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（仮称）三宅町複合施設基本設計・実施設計等業務委託

特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１．業務名称

（仮称）三宅町複合施設基本設計・実施設計等業務委託

２．目的

本業務は、地域の拠点となる（仮称）三宅町複合施設を建設するにあたり、施設の適切な管理・運営

に資する空間づくり、多様な利用者の居場所づくりを実現するための設計を行うことを目的とする。

３．計画施設概要

（１）施 設 名 称：（仮称）三宅町複合施設

（２）敷地の位置：奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

（３）施 設 用 途：共有スペース機能、生涯学習機能、子育て支援機能、執務機能、屋外施設機能

４．設計与条件

（１）敷地の条件

ａ．敷 地 面 積：7,600.5 ㎡（三宅町役場敷地内）

ｂ．用 途 地 域：第一種住居地域（建ぺい率：60％、容積率：200％）

（２）施設の条件

ａ．延 べ 面 積：約 1,800 ㎡

ｂ．主 要 構 造：ＲＣ又はＳ造（耐震構造）

ｃ．高 さ：20ｍ高度地区

ｄ．駐 車 場：32台程度

（３）建設の条件

ａ．想定事業費：約６億 2700 万円（中央公民館解体、外構工事、什器備品を含む）

ｂ．建 設 工 期： 約 12月

（４）設計与条件の資料

ａ．（仮称）三宅町複合施設整備基本計画

ｂ．敷地確定図

ｃ．地盤調査報告書（別途調査完了後、貸与する）

５．履行期間

契約締結日の翌日から平成 32年２月 28 日まで
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Ⅱ 業務仕様

本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（最新版）」（国土交通大臣官

房官庁営繕部監修、以下「共通仕様書」という。）によるものとし、発注者と受注者の協議によって決定

する。

１．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行

（１）業務実施体制

受注者は、プロポーザル方式による手続きを経て設計業務を受託した場合には、提案された履行体

制により当該業務を履行する。ただし、変更すべき事由が生じた場合においては、監督職員との協議

によって決定する。

（２）プロポーザル時に提案された技術提案の内容

プロポーザル時に提案された技術提案の内容について、本業務の特記仕様書に反映する事項は、監

督職員との協議によって決定する。

２．設計業務の内容及び範囲

（１）建築基本設計・実施設計

ａ．基本設計

○建築（総合）基本設計に関する標準業務

○建築（構造）基本設計に関する標準業務

○電気設備基本設計に関する標準業務

○機械設備（給排水・空調換気設備、昇降機等）基本設計に関する標準業務

○概算工事額の検討業務

○透視図作成（外観、内観）

ｂ．実施設計

○建築（意匠）実施設計に関する標準業務

○建築（構造）実施設計に関する標準業務

○電気設備実施設計に関する標準業務

○機械設備（給排水・空調換気設備、昇降機等）実施設計に関する標準業務

ｃ．積算

（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成、設計内訳書の作成等）

○建築積算

○電気設備積算

○機械設備積算

○その他積算

（２）敷地測量調査

○建築物等の敷地並びに敷地周囲の道路等の測量



3

（３）地盤調査

○地盤調査並びに室内土質試験等の調査

（４）広場及び外構工事設計

○広場及び外構基本設計に関する業務

○広場及び外構実施設計に関する業務

○広場及び外構工事積算

（５）中央公民館解体設計

〇中央公民館解体設計に関する業務

○中央公民館解体撤去積算

○中央公民館解体撤去工法検討

○中央公民館解体撤去仮設計画の検討

○中央公民館アスベスト含有量調査

（６）その他

〇国庫補助申請支援、計画通知ほか法令を遵守した申請手続き業務

○計画通知申請手続き業務

○概略工事工程表の作成

○専門家等とのデザイン調整業務

〇「三宅町複合施設運営企画支援業務」との調整

○会議等に必要な資料の作成、及び出席

〇その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務

３．業務の実施

（１）一般事項

ａ．基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づく。

ｂ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づく。

ｃ．積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づく。

ｄ．設計与条件を変更することが生じた場合は、発注者と受注者が協議して決定する。

（２）適用基準等

関係法令を遵守するとともに、本業務は以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象

である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならな

い。特記仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者が協議して決定する。

ａ．建築

○公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

○建築工事設計図書作成基準

○建築設計基準
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○建築構造設計基準

○建築工事標準詳細図

○構内舗装・排水設計基準

○官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準

ｂ．建築積算

○公共建築数量積算基準

○公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）

○建築工事見積書標準書式（建築工事編）

ｃ．設備

○公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

○公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

○公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

○公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

○建築設備工事設計図書作成基準

○建築設備計画基準

○建築設備設計基準

ｄ．設備積算

○公共建築設備数量積算基準

○公共建築工事内訳書作成要領（設備工事編）

○公共建築工事見積書標準書式（設備工事編）

（３）貸与資料等

○敷地確定図

○地盤調査報告書（別途調査完了後、貸与する）

（４）打ち合わせ及び記録

打ち合わせは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。

ａ．業務着手時

ｂ．監督職員又は総括責任者が必要と認めた時

（５）専門家等とのデザイン調整

デザインの質の維持・向上と周辺環境との調和を実現するため、設計の節目となるタイミングで実

施する、発注者、受注者及び建築等の専門家が出席するデザイン調整の場への出席及び必要な資料の

作成を行う。

（６）「三宅町複合施設運営企画支援業務」との調整

平成 31年度に実施を予定する三宅町複合施設運営企画支援業務における検討内容との調整を行う。
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（７）その他、業務の履行に係る条件等

ａ．成果物提出場所

成果物の提出場所は、三宅町みやけイノベーション推進部政策推進課とする。

ｂ．成果物の取り扱いについて

本業務の成果物に係る著作権については、発注者に帰属するものとする。ただし、受注者の通常の

発表に使用すること等を妨げるものではない。

ｃ．その他

この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者が協議し決定する。
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４．成果物

（１）基本設計

（注）：建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。

：建築構造の成果物は、総合の成果物の中に含めることができる。

：設備の成果物は、総合の成果物の中に含めることができる。

：「計画説明書」には、設計主旨、計画概要及び施設の維持・管理に関する記載を含む。

：成果物は、監督職員の指示により、ファイル綴じ又は製本する。

：各種データは、監督職員の指示によるデータ形式により、ＣＤ又はＤＶＤに保存し、提出する。

成果物等 形態 部数

1)総合 ○建築（意匠）基本設計図書 Ａ３ ５部
①計画説明書
②仕様説明書
③仕上概要表
④面積表及び求積図
⑤敷地案内図
⑥配置図
⑦平面図（各階）
⑧断面図
⑨立面図（各面）
⑩主要部詳細図
⑪広場及びその他外構図
○工事費概算書 Ａ４ ２部

2)建築構造 ○基本構造計画案 Ａ３ ５部
①構造計画概要書
②仕様概要書
○工事費概算書 Ａ４ ２部

3)設備 電気設備 ○電気設備基本計画設計図書 Ａ３ ５部
①電気設備計画説明書
②電気設備設計概要書
○工事費概算書 Ａ４ ２部

給排水衛
生設備

○給排水衛生設備計画設計図書 Ａ３ ５部
①給排水衛生設備計画説明書
②給排水衛生設備設計概要書
○工事費概算書 Ａ４ ２部

空調換気
設備

○空調換気設備基本計画設計図書 Ａ３ ５部
①空調換気設備計画説明書
②空調換気設備設計概要書
○工事費概算書 Ａ４ ２部

昇降機等 ○昇降機等基本設計図書 Ａ３ ５部
①昇降機等計画説明書
②昇降機等設計概要書
○工事費概算書 Ａ４ ２部

4)その他 ○透視図（外観及び内観） 適宜 ２部

5)資料 ○各種技術資料 適宜 ２部
○各記録書 Ａ４ ２部
○各種データ 適宜 適宜
○原図 適宜 １部
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（２）実施設計

成果物等 形態 部数

1)総合 ○建築（意匠）設計図 適宜 ５部
①建築物概要書
②仕様書
③仕上表
④面積表及び求積図
⑤敷地案内図
⑥配置図
⑦平面図（各階）
⑧断面図
⑨立面図（各面）
⑩短形図
⑪展開図
⑫天井伏図（各階）
⑬平面詳細図
⑭部分詳細図
⑮建具表
⑯広場及びその他外構図
○工事概算書 Ａ４ ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

2)構造 ○建築（構造）設計図 適宜 ５部
①仕様書
②構造基準図
③伏図（各階）
④軸組図
⑤部分断面表
⑥部分詳細図
○構造計算書 適宜 ２部
○工事費概算書 Ａ４ ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

3)設備 ａ.電気
設備

○電気設備設計図 適宜 ５部
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④電灯設備図
⑤非常用電源設備図
⑥幹線系統図
⑦電灯、コンセント設備平面図（各階）
⑧動力設備平面図（各階）
⑨通信・情報設備系統図
⑩通信・情報設備平面図（各階）
⑪火災報知等設備系統図
⑫火災報知等平面図（各階）
⑬屋外設備図
○工事費概算書 Ａ４ ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

ｂ．給排
水衛生
設備

○給排水衛生設備設計図 適宜 ５部
①仕様書
②敷地案内図
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成果物等 形態 部数

③配置図
④給排水衛生設備配管系統図
⑤給排水衛生設備配管平面図（各階）
⑥消火設備系統図
⑦消火設備平面図（各階）
⑧排水処理設備設計図
⑨その他設置設備設計図
⑩部分詳細図
⑪屋外設備図
○工事費概算書 Ａ４ ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

ｃ．空調
換気設備

○空量換気設備設計図 適宜 ５部
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④空調設備系統図
⑤空調設備平面図（各階）
⑥換気設備系統図
⑦換気設備平面図（各階）
⑧その他設置設備設計図
⑨部分詳細図
⑩屋外設備図
○工事費概算書 Ａ４ ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

ｄ．昇降
機等

○昇降機等設計図 適宜 ５部
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④昇降機等平面図
⑤昇降機等断面図
⑥部分詳細図
⑦屋外設備図
○工事費概算書 Ａ４ ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他、計画通知に必要な図書 適宜 適宜

4)積算 ○建築積算 Ａ４ ２部
①建築工事積算数量算出書
②建築工事積算数量調書
③単価作成資料
④見積書等関係資料
⑤工事費内訳書
⑥営繕工事積算チェックリスト（建築工事編）
○電気設備積算 Ａ４ ２部
①電気設備工事積算数量算出書
②電気設備工事積算数量調書
③単価作成資料
④見積書等関係資料
⑤工事費内訳書
○機械設備積算 Ａ４ ２部
①機械設備工事積算数量算出書
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（注）：建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。

：建築構造の成果物は、総合の成果物の中に含めることができる。

：積算数量算出書の作成は、積算営繕システムＲＩＢＣ２（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

：設計図は、適宜追加してよい。

：成果物は、監督職員の指示により、ファイル綴じ又は製本する。

：各種データは、監督職員の指示によるデータ形式により、ＣＤ又はＤＶＤに保存し、提出する。

成果物等 形態 部数

②機械設備工事積算数量調書
③単価作成資料
④見積書等関係資料
⑤工事費内訳書

5)その他 ○リサイクル計画書 適宜 ２部
○概略工事工程表 適宜 ２部
○各種データ 適宜 適宜
○原図 適宜 １部
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（３）解体撤去設計

（注）：建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。

：積算数量算出書の作成は、積算営繕システムＲＩＢＣ２（（一財）建築コスト管理システム研究所）による。

：設計図は、適宜追加してよい。

：成果物は、監督職員の指示により、ファイル綴じ又は製本する。

：各種データは、監督職員の指示によるデータ形式により、ＣＤ又はＤＶＤに保存し、提出する。

成果物等 形態 部数

1)総合・2)構造 ○解体設計図 適宜 ５部
①仕様書
②配置図
③仮設計画図
④面積表及び求積図
⑤仕上表
⑥平面図（各階）
⑦屋根伏図
⑧断面図
⑨立面図（各面）
⑩短形図
⑪断面詳細図
⑫部分詳細図
⑬建具表
⑭基礎伏図
⑮各回伏図
⑯杭・柱部材リスト
⑰梁・スラブ部材リスト
○解体工事積算数量調書 Ａ４ ２部
○複合単価作成等資料 適宜 ２部
○工事費概算書 適宜 ２部
○各種計算書 適宜 ２部
○その他工事に必要な図書等 適宜 適宜

3)設備 ａ.電気
設備

○解体電気設備設計図 適宜 ５部
①電気設備配置図（屋外配管撤去図を兼ねる）
②各階弱電設備撤去平面図
③各階電灯・動力設備撤去図
○解体電気設備工事積算数量調書 Ａ４ ２部
○複合単価作成等資料 適宜 ２部
○工事費概算書 適宜 ２部
○各種計算書 適宜 ２部

ｂ．機械
設備

○解体機械設備設計図 適宜 ５部
①機械設備配置図（屋外配管撤去図を兼ねる）
②各階空調撤去図
③各階衛生器具撤去図
④各回暖房器具撤去図
○解体機械設備工事積算数量調書 Ａ４ ２部
○複合単価作成等資料 適宜 ２部
○工事費概算書 適宜 ２部
○各種計算書 適宜 ２部

4)その他 ○リサイクル計画書 適宜 ２部
○概略工事工程表 適宜 ２部
○各種データ 適宜 適宜
○原図 適宜 １部
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（４）その他

成果物等 形態 部数

○敷地測量調査報告書 適宜 ２部
○地盤調査報告書 適宜 ２部
○アスベスト含有量調査報告書 適宜 ２部
○専門家等とのデザイン調整に必要な資料 適宜 適宜
○「三宅町複合施設運営企画支援業務」との調整に必要な資料 適宜 適宜
○その他業務を実施するうえで必要な資料 適宜 適宜


