
実施設計技術協力業務 特記仕様書 

 

 

本業務の受注者となった者は、三者協議会に出席し、競争入札時において受注者から提案され

発注者により採用された技術提案及びＶＥ提案だけでなく、実施設計段階における更なる技術的

提案及び経済的提案を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。 

I. 業務概要 

 

1. 履行期間 

契約締結日の翌日から平成31年8月31日まで(予定) 

 

2. 業務内容 ′ 

(1) 設計全般に対する技術検証 

受注者は、実施設計者が行う設計の内容に対して技術提案が適切に反映されていること

を確認する。また、技術提案以外の部分を含めて施工性の観点から実施設計の内容の確認

を行う。 

実施設計の内容について疑義がある場合は、発注者に報告し指示を受けるものとする。 

 

(2) 施工実施方針及び施工計画の作成 

① 総合施工計画の検討、提案 

② 仮設計画の検討、提案 

③ 工事工程の検討、提案及び工程表の作成 

受注者は、実施設計者が行う実施設計の内容に応じた施工方法、資材・部材の搬入計画、

施工順序、工事工程表等、工事の実施に当たって必要な計画を記載した施工実施方針及び

施工計画を作成するものとする。 

 

(3) 技術情報(本競争入札時において採用された技術提案及びＶＥ提案)等の提出 

受注者は、本競争入札時において受注者より提案され発注者により採用された技術提案、

ＶＥ提案の適用判断及び実施設計への反映の際に必要となる技術提案に関する機能・性能、

適用条件等の技術情報、見積り、見積根拠等を提出するものとする。 

 

(4)技術提案 

①免震構造、ＺＥＢ Readyやサステナブル先導事業（省CO2先導型）応募内容実現に向け

た、品質の向上、コストの低減、工期の短縮等に関する技術提案及び技術協力。 

② その他、技術提案及びＶＥ提案の検討 

受注者は、本競争入札時において採用された技術提案及びＶＥ提案に関わらず、コスト



縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応、周辺環境への負荷の低減等に有効な技術提

案を必要に応じて行う。 

 

(5) コスト管理支援 

① 工事費内訳明細書の作成、更新 

② 発注者及び実施設計者からの技術提案に対する内訳明細書の作成 

③ 全体工事費管理支援 

受注者は、本競争入札時に提出された、工事費見積内訳明細書及び三者協議会において

発注者により採用されたＶＥ提案の内訳明細書に基づき、工事費内訳明細書を更新し、実

施設計者による実施設計の内容に応じた工事費内訳明細書の更新を行う。 

受注者は、工事費内訳明細書の深度化、更新方法については、実施設計の進捗に応じて

発注者と協議を行うとともに、発注者の指示に基づき、必要となる内訳明細書作成の根拠

となる資料を提出するものとする。 

受注者は、発注者及び実施設計者からの提案に対する内訳明細書の作成を行う。当該提

案に対する内訳明細書の作成レベルは、発注者との協議による。 

工事費内訳明細書については、1か月ごとの更新を想定しているが、発注者との協議によ

り、適切に全体工事費を管理できる期間を設定し、その更新を行うものとする。 

 

(6) 関係機関との協議資料作成支援 

受注者は、発注者及び実施設計者が行う関係機関との協議の資料について、施工の視点

からの助言を行う。  

 

(7) 三者協議会への出席 

受注者は、発注者及び実施設計者と、設計に関する三者協議を行う。協議回数は2回/月

程度とし、発注者が指示する場合は管理技術者及び工事の施工内容、工事費等に精通し、

工法等について協議、合意ができるものが出席するものとする。 

 

(8) 報告書の作成 

受注者は、業務の成果として報告書を作成する。 

 

3. 業務の配置技術者 

配置技術者として管理技術者(本業務に関し、主として指揮、監督を行う者)を配置する

こと。 

管理技術者は、三者協議会に出席するとともに、受注者組織の取りまとめ及び業務の管

理を行うこと。 

（1） 管理技術者の資格要件 



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。 

・一級建築施工管理技士、または建築士法第 2条第 2項に規定する一級建築士 

 

（2） 配置技術者届等 

次の資料を提出する。提出時期は公告による。指定様式は上田市財政部契約検査課にて

販売する電子媒体に保存された様式集による。 

（1） 配置技術者届（法令による資格・免許等は、それを証する書類の写しを添付す

ること。雇用を確認できる書類を添付すること。) 

（2） 管理技術者（技術協力業務）の実績（コリンズ登録の写し、雇用証明及び資格

の写し、配置予定技術者が当該施工実績に従事していたことを証する書類共） 

（3） 工程表・着手届 

（4） 業務体制(管理体制および連絡体制)  

 

4. 業務の成果物 

業務が完了したときは、次の成果物を提出すること。 

（1） 業務報告書 

（2） 各種技術検証資料 

（3） 技術提案書及びＶＥ提案書 

（4） 提案に関する成果物 

（5） 全体工事費内訳明細書 

（6） その他監督員の指示するもの 

※ 成果物は、電子データとしても提出すること。 

なお、データ形式、提出形状等は監督員と協議すること。ただし、図面データ形式はＰ

ＤＦ形式、ＤＷＧ形式、ＪＷＷ形式の3形式で提出とする。 

  



建築設計業務委託特記仕様書 

 

I. 業務概要 

1. 業務名称 上田市新本庁舎建設・既存庁舎解体工事（第一期工事分）実施設計業務委託 

 

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） 施設名称   上田市新本庁舎、既存本庁舎低層棟、西庁舎、駐輪場、外構 

（2） 敷地の場所  上田市大手 1-11-16 

（3） 施設用途   事務所 

平成 21年国土交通省告示第 15号 別添二第 4 号第 2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   8,340.57㎡ 

b. 用途地域及び地区の指定   近隣商業 

（2） 施設の条件 

新本庁舎 

a. 施設の延べ面積 13,050.57㎡（容積対象面積 12,850.73㎡） 

b. 主要構造    Ｓ造、ＲＣ造 

本庁舎低層棟 

a. 施設の延べ面積 1,501.88㎡ 

b. 主要構造    ＲＣ造 

西庁舎 

a. 施設の延べ面積 1,049.76㎡ 

b. 主要構造    ＲＣ造 

駐輪場 

a. 施設の延べ面積 56.5㎡（水平投影面積 85.49㎡） 

b. 主要構造    Ｓ造 

（3） 解体工事の条件 

a. 予定価格 公告に記載の予定価格（6,162,830,000円（税抜））に含む 

b. 解体工期 約 7ヶ月 



（4） 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

●基本設計説明書 

●基本設計図書 

●指示事項書 

●ＶＥガイドライン 

（5） 備考 

特になし 

 

II. 業務仕様 

本特記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」による。 

1. 設計業務の内容及び範囲 

（1） 一般業務の範囲 

一般業務には、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(工事のステップ図、及び各種技

術資料を含む)、法令上必要となる各種の申請に用いる資料作成も含む。 

a. 実施設計 

●解体工事（上田市本庁舎低層棟、西庁舎、駐輪場、外構（1期工事））実施設計に関

する標準業務 

（2） 追加業務の内容及び範囲 

●実施設計積算業務（解体工事） 

●建築積算(数量算出書、単価作成資料、見積比較表等の作成、3者見積の徴集) 

●電気設備積算( 〃 ) 

●機械設備積算( 〃 ) 

●実施設計積算業務（上田市新本庁舎建設工事） 

●建築積算(数量算出書、単価作成資料、見積比較表等の作成、3者見積の徴集) 

●電気設備積算( 〃 ) 

●機械設備積算( 〃 ) 

・透視図作成 

・透視図の写真撮影 

・模型製作 

・模型の写真撮影 

・計画通知申請手続き業務 

・構造計算適合判定手続き業務(手数料の納付を含まない) 

・省エネルギー関係計算書の作成及び申請業務 

・防災計画評定又は性能評定に関する資料作成及び申請業務 

・日影図の作成 



●特別管理産業廃棄物（アスベスト・ＰＣＢ・廃油等）の調査業務 

●特殊な建設副産物（フロン・ハロン等）の調査業務 

●その他必要な資料等の作成(監督員の指示による) 

2. 業務の実施 

（1） 一般事項 

a. 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。 

b. 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。 

（2） 適用基準等 

本業務に国土交通省が制定する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に業務を実施

しなければならない。(各基準等はそれぞれ最新版を用いること) 

a.共通 

●官庁施設の基本的性能基準 

●官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

●官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

●官庁施設の環境保全性に関する基準 

●官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

●公共建築工事積算基準・同資料 

●公共建築工事共通費積算基準 

●公共建築工事標準単価積算基準 

●公共建築数量積算基準 

●公共建築設備数量積算基準 

●営繕工事積算チェックマニュアル 

b.建築 

●建築工事設計図書作成基準 

●地盤調査共通仕様書 

●公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

●公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 

●公共工事木造建築標準仕様書 

●建築設計基準・同資料 

●建築構造設計基準・同資料 

●構内舗装・排水設計基準・同資料 

●建築工事標準詳細図 

●建築工事監理指針(上・下巻) 

●建築改修工事監理指針(上・下巻) 

●建築物解体工事共通仕様書 



c.設備 

●建築設備計画基準 

●建築設備設計基準 

●建築設備工事設計図書作成基準 

●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) 

●公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 

●電気設備工事監理指針 

●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) 

●公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 

●機械設備工事監理指針 

●建築設備耐震設計・施工指針 

（3） 管理技術者の資格要件 

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 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 

（4） 配置技術者届等 

次の資料を提出する。提出時期は公告による。指定様式は上田市財政部契約検査課にて

販売する電子媒体に保存された様式集による。 

●配置技術者届（法令による資格・免許等は、それを証する書類の写しを添付すること。

雇用を確認できる書類を添付すること。) 

●管理技術者（技術協力業務）の実績（コリンズ登録の写し等、雇用証明及び資格の写

し、配置予定技術者が当該施工実績に従事していたことを証する書類も含む） 

・照査技術者通知書(技術者経歴書含む) 

●工程表・着手届 

●業務体制(管理体制および連絡体制) 

（5） その他、業務の履行に係る条件等 

a. 業務の完了について 

原則として、計画通知の確認済証が交付された時点で完了とする。 

b. 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

工事における竣工図の作成、当該施設の完成後の維持管理に使用することがある。 

c. 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、上田市が行う事務並びに上田市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。 

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 

 

3. 成果物、提出部数等 

 

成 果 物 部  数 製 本・形 態 適  用 

・完了届 １   

・実施設計図 1 Ａ－１製本 ビニール製本 

 1 Ａ－３縮小版製本 ビニール製本 

 1 Ａ－３縮小版原図 白焼き 

 1 ＣＤ－Ｒ .jww .jwc 

・積算書類 以下一式 ＣＤ－Ｒ  

  工事費内訳書 １ Ａ４ファイリング .xlsx(上田市指定書式) 

  数量算出書 1 Ａ４ファイリング .xlsx 

  見積比較表 1 Ａ４ファイリング .xlsx 

  3者見積原本 1 Ａ４ファイリング  

  カタログ等の写し １ Ａ４ファイリング 原本でも可 

  積算チェックリスト 1 Ａ４ファイリング .xlsx 

  刊行物（4種 4冊） 各 1 建築施工単価、建築コスト情報、建設物価、積算資料 

・各種技術資料 1 Ａ４ファイリング  

・各種調査結果 1 Ａ４ファイリング 特別管理産業廃棄物（ア

スベスト・ＰＣＢ・廃油

等）調査結果、特殊な建

設副産物（フロン・ハロ

ン等）調査結果、等 

・各記録書 1 Ａ４ファイリング  

 

  



上田市建築工事積算仕様書 

 

○ 提出品目 

(ア)積算成果品 

下記の書類を A-4印刷、ファイリングし、インデックス等で整理すると共に、データ(見積原

本、力タログは PDFデータ化)を CD― Rで提出すること 

1) 内訳書(直接工事費及び共通費積み上げ分) 

2) 数量算出書(手書き不可) 

3) 複合単価表・代価表(手書き不可) 

4) 見積比較表(手書き不可) 

5) 見積書原本(3社以上) 

6) カタログ等の写し 

7) 積算チェックリスト 

(イ)単価根拠刊行物 

1) 建築コスト情報(監督員が指定する号) 

2) 建築施工単価(監督員が指定する号) 

3) 建設物価(監督員が指定する号) 

4) 積算資料(監督員が指定する号) 

5) その他使用した刊行物(少量の場合は表紙と使用ページのコピーで可) 

○ 作成方法 

(ア)内訳書 

1) 上田市庁舎整備室指定の(内訳書)書式を使用すること 

2) (内訳書)書式の注意事項に従いデータ入力を行うこと 

3) (内訳書)書式は上田市庁舎整備室窓口でデータを受け取ること 

(イ)数量算出書 

1) 書式は問わないが、原則 Excel使用とする 

2) 単位、計測・計算及び端数処理については、公共建築数量積算基準及び公共建築設備数量積

算基準によるものとする 

(ウ)複合単価表・代価表 

1) 書式は問わないが、原則 Excel使用とする 

2) 見積・公表価格が含まれる場合は、補正ができるように計算式を組みたてること 

3) 標準部掛りの「その他」の率は監督員の指示によるものとし、補正できるように計算式を組

みたてること 

4) 単価の作成に当たっては、公共建築工事標準単価積算基準及び公共建築工事積算基準等資料

による 

(エ)見積比較表 



1) 同一内容で 3社以上から見積を取ること 

2) 3社以上を比較し、合計金額が最低の業者の価格を総額(一括)で採用すること 

3) 原則、Excel使用とする。 

(オ)積算チェックリスト 

1) 営繕工事積算チェックマニュアルに従い、数量算出チェックリスト・積算数量調書チェック

リスト・数量チェックシートを利用し、数量拾い忘れ、誤算を防止すること 

2) 様式は国土交通省官庁営繕部の作成した Excelデータを使用すること 

(カ)単価採用時の注意事項 

1) 単価の優先順位は以下の通りとする 

・市場単価(刊行物に記載)>刊行物単価>補正市場単価>複合単価>見積・公表価格 

2) 材料費、施工費、材工共費、全てにおいて刊行物の単価が優先する 

3) 刊行物に単価が記載されているものは、見積単価を用いてはならない 

4) 長野県単価、及び本仕様書に記載のない単価は用いてはならない 

5) 刊行物の単価採用は以下の通りとする 

・材料費:「建設物価」と「積算資料」掲載価格の平均値 

・材工共費、施工費:「建築施工単価」と「建築コスト情報」掲載価格の平均値 

6) 刊行物の地域優先順位は以下の通りとする 

・上田>長野>東京>関東>全国 

(キ)単価の割増に関する注意事項 

・改修工事等における単価の割増については、監督員の指示によること。 

 


