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建築設計業務委託特記仕様書 

 
Ⅰ  業務概要 

1．業務名称         須坂東高等学校 北校舎及び渡り廊下外壁ほか改修工事設計業務                     

 

２．計画施設概要 

   本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。 

１) 施設の名称  須坂東高等学校                                        

２) 敷地の場所   須坂市大字日滝                                   

３) 施 設 用 途  北校舎及び渡り廊下   

平成21年国土交通省告示第15号 別添二 第七号 第１類とする  

  

３．適用 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された特記事項については「○・」印が付いた

ものを適用する。「○・」印の付かない場合は、「※」印を適用する。 

「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 

 

４．設計与条件 

１)敷地の条件 

ａ．敷地の面積                                  

ｂ．用途地域及び地区の指定  

（1）用途地域                           

（2）防火地域                                              

（3）その他地区等    須坂市景観計画区域             

２)施設の条件 

ａ．延べ面積  北校舎（2,561㎡）及び渡り廊下（140㎡） 

ｂ．主要構造  鉄筋コンクリート造地上３階建て、地上２階建て 

ｃ．耐震安全性の分類 

官庁施設の総合耐震計画基準（平成19年 12月 18日付け国営計第76号、国営整第123号、国営

設第101号）による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。 

（1）構造体        類  

（2）建築非構造部材    類   

（3）建築設備       類 

３）建設の条件 

ａ．予定工事費（総工事費）   

 設計委託料算定用工事費 30,185千円(税込) 

  ｂ．予定建設工期（予定工期） 平成30年度下半期工事予定  

４）設計与条件の資料 

     設計与条件については、別図による。 

 

Ⅱ  業務仕様 

 

本特記仕様書に記載されていない事項は、「長野県建築設計業務委託共通仕様書（平成22年版）」に

よる。 
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なお、「長野県建築設計業務委託共通仕様書」及び「提出書類様式」については、 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/shokijun.html 

によること（但し、提出書類様式の宛名を長野県須坂東高等学校長とすること。） 

また、建築士法（昭和25年法律第 202号。以下同じ。）第24条の7に基づく重要事項の説明につい

て、別記様式第１に記載の上、発注者に説明を行うこと。 

 

１．管理技術者等の資格要件 

  １）管理技術者 

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その

他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 

   ○・ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

   ・ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士または二級建築士 

    （ただし、二級建築士にあっては、建築士法第20条第５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を有する者とする） 

  ２）主任担当技術者 

担当技術者の中から、建築（意匠）、建築（構造）、建築（積算）、電気設備、機械設備の各部

門の責任者として、主任担当技術者を１名ずつ選定し配置する。 

    なお、主任担当技術者は、担当設計業務の分野について、専門的な知識と経験を有する者とし、

資格要件は次による。 

 ａ．建築（意匠・構造）主任担当技術者については、次の資格を有する者とする。 

（1）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有する者 

 ｂ．電気設備主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。 

  （1）建築設備士の資格を有し、設計業務（主に電気）に５年以上の経験を有する者 

  （2）設備設計一級建築士の資格を有する者 

  （3）電気設備工事の設計業務に10年以上の経験を有する者 

 ｃ．機械設備主任担当技術者 

  （1）建築設備士の資格を有し、設計業務（主に機械）に５年以上の経験を有する者 

  （2）設備設計一級建築士の資格を有する者 

  （3）機械設備工事の設計業務に10年以上の経験を有する者 

３）主任担当技術者と担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする。 

     ※ 建築（意匠）、建築（構造）と建築（積算） 

 ・ 電気設備と機械設備 

  

２．業務計画書 

    業務計画書（様式第8号）には、次の内容を記載する。 

１）業務概要 

２）業務方針 

３）業務工程表（様式第9号） 

４）管理体制及び連絡体制（様式第 10号） 

５）その他 

 

３．設計業務の内容及び範囲 

 

１）一般業務の範囲 

ａ．基本設計業務 
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 ・ 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 

・ 機械設備基本設計に関する標準業務 

ｂ．実施設計業務 

   ○・ 建築（総合）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く）           

・ 建築（構造）実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く）             

・ 電気設備実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く）     

・ 機械設備実施設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く）       

   ｃ．その他 

    ○・ 委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成（簡易な透視図、日影図

及び各種技術資料を含む。） 

    ○・ 委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成 

    ○・ 工事費概算書の作成 

２）追加業務の内容及び範囲       

   ○・ 積算業務 

   ○・建築積算  （積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成） 

・電気設備積算（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成） 

・機械設備積算（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴集、見積検討資料の作成） 

○・ 目視による劣化状況調査（高所作業車を使用しての調査） 

○・ 聴き取り、現場確認による劣化箇所調査 

・ 透視図作成   

・ 模型製作 

   ・ 計画通知手続き業務（手数料の納付は含まない） 

   ・ 関係法令等に基づく各種申請手続き業務 

   ・ 防災計画評定又は防災性能評定に関する新申請手続き業務 

   ・ 省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務 

   ・ リサイクル計画書の作成 

   ○・ 概略工事工程表の作成 

   ・ 住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。） 

   ・ 日影図の作成 

   ・ 総合的な環境保全性に関する検討・評価資料 

  ３）その他の業務の内容及び範囲       

  ○・ アスベスト含有調査（定性分析２検体） 

 

４．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き行う。 

   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き行う。 

   ｃ．積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 

   ｄ．設計業務は、特記仕様書Ⅰ業務概要4.設計与条件3)aに示す予定工事費(総工事費)を超過しな

いように行うこと。 

２）提出書類 
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   ａ．受注者は、契約時に次の書類を各１部提出する。 

○・ 管理技術者通知書（様式第2号）(健康保険被保険者証及び保有する資格を証する書類の写を

含む) 

○・ 管理技術者に係る技術者経歴書（様式第3号） 

○・ 主任担当技術者の経歴等（様式第4号） 

○・ 担当技術者の経歴等（様式第5号） 

○・ 設計計画表（様式第6号） 

○・ 業務委託承諾願（様式第7号）（業務の一部を再委託する場合に限る） 

   ｂ．受注者は、業務の一部を再委託した場合は、再委託に係る契約書の写しを提出する。 

ｃ．業務実績情報の登録について 

    受注者は、任意で公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）に「業務カルテ」を登録する。

なお登録を行う場合は、登録に先立ち、登録内容について監督員の承諾を受ける。また、業務完了

検査時には、登録の完了が確認できる資料として、「業務カルテ仮登録（監督員の押印済み）」を

検査員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 

３）打合せ及び記録 

   打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。 

   ａ．業務着手時 

   ｂ．監督員又は管理技術者が必要と認めた時  

ｃ．その他（                                   ） 

４）適用基準等 

   本業務に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。 

ａ．共通 

  ○・ 公共建築工事積算基準        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版） 

  ○・ 公共建築工事共通費積算基準          同 上         （最新版） 

  ○・ 公共建築工事標準単価積算基準         同 上        （最新版） 

   ○・ 建築工事における電子納品にかかる試行要領  長野県建設部 

ｂ．建築 

  ○・ 建築工事標準詳細図         国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版） 

  ○・ 建築工事設計図書作成基準            同 上        （最新版） 

・ 敷地調査共通仕様書               同 上        （最新版） 

○・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）     同 上        （最新版） 

  ○・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 木造建築工事標準仕様書            同 上        （最新版） 

  ○・ 建築物解体工事共通仕様書           同 上        （最新版） 

○・ 建築設計基準                 同 上    （国営整第 158号 H18） 

 ○・ 建築構造設計基準               同 上    （国営整第 221号 H22） 

ｃ.建築積算 

  ○・ 公共建築数量積算基準        国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版） 

  ○・ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）   同 上        （最新版） 

  ○・ 公共建築工事内訳書作成要領（建築工事編）   同 上        （最新版） 
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  ○・ 公共建築改修工事の積算マニュアル       同 上        （最新版） 

ｄ．設備 

  ・ 建築設備計画基準          国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版） 

  ・ 建築設備設計基準               同 上        （最新版） 

  ・ 建築設備工事設計図書作成基準         同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)  同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 同 上        （最新版） 

ｅ．設備積算 

  ・ 公共建築設備数量積算基準      国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）      

  ・ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）   同 上        （最新版） 

  ・ 建築工事内訳書作成要領（設備工事編）     同 上        （最新版） 

５）貸与資料等 

   ａ．既存設計図書等 

    ○・ 既存建築物設計図書一式 

   ｂ．既存資料 

    ・ 既存敷地調査資料（柱状図） 

   ｃ．資料の貸与及び返却 

貸与資料 適用 

適用基準等のうち、・貸与に○印の付いたもの 

貸与資料等のうち、○印の付いたもの 

 

 

   貸与場所（  須坂東高等学校  ）  貸与時期（  業務開始日     ） 

   返却場所（  須坂東高等学校  ）  返却時期（  業務完了日     ） 

６）一般業務のうち業務委託内容に含まれない業務（対象外業務）の範囲等 

    設計図・ＣＡＤデータを貸与することにより業務の低減が図れる範囲            

                                               

７）その他、業務の履行に係る条件等 

   ａ．指定部分の範囲   （                             ） 

    ・ 指定部分の履行期限（                             ） 

   ｂ．成果物の提出場所  （ 須坂東高等学校                      ） 

   ｃ．成果物の取り扱いについて 

    提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事におけ

る施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 

   ｄ．写真の著作権の権利等について 

    受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

    （1） 写真は、県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。 

       この場合において、著作者名を表示しないことができる。 
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    （2） 次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、

この限りではない。） 

       ① 写真を公表すること。 

       ② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

    ｅ．設計に係る著作権について 

     当該設計に係る著作権は、長野県に帰属する。 

 

５．成果物、提出部数等 

１）基本設計 

   基本設計の成果物は下記により、体裁・提出部数等は、表１－１による。 

ａ．建築基本設計図書 

  （1）建築計画概要書 

     建物概要、配置計画、動線計画、意匠計画、景観計画、色彩計画、セキュリティー計画、防

災計画、外構計画、植栽計画、雨水排水計画、工程計画、仮設計画、その他実施設計に必要な

基本的事項を決定するための資料及び検討書 

   （2）建築基本設計図 

   （3）構造基本計画書 

   （4）構造計画概要書 

（5）工事費概算書 

（6）各種技術資料 

ｂ.電気設備基本設計図書 

  （1）現地調査書 

  （2）電気設備基本計画概要書 

    電気設備計画概要、電気設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、その他実施設

計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書 

  （3）電気設備基本設計図 

  （4）工事費概算書 

  （5）各種技術資料 

ｃ．機械設備基本設計図書 

   （1）現地調査書 

   （2）機械設備基本計画概要書 

     機械設備計画概要、機械設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、その他実施設

計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書 

   （3）機械設備基本設計図 

   （4）工事費概算書 

   （5）各種技術資 

（表１－１） 

種  別 体  裁 部数 備 考 

・建築基本設計図書 原図 Ａ３ １部 電子データ（PDF形式）を含む 

・同上 製本 ファイル綴じ Ａ３ ４部 カラー 

・建築基本設計図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

・電気設備基本設計図書 原図 Ａ３ １部 電子データ（PDF形式）を含む 

・同上 製本 ファイル綴じ Ａ３ ４部 カラー 

・電気設備基本設計図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

・機械設備基本設計図書 原図 Ａ３ １部 電子データ（PDF形式）を含む 

・同上 製本 ファイル綴じ Ａ３ ４部 カラー 

・機械設備基本設計図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 
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・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・設計説明書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・CASBEE評価 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・リサイクル計画書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・    

１）原図類は、ケースに入れて提出する。 

２）電子データ類は、CD-Rに収録し提出する。 

３）ケース、CD-R及びファイルには、監督員により指示される箇所及び内容のタイトルを入れること。 

 

２）実施設計 

   ａ．建築実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表１－２による。 

（表１－２） 

種  別 体   裁 部 数 備 考 

○・意匠設計図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

・構造設計図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

○・同上 製本 白焼き製本 Ａ３ ３部 青焼き製本を可とする。 

・構造計算書 ファイル綴じ Ａ４ １部 構造計画概要書含む 

○・仮設計画図 原図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

○・工事費概算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・工事概要図 Ａ３ １部 CADデータ（SXF又はJWW形式）を含む 

○・設計説明書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・リサイクル計画書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・木材使用状況報告書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・計画通知関係図書 ファイル綴じ Ａ４ 適宜  

○・各種申請図書 ファイル綴じ Ａ４ 適宜  

・省エネルギー関係計算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・カタログ等 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・建築物保全計画書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・透視図    

・模型    

○・写真 ファイル綴じ Ａ４ １部 ・劣化状況・劣化箇所調査 

○・各種調査報告書 ファイル綴じ Ａ４ １部 ・劣化状況・劣化箇所調査 

・アスベスト含有調査 

１）原図類は、ケースに入れて提出する。 

２）電子データ類は、CD-Rに収録し提出する。 

３）ケース、CD-R及びファイルには、監督員により指示される箇所及び内容のタイトルを入れること。 

４）意匠設計図における特記仕様書は、発注者から貸与される書式データにより作成すること。 

５）各種申請書類は、実施設計原図を用いて作成することができる。 

  また、提出の体裁は、各行政庁の指示による。 

６）成果品は、工区分けできるようにまとめる。（工区設定は監督員の指示による。） 

 

ｂ．設備実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表１－３による。 

（表１－３） 

種  別 体  裁 部 数 備 考 

・電気設備設計図 原図 Ａ３ １部  

・機械設備設計図 原図 Ａ３ １部  

・同上 製本 青焼き製本 Ａ４ ３部 電気設備、機械設備設計図 
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・電気設備計算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・機械設備計算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・工事費概算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・リサイクル計画書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・計画通知関係図書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・各種申請図書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・省エネルギー関係計算書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

１）原図類は、ケースに入れて提出する。 

２）電子データ類は、CD-Rに収録し提出する。 

３）ケース、CD-R及びファイルには、監督員により指示される箇所及び内容のタイトルを入れること。

４）各種申請書類は、実施設計原図を用いて作成することができる。 

  また、提出の体裁は、各行政庁の指示による。 

５）各種申請書類は、建築実施設計の成果品に含めることができる。 

６）成果品は、工区分けできるようにまとめる。（工区設定は監督員の指示による。） 

 

ｃ．積算業務の成果物の体裁・提出部数等は、表１－４による。 

（表１－４） 

種  別 体  裁 部 数 備 考 

（建 築）    

○・工事内訳書 ファイル綴じ Ａ４ １部 電子データ(RIBC2形式)を含む 

○・積算数量調書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・積算数量算出書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・複合単価等作成資料 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・見積書、見積一覧表 ファイル綴じ Ａ４ １部  

○・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

    

（電気設備）    

・工事内訳書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・積算数量調書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・積算数量算出書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・複合単価作成等資料 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・見積書、見積一覧表 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

    

（機械設備）    

・工事内訳書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・積算数量調書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・積算数量算出書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・複合単価作成等資料 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・見積書、見積一覧表 ファイル綴じ Ａ４ １部  

・打ち合わせ書 ファイル綴じ Ａ４ １部  

    

１）原図類は、ケースに入れて提出する。 

２）見積にあたっては、３者以上の業者へ行い、ヒアリングにより査定率を決定すること。 

３）電子データ類は、実施設計における電子データを収録したCD-R に収録し提出する。 

４）CD-R 及びファイルには、監督員より指示される箇所及び内容のタイトルを入れること。 

５）データ形式はＲＩＢＣ２形式又はＥＸＣＥＬ形式等とする。 



 

特－9 

 

６）成果品は、工区分けできるようにまとめる。（工区設定は監督員の指示による。） 
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須坂東高等学校 北校舎及び渡り廊下外壁ほか改修工事設計業務における参考資料 

（※ 図面目録による算定方法による場合に添付する。） 

 

 

  この資料は、入札参加者等の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、設計業務委託契約

書第１条でいう設計業務委託仕様書ではなく、委託契約上の拘束力を持つものではありません。 

  また、この資料は、あくまでも発注者が業務委託料の算定を行う上で想定した図面目録の内容を示

したものであり、業務成果品としての設計図面枚数等を規定するものではありません。 

  したがって、発注者側に帰すべき理由による設計条件の変更がない限り、当該資料に記載の図面種

類及び図面枚数と業務成果品の図面種類及び図面枚数に差異が生じた場合でも業務委託料の変更は行

いません。 

  なお、この資料に関する質問は受け付けません。 

 なお、この資料の有効期限は、標記業務の入札日までとします。 

 

須坂東高等学校 北校舎及び渡り廊下外壁ほか改修工事設計業務 図面目録（Ａ１サイズでの図面枚） 

 

【北校舎及び渡り廊下外壁ほか改修】：平成21年国土交通省告示第15号 別添2 第 7号第1類 

業務区分 
図面種類 枚数 備 考 

対象外 

業務率 
難易度 

工事 分野 

建築 意匠 特記仕様書 

案内図・配置図 

３ 

１ 

書式データは貸与 

既存ＣＡＤ図面データ貸与 

高 

高 

簡易 

標準 

  仕上表 

平面図 

屋根伏図 

立面図 

断面図 

詳細図 

仮設計画配置図 

仮設立面図・詳細図 

 

１ 

２ 

２ 

９ 

１ 

５ 

１ 

２ 

外部仕上表を想定 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

既存ＣＡＤ図面データ貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

 

高 

中 

中 

中 

低 

低 

低 

低 

標準 

標準 

標準 

標準 

標準 

複雑 

標準 

標準 

建築 構造 伏図  既存図面貸与   

  軸組図  既存図面貸与   

  部材リスト  既存図面貸与   

  詳細図  既存図面貸与   

       

電気 

 

 

 

 

機械 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書 

案内図・配置図 

平面図 

詳細図 

 

特記仕様書 

案内図・配置図 

平面図 

詳細図 

 

 

 

 

 

書式データは貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

 

 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

既存図面貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
対象外業務 

 低 … 0.1～0.3 

 中 … 0.4～0.6 

 高 … 0.7～0.9 


