
城南信用金庫生田支店建替計画に関わるＣＭ業務

プロジェクトの
基本情報

プロジェクト名称 城南信用金庫生田支店建替計画

所在地 神奈川県川崎市

完了時期 2015年3月

新築／改修 新築・その他（解体）

建物用途 銀行

ＣＭ業務委託者に
関する情報

ＣＭ業務委託者名 城南信用金庫

官／民区分 民間

ＣＭ業務委託者の
所在地

東京都品川区

応募者に
関する情報

応募者（法人）名
日建設計コンストラクション・マネジメント
株式会社

種別 ＣＭ専門会社

応募者（法人）の
所在地

東京都文京区

CMRの参画時期 業務契約期間 2013年3月～2015年3月

■基本計画段階、■基本設計段階、■実施設計段階、
■工事発注段階、■工事段階、■完成後

ＣＭＲの選定方法 プロポーザルによる選定

設計と施工の
発注形式

設計・施工分離発注

設計者の選定方法 プロポーザルによる選定

工事の発注区分 ゼネコン一括

請負契約の形式 総価一式

施工者の選定方法 特命

施設概要 敷地面積：998.48㎡ 建築面積：405㎡ 延床面積：713㎡

地上2階、塔屋1階建 構造：鉄筋コンクリート造

北側前面道路から見る、「絹」をイメージさせるファサード

清潔感と開放性を併せ持つ１階ロビー

【ＣＭ選奨応募主旨】
以下の４つの特徴を以て、ＣＭ方式の有効性を証明した。

 城南信用金庫における店舗整備のモデルケースをピュアCM方式で構築した
 金融店舗プロジェクトの特徴を熟知したＣＭが行う、企画から竣工まで一貫した

マネジメントの有効性を証明した
 事業主の企業文化に則ったプロセス管理を通じ、意思決定・承認行為を支援した
 フロントロード型のリスク管理により、起こりうる問題点を予期し、発生前に事前

回避した

【ＣＭ起用の目的】
本事業主である城南信用金庫においては、現在継続的な支店建替えを検討している。
本プロジェクト以降の支店建替えを見据え、最適な建替スキーム構築のため、業務補完・
技術支援等を期待してＣＭが起用された。

【プロジェクト体制とＣＭの役割】

企画段階からのフルパッケージのサポート

ＣＭが企画段階から参加し、与件策定、設計者選定、設計内容確認、施工者選定、価格交
渉支援、設計監理モニタリングまでの業務をフルパッケージでサポートしており、事業主の
側に立ち「プロジェクトをトータルでサポートする」というＣＭの概念に則ったプロジェクト体制
とした。開始からゴールをイメージして業務遂行した事により、各段階でのリスクを予期し先
廻りした対応ができ、プロジェクト関係者間のハレーション及び作業の手戻りを防止、参加
者全員が前向きな姿勢でプロジェクトを遂行できる土台を築いた。

支店建替えプロジェクトのモデルケースの構築

今回構築するスキームを他の支店建替えにも活用する事を想定し、本プロジェクトを支店建
替えプロジェクトのモデルケース構築と位置付けた。企画段階では必要面積、機能選定、
動線計画の考え方を検証し、プロポーザル開始前に仕様を定め審査基準も確定させること
により、実現性の高い要求仕様を確定した。
また、上記仕様に合わせたモデル計画案を構築する事により、具体的なイメージを事業主と
共有する事ができ、設計プロポーザル時に交付する要求事項をより具現化する事により、各
設計者より提示された提案内容の精度を高め、適正な評価につなげた。
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何時までに何を決めるべきかが不明確
必要な事業予算が決められない

予測されたリスク例

設計者に何を提案させるべきか分からない
どの案を選ぶべきかが分からない

概算工事費が予算超過した
設計内容が要求に見合っているかが不明
どの発注方式が有利なのかが分からない
工期が想定よりも長くかかる事が分かった
施工品質のチェック方法が分からない
追加工事により工事費が増加した

必要な期間を事前にスケジュールに反映
モデルプラン作成し概算をCM側が算出

先回りの対応

評価基準書を予め作成し、基準に則った審査を実施
評価基準に点数表記し、提案の優劣を見える化

設計初期段階からVECD案を予め用意
各段階でレビューを行い、要求との整合を図る
各種発注方法の優劣を交えた比較説明
モデル工程をCM側が作成しスケジュールに反映
施主検査立ち合い等による技術面での補完
追加工事発生時の承認手続きを明確化

階数 室名 面積(㎡) 想定利用時間 冷暖設備 給水/給湯/ガス 備考
１階 営業室 150 終日 冷暖 20名程度の机、事務機器、キャビネ、ハイカウンター*2、ローカウンター*3

ロビー（客溜まり） 60 9:00～15:00 冷暖 5～10名程度の客待ちスペース、簡易応接、バリアフリー配慮

ＡＴＭコーナー 10
平日　　8:00～21:00
土曜日 8:45～19:00

冷暖 3台分、ＡＴＭパネル含む、営業室からの視認性に配慮

ＡＴＭバックスペース 5 終日 冷
全自動貸金庫 15 9:00～17:00 冷暖 全自動貸金庫システム対応、ブース1箇所（車いす対応）

250ケース収納の全自動貸金庫システム、車椅子の利用に配慮
金庫 30 終日 金庫扉含む
応接室 15 終日 冷暖
給湯室 適宜 終日 給水・給湯 営業室と応接室へのサービス動線に配慮
トイレ 適宜 終日 給水 多目的トイレ
風除室 適宜 ATMｺｰﾅｰに準ずる 冷暖 駅からの人の流れや、車の乗降に配慮
廊下・階段 適宜 終日
通用口 適宜 終日 お客様との動線に配慮
機械室、シャフト等 適宜
だれでもトイレ 適宜
物入れ（倉庫） 適宜
洗濯機置き場 適宜 内部からの利用

２階 会議室 90 終日 冷暖 最大50人程度の利用を想定。2分割対応
食堂 30 終日 冷暖 給水 同時に7～10名程度が利用
厨房 15 冷暖 給水・給湯・ガス 毎日25名程度の定食を調理
倉庫・書庫 65 集密書架の設置を配慮
男子更衣室 10 冷暖 １５名程度のロッカーを配置
女子更衣室 15 冷暖 ４名程度のロッカー、ソファ・テーブルを配置
トイレ 適宜 給水 男子：小便器1-2、大便器1、洗面1-2程度、女子：大便器2、洗面2
廊下・階段 適宜
機械室、シャフト等 適宜
ＳＫ室 適宜
設備機械置場 キュービクル等、自家用発電装置（30 or 30+5KVA）

塔屋・屋上 設備機械置場 ＧＨＰ空調室外機　屋上手摺設置
階段室 適宜 太陽光発電パネル（5Kw～10Kw）　を設置
合計 660

家具・什器・備品、全自動貸金庫、情報通信設備（ＬＡＮ、電話・放送・ＴＶ設備）、ＡＴＭ設備、、タイムズ駐車場監理システム、
電力・ガス・給排水引込負担金、他

別途工事

【モデル計画案】
複数のモデル計画案を作成し、事業主と
具体的なイメージを共有化

本プロジェクトの業務を活用した、
今後も活用可能な支店建替えプロジェクトのスキームを構築

【具現化された要求事項】
モデル計画案で共有化したイメージを要望項目と
して整理し、仕様書として提案者に提示

プロジェクト体制表

【事業主】
城南信用金庫 管財部

【運営者】
城南信用金庫 生田支店

【コンストラクション・マネジャー】
日建設計コンストラクション・マネジメント

情報の
流れ

敷地測量
地盤調査
等

各種調査
調整

【仮店舗 施工】
田中土建工業

【基本設計】
三菱地所設計

仮店舗

【実施設計】
田中土建工業

管理

監理

本店舗
【基本・実施設計】
三菱地所設計

【施工】
田中土建工業

管理

監理

調整
特殊工事

金庫扉
貸金庫
セキュリティ
ATM機器
カウンター
等

調整

CMは常に事業
主の側に立ち、
ＰＪをサポート

各者の立ち位
置・役割・情報
の流れを明確化

本工事以外の
特殊工事業者
の位置付けも予
め明確化

事業者

設計者
各種業者

施工者

【プロジェクトの概要】
沿道の人々の生活を支えてきた「絹の道」津久井道に面して建つ店舗。「絹の道」をイメー
ジしたファサードを持ち、地域金融機関として永く愛される店舗を目指すとともに、城南信用
金庫における新しい店舗整備のモデルケースとして位置付けられたプロジェクトである。

光庭に面した明るい2階食堂
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		城南信用金庫　生田支店　建替計画 ジョウナンシンヨウキンコイクタシテンタカケイカク

		■諸室要求性能表 ショシツヨウキュウセイノウヒョウ												2013..5.31

		階数 カイスウ		室名 シツメイ		面積(㎡) メンセキ		想定利用時間 ソウテイリヨウジカン		冷暖設備 レイダンセツビ		給水/給湯/ガス キュウスイキュウトウ		備考 ビコウ

		１階 カイ		営業室 エイギョウシツ		150		終日 シュウジツ		冷暖 レイダン				20名程度の机、事務機器、キャビネ、ハイカウンター*2、ローカウンター*3 メイテイドツクエジムキキ

				ロビー（客溜まり） キャクタ		60		9:00～15:00		冷暖 レイダン				5～10名程度の客待ちスペース、簡易応接、バリアフリー配慮 メイテイドキャクマカンイオウセツハイリョ

				ＡＴＭコーナー		10		平日　　8:00～21:00
土曜日 8:45～19:00 ヘイジツドヨウビ		冷暖 レイダン				3台分、ＡＴＭパネル含む、営業室からの視認性に配慮 ダイブンフク

				ＡＴＭバックスペース		5		終日 シュウジツ		冷 ヒヤ

				全自動貸金庫 ゼンジドウカシキンコ		15		9:00～17:00		冷暖 レイダン				全自動貸金庫システム対応、ブース1箇所（車いす対応） ゼンジドウカシキンコタイオウクルマタイオウ

														250ケース収納の全自動貸金庫システム、車椅子の利用に配慮 シュウノウゼンジドウカシキンコクルマイスリヨウハイリョ

				金庫 キンコ		30		終日 シュウジツ						金庫扉含む フク

				応接室 オウセツシツ		15		終日 シュウジツ		冷暖 レイダン

				給湯室 キュウトウシツ		適宜 テキギ		終日 シュウジツ				給水・給湯 キュウスイキュウトウ		営業室と応接室へのサービス動線に配慮 エイギョウシツオウセツシツドウセンハイリョ

				トイレ		適宜 テキギ		終日 シュウジツ				給水 キュウスイ		多目的トイレ タモクテキ

				風除室 フウジョシツ		適宜 テキギ		ATMｺｰﾅｰに準ずる ジュン		冷暖 レイダン				駅からの人の流れや、車の乗降に配慮 エキヒトナガクルマジョウコウハイリョ

				廊下・階段 ロウカカイダン		適宜 テキギ		終日 シュウジツ

				通用口 ツウヨウグチ		適宜 テキギ		終日 シュウジツ						お客様との動線に配慮 キャクサマドウセンハイリョ

				機械室、シャフト等 キカイシツトウ		適宜 テキギ

				だれでもトイレ		適宜 テキギ

				物入れ（倉庫） モノイソウコ		適宜 テキギ

				洗濯機置き場 センタクキオバ		適宜 テキギ								内部からの利用 ナイブリヨウ

		２階 カイ		会議室 カイギシツ		90		終日 シュウジツ		冷暖 レイダン				最大50人程度の利用を想定。2分割対応 サイダイニンテイドリヨウソウテイブンカツタイオウ

				食堂 ショクドウ		30		終日 シュウジツ		冷暖 レイダン		給水 キュウスイ		同時に7～10名程度が利用 ドウジメイテイドリヨウ

				厨房 チュウボウ		15				冷暖 レイダン		給水・給湯・ガス キュウスイキュウトウ		毎日25名程度の定食を調理 マイニチメイテイドテイショクチョウリ

				倉庫・書庫 ソウコショコ		65								集密書架の設置を配慮 シュウミツショカセッチハイリョ

				男子更衣室 ダンシコウイシツ		10				冷暖 レイダン				１５名程度のロッカーを配置 メイテイドハイチ

				女子更衣室 ジョシコウイシツ		15				冷暖 レイダン				４名程度のロッカー、ソファ・テーブルを配置 メイテイドハイチ

				トイレ		適宜 テキギ						給水 キュウスイ		男子：小便器1-2、大便器1、洗面1-2程度、女子：大便器2、洗面2 ダンシショウベンキダイベンキセンメンテイドジョシダイベンキセンメン

				廊下・階段 ロウカカイダン		適宜 テキギ

				機械室、シャフト等 キカイシツトウ		適宜 テキギ

				ＳＫ室 シツ		適宜 テキギ

				設備機械置場 セツビキカイオバ										キュービクル等、自家用発電装置（30 or 30+5KVA） トウジカ

		塔屋・屋上 トウヤオクジョウ		設備機械置場 セツビキカイオバ										ＧＨＰ空調室外機　屋上手摺設置 クウチョウシツガイキオクジョウテスリセッチ

				階段室 カイダンシツ		適宜 テキギ								太陽光発電パネル（5Kw～10Kw）　を設置

				合計 ゴウケイ		660

		別途工事 ベットコウジ				家具・什器・備品、全自動貸金庫、情報通信設備（ＬＡＮ、電話・放送・ＴＶ設備）、ＡＴＭ設備、、タイムズ駐車場監理システム、 カグジュウキビヒンゼンジドウカシキンコジョウホウツウシンセツビデンワホウソウセツビセツビ

						電力・ガス・給排水引込負担金、他

		その他 タ		駐車場（客用） チュウシャジョウキャクヨウ										車いす用１台、その他７台設置 クルマヨウダイタダイセッチ

				駐輪場（客用） チュウリンジョウキャクヨウ										屋根付き１０台 ヤネツダイ

				看板、サイン カンバン										屋外看板、サイン、内部サイン オクガイカンバンナイブ

				警備システム ケイビ										機械警備・非常通報・監視カメラ等設備

				駐車場（店舗用） チュウシャジョウテンポヨウ										屋根、シャッター、地流し付き　１台 ヤネジナガツダイ

				バイク置場（店舗用） オキバテンポヨウ										屋根、シャッター付き　９台 ヤネツダイ

				駐輪場（店舗用） チュウリンジョウテンポヨウ										屋根、シャッター付き　１台 ヤネツダイ
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