宮町 1310 

設計年月日：平成 13 年 3月 

工事主体：清水・大成・安藤建設工事共同企業体 

竣工年月日：平成 15 年 12 月 

構造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 ※地下２階、地上 27 階建て

（ホール棟は地上９階建て） 

面積：敷地面積：10,669.34 ㎡（共有）、延床面積（建物全体）：114,344.46

㎡、延床面積（専有部分面積）：17,243.96 ㎡ 

（区分所有物件であり、本市の全体共用部分の共有持分は 30.78％）

ホール管理運営の基本方針：  

■音楽文化の発信とミューザの魅力向上 

ミューザの強みである“高い音響性能”を活かし、良質な公演で、市内

外からの集客を図るとともに、市民の晴れの舞台としてホールを活用す

ることで、更なる都市イメージの向上とシビックプライドの醸成を図る。

■多様な主体との連携を通じた地域活性化 

市内の様々な団体・企業等と積極的に連携することで、地域の文化拠点

としての機能強化や音楽を通じた地域活性化を推進していく。 

■かわさきパラムーブメントの推進 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催及び市制 100周年を見据

え、誰もが音楽を楽しむことのできる環境づくりを推進していく。 

Ⅱ 業務内容 

１ 既存施設の現況調査・確認 

(1) 既存図面等の調査 

ア 現存する新築及び改修工事の各種図面を収集し、内容を確認する。 
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イ 現行の中長期保全計画報告書等を収集し、内容を確認する。 

ウ その他監督員が求めるものを調査・確認する。 

(2) 工事履歴の調査 

ア 工事履歴の資料を収集し、内容の確認を行う。 

(3) 維持管理状況の調査 

ア 運転操作記録、保守点検記録及び維持管理等の資料を収集し、内容を確認する。 

(4) 関係者への事前説明・確認 

ア 施設管理者（ミューザ川崎シンフォニーホール指定管理者（以下「指定管理者」という。））

に事前説明を行うとともに、調査可能日等を確認する。 

イ ミューザ川崎管理組合（以下「管理組合」という。）に事前説明を行うとともに、調査範

囲等を確認する。 

(5) 部位別台帳の作成 

ア 現行の中長期保全計画の台帳を基に、建築、電気・機械・特殊設備等の部位別台帳を作成

する。なお、現行の台帳では、一部記載が漏れている機器があるほか、計画策定以後に増設・

交換した機器は記載されていないため、事前にメーカーまたは保守委託点検業者等に確認し、

必要に応じ追記・削除すること。 

２ 建築基準法及び関係法令への適合状況調査 

(1) 建築基準法及び関係法令への適合状況を調査する。なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（通称：バリアフリー法）及び川崎市福祉のまちづくり条例への適合状

況については、発注者が提示する「令和３年度川崎市庁舎等建築物等バリアフリー調査結果」

の内容を確認すること。 

３ 施設の劣化調査 

調査は「建築物修繕措置判定手法」（建設大臣官房官庁営繕部監修）(以下「判定手法」という。)

の一次調査である目視及び指触による調査を基本とし、必要に応じ、簡易な器具（ハンマー、絶

縁測定器）を用いて調査を行う。調査は、劣化、損傷、変形及び腐食等の有無を確認し、調査対

象部位及び機器は最低１枚以上写真記録することとし、調査した内容は、各図面等に所見を記載

すること。 

調査にあたっては、以下を原則とし、その他必要な事項、部位及び機器（将来的な補修を伴う

ものと想定されるもの）については、監督員に随時確認すること。 

(1) 調査範囲 

調査範囲は、ミューザ川崎管理規約（以下「管理規約」という。）第７条で定める専有部分

とする。ただし、共用部分のうち、管理規約第 21 条で定める特定管理部分は調査対象に含め

ること。なお、特定管理部分のうち、外壁タイルについては、全体共用部として管理組合が調

査・修繕を実施するため、調査対象外とする。また、一部の設備機器は全体共用部に設置され

ている場合があるため、「Ⅱ 業務内容 １ 既存施設の現況・確認 (4)関係者への事前説

明・確認」の際に管理組合に事前に確認しておくこと。 

(2) 調査可能日等 

ホールは年末年始を除き通年営業（9時～22時）しているが、調査ができる日は原則、保守

点検日（概ね月４日程度、月により異なる）及び利用予約が入っていない日・区分（利用予約

は常時変動する）となる（客が立ち入らない箇所は状況により利用予約が入っている日・区分
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も調査可）。 

保守点検日は他の修繕も予定していることから、日中に調査できない場合は、保守点検日以

外の日も含めて夜間作業を行うことも可とするが（夜間作業の場合は警備等業務に係る追加費

用が発生する）、調査にあたっては、事前に管理組合指定の管理会社と施設管理者と日程及び

工程を調整し、ビル営業及びホール運営に支障を来さないようにすること。 

(3) 調査条件等 

ア 調査にあたっての周辺警備等業務については、管理組合が指定する管理会社が行うものと

し、夜間作業を行う場合は、作業場所１カ所につき当該警備等業務に係る追加費用（金

30,000 円／日･人）を経費に組み込むこと。ただし、日中作業の場合は、通常の保守業務の

範囲内で対応するため、追加費用はかからない（調査場所が同時に複数に及ぶなど、通常の

保守業務の範囲内で対応できない場合は、夜間作業の場合と同様とする）。 

イ 足場を組む調査は原則行わないこととし、足場を組まなければ安全に近付けない部位につ

いては、双眼鏡等の手段にて目視による調査を行う。その場合、当該部位については、判定

は行わず、確認できた事実（目視結果）や気づいた点を所見として報告書に記載すること。 

(4) 調査対象 

ア 建築物対象部位 

外壁仕上げ材・シーリング、外部建具、外部鉄骨階段、外部パラペット・笠木、雨樋、外

部設備機器架台、外部手すり・梯子、屋内各室・ホワイエ・通路等の天井仕上げ材（繊維混

入石膏板・木化粧練付ボード等）、壁仕上げ材（木化粧練付ボード・クロス・塗り壁等）及

び床仕上げ材（カーペット・フローリング）、ホール客席椅子、屋内建具、その他必要な部

位。 

※屋内建具については、専有部分と共用部分を仕切る扉を除く。 

イ 電気設備対象機器 

照明器具（大階段、ロビー・通路、音楽工房内等含む）、分電盤・制御盤、受変電機器、

直流電源装置、その他必要な部位。 

※分電盤・制御盤等の機器名称がついているものは、機器ごとに写真で記録することとし、

照明器具等のような機器名称がついていないものは、部屋毎及び機器種別毎に最低 1

枚以上写真記録すること。 

ウ 機械設備対象機器 

温熱源機器、冷熱源機器、冷暖房関連機器、給排水衛生機器、自動制御機器、昇降機設

備（エレベーター、エスカレーター）、配管類、その他必要な部位。 

※各機器について写真記録すること。ただし、空調室内機（吹出口を含む）や配管等の

同一の仕様で設置されている場合については、部屋毎に最低 1 枚以上写真記録するこ

と。 

※配管類は内視鏡検査等による調査を行う。調査位置・箇所数については、受託者が提

案することとし、監督員と協議の上、決定すること。 

    エ 特殊設備対象部位・部材 

舞台音響設備（モニター含む）、舞台照明装置、舞台迫設備、舞台吊物機構、パイプオ

ルガン、ピアノ、その他必要な部位。 

※各機器・機構について写真記録すること。 

(5) その他 

ア 調査内容は、適宜提案を行い、別途、監督員と協議すること。 

４ その他調査等 

(1) 施設利用状況等の把握 
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現在の施設利用状況及びエネルギー使用量（電気・水等）の確認と分析を行う。なお、基とな

るバックデータは指定管理者で毎月集計しているので、その内容を確認すること。 

(2) 専門家の意見聴取 

音楽ホール施設の維持管理に関して専門的知識を有する者、建築家及び学識経験者等からの意

見について、聴取者の氏名や役職等を業務報告書に記載することを条件に、各項目について複数

の者から行うものとする。意見聴取の概要は次のとおりとする。なお、専門家の人選及び聴取項

目については、受託者が提案することとし、監督員と事前に協議の上決定するものとする。 

ア 各種設備の修繕の必要性及び修繕方法 

イ 世界水準の音楽ホールに求められる最新機能に関する総合的な助言 

ウ 舞台照明設備のＬＥＤ化、舞台音響設備のデジタル化及び映像配信設備の導入等、ホールの

デジタル化に関する手法・費用・効果等の個別的な助言 

エ 施設のユニバーサルデザイン化や脱炭素社会に向けた各種設備の省エネ化に関する手法・ 

費用・効果等の個別的な助言 

オ 民間活用による公共施設の大規模改修に関する総合的な助言 

カ その他次期大規模修繕に必要な助言 

(3) 関係者の意見聴取 

現状の不具合等を把握するため、関係者（指定管理者、管理組合、フランチャイズオーケスト

ラ、市内に活動の拠点があるアマチュアの楽団及び合唱団等を想定）から意見聴取を行う。なお、

聴取項目については、受託者が提案することとし、監督員と事前に協議の上決定するものとする。 

５ 次期大規模修繕に向けた整備等の提案 

(1) 次期大規模修繕に向けた整備の方向性の提案 

業務内容Ⅱ １から４の各調査結果を総合的に分析・評価し、ホール管理運営の基本方針と整

合性を取った上で、直近に実施する次期大規模修繕（休館を伴うような修繕）の基本方針の策定

に向けた方向性を提案する。なお、方向性の提案にあたっては、次の要素も考慮すること。 
市制100周年

ホール開館20周年
ホール開館25周年

R3（2021）年度 R4（2022）年度 R5（2023）年度 R6（2024）年度 R7（2025）年度 R8（2026）年度 R9（2027）年度 R10（2028）年度 R11（2029）年度

ミューザ川崎シンフォニーホール 指定期間２年目 指定期間３年目 指定期間４年目
周年事業（予定）※１
指定期間５年目

指定期間６年目 指定期間７年目 指定期間８年目 指定期間９年目
周年事業（予定）
指定期間10年目

(第4期指定期間の最終年度)

ミューザ川崎管理組合
（一部工事のみ抜粋）

ホール棟外壁
打診調査※２

ホール棟外壁
改修※２

ホール棟外壁
改修※２

市制90周年
ホール開館10周年

ホール開館15周年

H25（2013）年度 H26（2014）年度 H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31（2019）年度

中長期保全計画策定
周年事業
庁内検討

修繕実施方針策定
庁内検討

休館期間公表 実施設計
工事

（ホールのみ休館）
（音楽工房は営業）

工事／竣工
（ホールのみ休館）
（音楽工房は営業）

周年事業

【参考】前回の大規模修繕

スケジュール※３

1月～6月（約半年間）

※１：次期大規模修繕は最短でも市制 100 周年・ホール 20周年事業終了後とする 

（設計はそれ以前に実施してもよい） 

※２：実施時期・期間・内容等は変更になる可能性がある 

※３：次期大規模修繕のスケジュール・修繕内容・整備手法・検討プロセス等については、現時

点では確定していないため、前回の大規模修繕のスケジュールは参考程度とすること。 

(2) 修繕更新概算費の算出・更新 

Ⅱ業務内容 １から４の各調査結果を総合的に分析・評価し、ホールの基本方針と整合性を取

った上で、現行の中長期保全計画（2017 年度～2046 年度の 30 年間）を基に、2023 年度～2052

年度の 30 年間の修繕更新概算費の年度別計画額及び中長期計画表について、監督員と事前に協

議の上、算出・更新を行うこと。なお、所要額には設計委託費及び監理委託費等、修繕に必要な
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全ての経費を見込むこと。 

Ⅲ 業務仕様  

１ 管理技術者等の資格  

管理技術者等の資格要件は次による。

 資格要件 

管理技術者 ・建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

（一級建築士としての業務経験５年以上） 

かつ 

・公共建築物について、次のいずれかの業務経験を有すること。 

（ア）劣化診断業務 

（イ）保全計画作成業務 

（ウ）大規模修繕計画作成業務 

（エ）設計業務 

意匠 

主任技術者 

・建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

電気設備 

主任技術者 

※１ 

建築士法第２条第５項又は第10 条の２の２第２項に規定する建築設備に

関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格 

（建築設備士又は設備設計１級建築士）（業務経験５年以上） 

機械設備 

主任技術者 

※１ 

建築士法第２条第５項又は第10 条の２の２第２項に規定する建築設備に

関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格 

（建築設備士又は設備設計１級建築士）（業務経験５年以上） 

特殊設備※２ 

主任技術者 

・1800 席以上を有する音楽ホールについて、次のいずれかの業務経験を

有すること。（業務経験５年以上） 

（ア）特殊設備に係る劣化診断業務 

（イ）特殊設備に係るコンサルティング業務 

（ウ）特殊設備に係る計画作成業務 

（エ）特殊設備に係る設計業務 

 ※１：電気設備主任技術者と機械設備主任技術者は、業務に支障の出ない範囲で兼務も可とする。 

※２：特殊設備とは、舞台音響設備、舞台照明設備、舞台迫設備、舞台吊物機構等の舞台設備 

を指す。 

２ 業務計画書  

業務実施にあたり、次の内容を記載した業務計画書を提出し、監督員の承諾を受けるものとす

る。また、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員

に変更業務計画書を提出すること。 

(1) 業務概要 

業務の意図及び目的、実施する調査、計画、作業項目などを簡潔に記載する。  

(2) 業務実施方針 

各種法令及び基準等を整理した上で、調査、計画における作業項目及び発注者や施設管理者

等との打合せ方法などを検討し、具体的に記載する。 

(3) 業務工程計画 

業務の流れが明確に把握できるよう、業務の作業手順を工程表として示すとともに、業務の

節目や打合せ時期についても明示する。  

(4) 業務実施体制 
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管理技術者及び実務担当技術者を組織図として記載する。協力会社がある場合は、会社の名

称等を記載する。また、各技術者の経歴書も記載する。 

(5) その他監督員が指示する事項を記載する。 

３ 適用基準、参考資料等 

・ 「建築物修繕措置判定手法」（建設大臣官房官庁営繕部 監修） 

※参考基準 「建築設備診断評価基準」（社団法人 建築･設備維持保全推進協会） 

・ 「建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ (平成 31 年版)」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 

※部位別台帳の項目を作成する上で、特に参考とすること 

・ 建築基準法ほか関係法令・条例等 

・ かわさきパラムーブメント推進ビジョン（令和４（2022）年３月改訂予定） 

・ 脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050」（令和２（2020）年 11 月） 

・ その他監督員が指示するもの 

４ 貸与資料等 

  ・ 竣工図面（製本） 

  ・ 工事履歴（MS-excel） 

  ・ 保守点検報告書（パイプ式ファイル、PDF、MS-excel） 

  ・ 川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事完成図書（製本） 

  ・ 川崎シンフォニーホール建築物・舞台設備調査及び保全計画策定業務報告書 

 （パイプ式ファイル、MS-excel） 

  ・ 川崎シンフォニーホール中長期修繕の実施方針策定業務報告書 

 （製本、MS-excel） 

・ 令和３年度川崎市庁舎等建築物等バリアフリー調査結果 

※貸与資料は、現存の資料を対象とする。貸与資料が不足している場合、監督員と協議の上、現

地調査及び現場でのヒアリングに基づいて調査・診断を行うものとする。なお、資料借用時に

は「借用書」を提出するものとし、業務終了後は、直ちに返却すること。当該業務以外に使用

することを厳禁とする。 

５ 成果品の作成及び提出 

本業務の成果品及び提出時期は次による。 

名称 様式 数量 提出時期 備考 

業務計画書 A4 １部 契約後速やかに 工程表、組織体制表、技術者経

歴書を含む。 

打合せ議事録 A4 １部 打ち合わせ後速

やかに 

Ⅱ業務内容 

１から３に関

する報告書 

A4 パイプ

式ファイル 

４部 令和４年９月30

日 

調査は令和４年８月 31日まで

に完了し、速報値を令和４年８

月 31日までに報告すること。 

写真は建築、電気、機械及び特

殊設備の工種ごとに通し番号

を付け、各階の平面図に当該箇

所・部位を明記すること。 

※１、２。 

Ⅱ業務内容 

４から５に関

する報告書 

A4 パイプ

式ファイル 

４部 令和５年３月24

日 

表紙、背表紙に委託件名等を記

載 
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その他資料 A4 パイプ

式ファイル 

４部 令和５年３月24

日 

表紙、背表紙に委託件名等を記

載 

電子データ CD-R または

DVD-R 

４部 令和５年３月24

日 

データ形式は原則編集可能な

データおよび PDF とする。 

   ※１：報告書の体裁、必要記載事項等は別途指示する。 

   ※２：特殊設備はメーカーによる保全計画表、部品供給可能リストを参考に添付すること。 

６ その他注意事項  

(1) 本業務にかかる印刷物及びその他の版権は、川崎市に帰属する。 

(2) 川崎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。なお、業務完了後も同様とする。 

(3) 本仕様に定めのない事項や本業務に疑義が生じた場合、市・受託者との間で協議の上、その

指示に従うものとする。 

７ 参考資料  

  ・ 平面図

  ・ 立面図 

  ・ ミューザ川崎管理規約集（一部抜粋） 

  ・ 年度別計画額一覧表 

・ 中長期計画表 

  ・ 部位台帳 


