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設計業務委託特記仕様書（案） 

第１章 業務概要 

１．業務名  富士川町新庁舎建設基本設計業務委託 

２．履行期間 契約締結日の翌日から９か月程度を想定 

３．計画施設概要 

（１）施設名称 富士川町役場庁舎 

（２）敷地所在 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條１１３４番地ほか 

（３）施設用途 庁舎 

        「平成２１年 国土交通省告示第１５号 別添二 第四号 第２類」 

４．設計与条件 

（１）敷地の条件 

ａ．敷地面積 約１３，０００㎡（公図上の合計面積）  

東側駐車場北側に隣接する民有地については、用地交渉中である。 

       「e．」に示す周辺道路のうち、（ウ）町道最勝寺１号線と（エ）町道最勝寺９号線

については、町有地を有効活用するため、近隣住民の利便性に配慮したうえで、道の

付替えを可能とする。（道路の付替えに関する設計は本業務に含まない。） 

ｂ．用途地域 非線引き都市計画区域内 

近隣商業地域     

            第１種住居地域    

ｃ．建ぺい率・容積率 近隣商業地域 80％（建ぺい率）・200％（容積率） 

第１種住居地域 60％（建ぺい率）・200％（容積率） 

ｄ．防火地区 指定なし 

ｅ．周辺道路 

  （ア）県道平林青柳線    幅員 約 12.00ｍ~13.00ｍ 

  （イ）町道金手小林１号線  幅員 約 7.10ｍ~7.16ｍ 

  （ウ）町道最勝寺１号線   幅員 約 3.80ｍ~4.93ｍ 

  （エ）町道最勝寺９号線   幅員 約 5.75ｍ~7.80ｍ 

ｆ．その他  「土質調査」については、基本設計着手後に別途発注により実施予定。 

（２）施設の条件 

ａ．延床面積 最大５，９００㎡ 

       機能が充足していれば、この面積を下回ってもよい。 

建設コストを考慮し、分棟の建設を可能とする。分棟を建設する場合は、業務の効

率性に配慮すること。 

ｂ．階層   提案を基に協議を行い、決定する。ただし、関係法規に準拠すること。 

ｃ．主要構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造を基本とする。 

      なお、木材の利用に関しては「富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促

進に関する方針」を参照すること。 
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  ｄ．安全性の分類 耐震安全性の分類は次に示すものを目標とする。本庁舎については、次を目標

とし、分棟とする場合、附属棟に該当する建物については、配置する諸室・機能

に応じて必要な耐震性能を確保する。 

           構  造  体：Ⅰ類 

           建築非構造部材：A類 

           建 築 設 備：甲類 を目標とする。 

  ｅ．その他施設  敷地内駐車場  ３１６台程度（「富士川町新庁舎整備基本構想」より） 

           自転車置場   ４０台程度（「富士川町新庁舎整備基本構想」より） 

           その他外構   植栽、門・囲障、屋外排水設備、外構一式 

（３）建設の条件 

  ａ．予定概算工事費 ２６億円以内（消費税込） ※建物のみ 

  ｂ．建設工期（予定工期） ２０か月程度とする 

（準備・仮設・造成工事・外構工事等を含む） 

（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。 

   ・富士川町新庁舎整備基本構想（平成２８年１１月） 

   ・富士川町新庁舎整備基本計画（平成２９年１２月） 

   ・富士川町新庁舎執務環境整備基本計画（平成３０年１１月） 

    執務空間のレイアウト及びサイン計画については、別途発注の富士川町新庁舎執務環境整備基

本設計等業務委託の受託者と協議、連携し、基本設計へ反映すること 

・富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針 

（５）設計業務の内容 

ａ．原則としてプロポーザルで提示した技術提案書を基にした基本設計業務とする。 

  ｂ．設計内容は以下の一式のとおり。 

   ・意匠設計（一式） 

   ・構造設計（一式） 

   ・電気設備設計（一式） 

   ・機械設備設計（一式） 

   ・外構設計(一式) 

５．成果品の提出 

成果品等の提出期限（想定）は次のとおりとする。 

  ａ．基本設計成果品（庁内検討用） 

    業務開始８か月後想定 

  ｂ．基本設計成果品（成果品） 

    業務開始９か月後想定 
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第２章 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」（平成２０年３月３１

日付け国営整第１７６号（最終改定 平成２１年４月１日付け国営整第１７３号））による。 

１．設計業務の範囲 

（１）一般業務の範囲 

  ａ．基本設計 

一般業務の内容は、平成２１年国土交通省告示第１５号（以下「告示」という。） 別添一の

「１ 設計に関する標準業務」の「一 基本設計に関する標準業務」一式とし、本施設にかかる

必要な設計「第１章４．（５）設計業務の内容」を含む。 

   ・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 

   ・建築設備（電気）基本設計に関する標準業務 

   ・建築設備（機械）基本設計に関する標準業務 

（２）その他 

  ａ．町民説明会等への出席、資料提供及び開催支援 

    業務の履行に伴い追加業務等が生じる場合は、監督員との協議により実施し、必要な業務料に

ついては、監督員との協議により後日精算とする。 

 

２．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．業務の実施においては、「富士川町業務委託契約約款」よるほか、以下の事項について遵守す

ること。 

   ・本書、適用基準図書及び別添の添付資料に基づき業務を行う。 

   ・監督員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに、主な設計方針等については、監督員

の指示又は承諾を得る。 

   ・各種関係法令及び基準等を遵守する。 

   ・各計算書には計算に使用した理論、公式、適用基準並びにその計算過程等を明記すること。 

   ・月間業務予定表・同業務報告書等を作成し、監督員に提出、報告すること。 

   ・「第１章５．」に示す期限までに成果品を提出する。 

    なお、技術提案等の結果、監督員と受託者の協議により、期限等を調整することもある。 

（２）適用基準 

   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業務を実施しなければならない。

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したもの（最新版）によるものと

し、事前に監督員の承諾を得ること。 

  ※「国営ＨＰ」とあるものは国土交通省官庁営繕部 技術基準のホームページからダウンロードで

きる。 
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  ａ．共  通  

   ・官庁施設の基本的性能基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の基本的性能に関する技術基準 （公共建築協会） 

   ・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 （平成８年版）（一社）公共建築協会 

   ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築のユニバーサルデザインに関する指針 （平成 20年版 山梨県） 

    http://www.pref.yamanashi.jp/eizen/documents/31676724380.pdf 

   ・官庁施設の防犯に関する基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の環境保全性基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・官庁施設の環境保全性に関する基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事積算基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事積算基準等資料 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事標準単価積算基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事共通費積算基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・山梨県県土整備部営繕課電子納品要領（参考）（最新版 山梨県ＨＰ） 

   ・山梨県県土整備部営繕課電子納品運用ガイドライン（参考）（最新版 山梨県ＨＰ） 

   ・山梨県障害者幸住条例 （最新版 山梨県ＨＰ） 

    https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/41_020.html 

  ｂ．建築  

   ・建築工事設計図書作成基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築工事設計図書作成基準の資料 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事標準仕様書 （建築工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築設計基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築設計基準の資料 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築構造設計基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築構造設計基準の資料 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築工事標準詳細図 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・擁壁設計標準図 （（一社）公共建築協会） 

   ・構内舗装・排水設計基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・構内舗装・排水設計基準の資料 （最新版 国営ＨＰ） 

  ｃ．建築積算 

   ・公共建築数量積算基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事見積標準書式（建築工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

  ｄ．設備  
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   ・建築設備計画基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築設備設計基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築設備工事設計図書作成基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・雨水利用・排水再利用設備計画基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・建築設備耐震設計・施工指針（最新版） （一社）日本建築センター 

   ・建築設備設計計算書作成の手引き（最新版）（一社）公共建築協会 

  ｅ．設備積算 

   ・公共建築設備数量積算基準 （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

   ・公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （最新版 国営ＨＰ） 

（３）準拠図書  

    次の図書について、最新版を準拠する。 

   ・建築、電気設備、機械設備工事監理指針 （一社）公共建築協会 

   ・積算関係図書（建築コスト情報、建築施工単価、建設物価版等） 

   ・公共建築工事（営繕積算システム）ＲＩＢＣ （財）建築コスト管理システム研究所 

   ・改正建築基準法施行令新耐震基準に基づく構造計算指針・同解説 （一社）日本建築センター 

   ・山梨県東海地震被害想定調査報告書 （山梨県） 

   ・山梨県東海地震による液状化危険度マップ（富士川町編）（山梨県） 

   ・富士川町土砂災害ハザードマップ（富士川町） 

（４）その他関連法令、要綱及び各基準 

   各種基準については、一覧表を作成し、監督員に提出の上承諾を得ること。 

（５）業務計画書 

   業務計画書には、次の内容を記載する。 

   なお、下記ａ、ｂ、ｄ及びｅについては、技術提案書に記載があり、その内容に変更がなければ

提出を省略できる。 

  ａ．管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実績（平成１１年４月１日から平成３

０年１２月２１日までに実施設計が完了した設計業務で、日本国内における延床面積２,０００㎡

以上（※１）の同種施設（※２）又は類似施設（※３）の新築工事、増築工事及び改築工事に関

する設計業務を、元請け又は設計共同体（出資比率３０％以上で受託した業務に限る。）として

受託した実績）及び手持業務の状況。 

  ｂ．各担当主任技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担

うものをいう。）の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実績（平成１１年４月

１日から平成３０年１２月２１日までに実施設計が完了した設計業務で、日本国内における延床

面積２,０００㎡以上（※１）の同種施設（※２）又は類似施設（※３）の新築工事、増築工事及
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び改築工事に関する設計業務を、元請け又は設計共同体（出資比率３０％以上で受託した業務に

限る。）として受託した実績）及び手持業務の状況。 

  ｃ．担当技術者を配置する場合は、担当技術者の分担業務分野、所属・役職、氏名、年齢、保有資

格、実績（平成１１年４月１日から平成３０年１２月２１日までに実施設計が完了した設計業務

で、日本国内における延床面積２,０００㎡以上（※１）の同種施設（※２）又は類似施設（※３）

の新築工事、増築工事及び改築工事に関する設計業務を、元請け又は設計共同体（出資比率３０％

以上で受託した業務に限る。）として受託した実績）及び手持業務の状況。 

  ｄ．協力事務所に協力を依頼する場合は、協力事務所の名称、所在地、代表者名、主要業務実績、

協力を受ける理由及び具体的内容。 

    ただし、管理技術者及び建築（総合）担当主任技術者については協力事務所とすることはでき

ない。 

  ｅ．建築（総合）、構造、電気設備、機械設備及び積算以外に分担業務分野がある場合、分担業務

分野、具体的な業務内容、追加する理由及び担当主任技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保

有資格、実績（平成１１年４月１日から平成３０年１２月２１日までに実施設計が完了した設計

業務で、日本国内における延床面積２,０００㎡以上（※１）の同種施設（※２）又は類似施設（※

３）の新築工事、増築工事及び改築工事に関する設計業務を、元請け又は設計共同体（出資比率

３０％以上で受託した業務に限る。）として受託した実績）及び手持業務の状況。 

    ※１ 増築工事及び改築工事においては、増築又は改築部分の延床面積が２，０００㎡以上で

あることとし、複合施設の場合は、同種施設又は類似施設に該当する部分の延床面積が、

２，０００㎡以上であることとする。 

※２ 同種施設とは、国土交通省告示第１５号 別添二の「建築物の類型 四 業務施設 建

築物の用途等 第２類」の施設のうち、国・都道府県・市区町村の庁舎とする。 

※３ 類似施設とは、国土交通省告示第１５号 別添二の「建築物の類型 四、七、八、十、

十一、十二」の施設のうち、同種施設以外の国・都道府県・市区町村の施設とする。 

  ｆ．公共建築設計業務委託共通仕様書「第３章 ３．２」に定める設計方針 

  ｇ．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 

    受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案され

た履行体制により当該業務を履行する。 

（６）管理技術者及び担当主任技術者の条件 

  管理技術者及び担当主任技術者の条件についてはプロポーザル実施要領「６ 業務実施上の条件」

による。 

  なお、技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、

退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を

得なければならない。 

 

（７）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、提出する。 

  ａ．業務着手時 
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  ｂ．監督員又は管理技術者が必要と認めた時 

（８）成果品等の情報の適正な管理 

  ａ．次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成

果品等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることがで

きる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 

    成果品等とは、 

    １）第２章 ３に規定する成果品（未完成の成果品を含む。） 

    ２）その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙媒体による

もののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 

  （ア） 発注者の承諾無く、成果品等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供

するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。 

  （イ） 業務の履行のための協力事務所への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について

行う。 

  （ウ） 成果品等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必

要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信

又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。 

  （エ） サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 

  （オ） 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとする。また、

複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 

  （カ） 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求

められるものとなるので、特に取扱いに注意する。 

 

３．成果品、提出部数等 

（１）基本設計 

成果品は庁内検討用各３部、成果品各３部（製本）とする。 

項目 成果品 縮尺 備考 

現地調査 

報告書 

建築、電気設備、機械設備、外構等   

建築（総合） 

 

・基本設計図書 

建築計画 

計画概要、敷地概要、配置計画、平面計画、 

動線計画、意匠・景観・色彩計画、 

セキュリティ計画、防犯・防災計画、 

災害時計画、外構・植栽計画、雨水排水計画、仮

設計画、主要室面積表、その他基本事項を決定す

るための資料及び検討書（建設用地活用方針の検

討含む）等 

適宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４、 

Ａ３適宜 
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  仕様概要書 

・基本設計図 

  仕上概要表 

  面積表及び求積図 

  敷地案内図 

  配置図 

  平面図（各階） 

  断面図 

  立面図（各面） 

  外構図 

・仮設計画概要書 

・その他必要な各種比較検討書・技術検討資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造 

 

・基本設計図書 

  構造基本計画説明書 

  構造設計概要書 

・建築（構造）基本設計図 

・その他必要な各種比較検討書・技術検討資料 

（基礎形式等含む） 

適宜 

 

 

 

 

Ａ４、 

Ａ３適宜 

電気設備 

 

・基本設計図書 

  電気設備基本計画説明書 

  電気設備設計概要書 

・電気設備基本設計図 

・防災設備計画書 

・発電設備等検討書 

・電気設備方式選定等検討書 

・概略計算書 

・その他必要な各種比較検討書・技術検討資料 

適宜 Ａ４、 

Ａ３適宜 

機械設備 

 

・基本設計図書（給排水衛生設備） 

  給排水衛生設備基本計画説明書 

  給排水衛生設備設計概要書 

・基本設計図書（空調・換気設備） 

  空調・換気設備基本計画説明書 

  空調・換気設備設計概要書 

（冷暖房システム・使用エネルギー等検討含む） 

・基本設計図書（昇降機等） 

  昇降機等基本計画説明書 

  昇降機等設計概要書 

適宜 

 

Ａ４、 

Ａ３適宜 
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・各機器設備方式選定検討書 

・屋外排水設備 

・機械設備基本設計図 

・防災設備計画書 

・概略計算書 

・その他必要な各種比較検討書・技術検討資料 

概算工事費

算定書 

・建築、電気設備、機械設備、防災施設、外構工事等  単価に関する資

料含む（見積

書・単価根拠等） 

その他 

 

・全体工程表（概略工事工程表） 

・コスト縮減に関する検討書 

・維持管理計画に関する検討書 

・ライフサイクルコストに関する検討書 

・関係法令チェック表 

・環境に及ぼす影響及び対策説明書 

（防音・防臭対策） 

・工事に伴う騒音・振動等の対策に関する説明書 

（仮設計画含む） 

・省エネルギー計画関係 

・各記録書（打合せ等） 

・その他必要な各種比較検討書・技術検討資料 

適宜 Ａ４、 

Ａ３適宜 

図面・表等の

データ 

ＣＤ－Ｒ  １部 

(注)：各設計図書及び基本設計図等は、上記を標準として、監督員との協議のうえ、適宜、追加・兼用・

省略等をすることができる。  

：不適格や疑義が生じた場合は、発注者と十分協議すること。 

：データについては、製本版と同じ体裁で作成した PDF版とともに次の形式により格納すること。 

 (1)文書：Microsoft Word 形式又はMicrosoft Excel形式 

 (2)表、グラフ等：Microsoft Excel形式又はMicrosoft PowerPoint形式 

 (3)写真データ：Jpeg形式 

 (4)ＣＡＤデータ：JWCAD形式又は同ソフトで正常に出力可能な形式 

  ：電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」、「建築設計

業務等電子納品要領」による。 
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４．支払条件  

（１）前払金 

   業務委託料の１０分の３以内の前払金の支払いを請求することができる。 

（２）完成払 

完了検査及び成果品引渡しを完了した後に、支払う。 

 

５．業務上の留意点 

（１）受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用して

はならない。契約終了後も同様とする。 

（２）近隣環境を含め、現地調査を十分に行い、業務を進めること。 

（３）業務の履行にあたって、関係法令を遵守しなければならない。 

（４）業務の実施にあたり、適切かつ円滑に業務を実施するために、統括業務主任技術者と監督員は常

に緊密な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。受託者はその都度、その内

容を打合せ議事録に記録し、相互に確認するものとする。設計業務の着手時及び業務の区切りにお

いても同様とすること。 

（５）本特記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その都度協議のうえ、

決定するものとする。 

（６）業務の進捗管理については、統括業務主任技術者が責任を持って行い、監督員に事業の進捗につ

いて、適宜中間報告を行い、必要に応じて打合せを行うこと。 

（７）設計段階での協議において、関係者による設計変更を求められた場合は、プロポーザル案に準ず

る別案の提示を求める場合があるが、適宜対応すること。 

（８）道路管理者、電気事業者、ガス供給者、上下水道及び環境対策等に関する協議（拐取申請等の手

続きに関する協議を含む）が必要な場合は、関係機関と協議を行い、協議記録書を作成し、監督員

に報告すること。 

（９）庁内検討会等に向けて、設計内容に関する説明を行う場合は、資料の作成を行うこと。 

（１０）積算単価については、刊行物単価及びメーカー見積、積算基準による歩掛による単価とするこ

と。また、見積書については、原則３社以上とし、見積比較表を作成すること。なお、公共建築工

事（設備工事含む）積算基準及び公共建築工事（設備工事含む）共通費積算基準に準じて適切な積

算に努めること。 

（１１）公共事業における公平性の観点から、特定のメーカーを意識させるような図面表現を行わない

こととする。仕様については、随時、監督員と協議すること。 

（１２）成果品が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下、

「著作物」という。）に該当する場合には、著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利は、

著作権法に定めるところに従い、委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。 


