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平成 16 年 9 月 27 日 
 

金沢大学（宝町）総合研究棟改修施設整備等事業 
要求水準書の変更箇所一覧 

 
本日公表した要求水準書に関し、平成 16 年 8 月 2 日に公表した要求水準書（案）から変更

した箇所は以下のとおりです。 
 

【要求水準書】                        （下線部が変更箇所） 
頁 箇所 変更前 変更後 
1 8 行目 平成 13 年に新病棟を開院し、

引き続き、中央診病棟の改築整

備を行っている。 

平成 13 年に新病棟を開院し、

引き続き、中央診療棟の改築整

備を行っている。 
10 13 行目 ・各機器の耐久性や騒音・・・・

原則として屋内に設置する。 
・各機器の耐久性や騒音・・・・

原則として屋内に設置する。や

むをえず、屋外に設置する場合

は、防音及び景観に考慮する。 
11 5 行目 ・照度は、・・・JSI-Z-9110-89

による。 
・照度は、・・・JIS-Z-9110-89
による。 

11 10 行目 ・廊下、階段及び便所において

は人感センサーによる点滅を

行う。 

・廊下、階段及び便所において

は人感センサーによる点滅及

び調光を行う。 
12 （追加）  エ 機械設備 （イ）換気設備 

・熱、臭気、塵埃、湿度等の除

去、及び室内快適性を確保す

る。 
15 （追加）  イ施設主要機能要件（ア）解剖

実習 
将来のＩＴ化に対応した基盤

整備（人体模型等を利用した実

習等）に配慮した計画とする。 
18 10 行目 自動薬品注入設備を備えた中

和処理槽を・・・・。 
自動薬品注入設備を備えた処

理槽を・・・・。 
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頁 箇所 変更前 変更後 
26 8 行目 動物の排水は既設の中和槽

に・・・。 
動物の排水は既設の処理槽

に・・・。 

30 〈追加〉  （エ）コラボＡ研究室 

・医学部医学系研究科の大学

院生及び研究生の数によっ

て配分し、必要に応じて見

直しを行う流動的研究スペ

ースとする。 
30 （追加）  （オ）コラボＢ実験室・研究室 

・各専攻特有のプロジェクト研

究を行う。 

・１～２年毎に利用者の見直し

を行う流動的実験・研究スペ

ースとする。 

・標準パターンの実験室として

計画し、利用形態に応じて利

用者が必要な設備を付加す

る。 
30 1 行目 （エ）コラボ C 実験室・研究室 （カ）コラボ C 実験室・研究室 
30 8 行目 （オ） 廊下 （キ） 廊下 
30 11 行目 （カ）便所 （ク）便所 
30 15 行目 （キ）階段 （ケ）階段 
30 19 行目 （ク）リフレッシュルーム （コ）リフレッシュルーム 
30 22 行目 （ケ）湯沸室 （サ）湯沸室 
30 26 行目 （コ）大会議室 （シ）大会議室 
35 下から 12 行

目 
サ 施設整備期間中に・・・・・

こと。 
削除 

35 下から 10 行

目 
シ 既存等の設備等の扱いに

ついて 
サ 既存等の設備等の扱いに

ついて 

35 下から 3行目 ス 建設期間中の・・・・・す

る。 
シ 建設期間中の・・・・・す

る。 
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頁 箇所 変更前 変更後 
75 下から 1行目 ・教育研究の補助業務におい

て、業務上知り得た事項はこれ

を他に漏らしてはならない。 

・教育研究の補助業務におい

て、業務上知り得た事項及び個

人情報は管理を徹底し、これを

他に漏らしてはならない。 
75 （追加）  （4）その他、留意事項 

・解剖実習の補助業務及び法医

解剖の補助業務における清掃

業務は、通常の維持管理業務の

清掃業務とは別に行う。 
76 （追加）  （３）留意事項 ア共通 

・学校事務業務において、業務

上知り得た事項及び個人情報

は管理を徹底し、これを他に漏

らしてはならない。 
76 下から 

8 行目 
・火葬手続きを行う大学、及び

指定される市立火葬場との円

滑かつ確実な連絡体制を構築

し、火葬からの遺骨収拾、霊安

室への遺骨の保管までを確実

に実施すること。 

・火葬許可手続きを行う大学、

及び指定される市立火葬場と

の円滑かつ確実な連絡体制を

構築し、火葬場の手続き及び火

葬からの遺骨収拾、霊安室への

遺骨の搬送及び保管を確実に

実施すること。 
76 下から 

5 行目 
・合同慰霊祭・遺骨返還式の開

催においては、・・・・・。 
・合同慰霊祭及び遺骨返還式の

開催においては、・・・・・。 
76 下から 4行目 合同慰霊祭の会場は十全講堂

及び記念館とし、移動のための

バス（客席数 40 人程度）、献花

（600～700 本）、昼食（精進料

理 100 人分程度）、お土産（饅

頭、線香ろうそくセット等 150
人分程度）を確実に準備するこ

と。 

合同慰霊祭及び遺骨返還式の

会場は十全講堂及び記念館と

し、移動のためのバス、献花、

昼食、お土産を確実に準備する

こと。 

76 下から 1行目 ・合同慰霊祭・遺骨返還式の開

催は、・・・・・すること。 
・合同慰霊祭及び遺骨返還式の

開催は、・・・・・すること。 



4 

頁 箇所 変更前 変更後 
77 下から 1行目 なお、参考として系統解剖（解

剖実習）関連フロー図を【資料

１７】に示す。 

なお、参考として「系統解剖（解

剖実習）関連フロー図」及び「合

同慰霊祭開催案内事務・同設営

業務について」を【資料１７】

及び【資料１８】に示す。 
78 （追加）  【別添資料一覧】 

【資料１８】「合同慰霊祭開催

案内事務・同設営業務につい

て」 
78 （追加）  【閲覧資料一覧】 

「雨水排水資料」 
「調査シート」 
「合同慰霊祭・遺骨返還式写

真」 
「光熱水実績資料」 
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【別添資料】 

頁 箇所 変更前 変更後 
別表 1 

P12・13
他 

  旧製薬化学科実験研究棟 A 棟 2
階～6 階部分の室別要求水準の

見直し変更等。 
別表 2 
Ｐ19・20

他 

  旧製薬化学科実験研究棟 A 棟

2 階～6 階部分の装備・備品リス

トの見直し変更等。 
資料 5 内部仕上表  旧薬学科実験研究棟、旧製薬化

学科実験研究棟造作物欄見直し

変更。 
資料 5 機器撤去リ

スト表 
7/16 

【製薬化学科実験研究棟 機

器撤去リスト表（電気）】 
【製薬化学科実験研究棟 機器

撤去リスト表（機械）】 

資料 5 機器撤去リ

スト表 
8/16・9/16・
10/16 

 旧薬学科実験研究棟、旧製薬化

学科実験研究棟見直し変更。 

資料 7   旧製薬化学科実験研究棟 2 階

～6 階 改修平面計画図の見直

し変更。 
資料 9   【設備計画資料】屋外給水等計

画図、屋外排水計画図、屋外ガ

ス等計画図の見直し変更。 
資料 15 ※の注釈 ※執刀者が１名の場合に使用

する本数等であり、・・・・。 
※執刀者が１名（１解剖体あた

り）の場合に使用する本数等で

あり、・・・・。 
資料 17   系統解剖（解剖実習）関連フロ

ー図の変更。 
資料 18 追加  合同慰霊祭開催案内事務・同設

営業務について。 
注）頁及び箇所は要求水準書(案)のものとする。 
  要求水準書の頁は要求水準書（案）から変更されていますので、ご注意ください。 


