
建築設計業務委託特記仕様書 
 

Ⅰ 業務概要 

 

 １．業務名称     （ 市立宇和島病院看護師宿舎及び院内保育所解体設計業務 ） 

 

 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）施設名称    （ 市立宇和島病院看護師宿舎及び院内保育所 ） 

 

 （２）敷地の場所   （ 宇和島市 桜町 1-3、4-1、5-1 ） 

 

 （３）施設用途    （ 寄宿舎・保育園 ） 

             

 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全て適用す

る。 

 

 ４．設計与条件 

 （１）敷地の条件 

   ａ．敷地の面積           （ 2,258.58 ㎡ ） 

   ｂ．用途地域及び地区の指定     （ 近隣商業地域 ） 

 

 （２）施設の条件 

   ａ．解体対象施設の延べ面積     （ 1,850.40 ㎡ ） 

   ｂ．主要構造            （ RC 造 4 階建+R 階 ） 

 

 （３）解体工事の条件 

   ａ．予定工事費（概算）       （ 60,898 千円(税込) ） 

   ｂ．予定建設工期          （ 令和 4 年 6 月～令和 5 年 3 月 ） 

Ⅱ 業務仕様 

 

   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（最終改訂 平成 21 年 4 月 1 日国営整第 173 号）による。 

   「調査職員」を「監督職員」と読み替える。 

 

 １．設計業務の内容及び範囲 

 （１）一般業務の範囲 

    実施設計 

    

    新規に作図するのは、解体特記仕様書、仮設計画図、その他各一般図（平面図、立面図、

断面図）、詳細図等は既存図面を複写することにより成果物とすることが出来る。 

    現地調査を実施し、改修等を行っている部分を図面に反映する。 

    地中構造物解体時の湧水等の可能性等について検討を行う。 

 

（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（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の

作成、見積収集、見積検討資料の作成） 

    ・電気設備積算   （積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の

作成、見積収集、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） 

 



 

 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、監督職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。 

   ｃ．監督職員の承諾を受けた成果物の提出により納品完了とする。 

   ｄ．工事中、設計に起因する疑義が発生した場合は、管理技術者を派遣して対応する。 

   ｅ．有害物質（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ・ｱｽﾍﾞｽﾄ等）の分析調査資料（別紙資料参照）の結果に基づいて設

計に反映させ明示すること。 

 

 （２）適用基準等 

    本業務に国土交通省等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。 

   ａ．共通 

    ・官庁施設の基本的性能基準 

    ・官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準書式 

    ・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 

    ・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 

    ・木造計画・設計基準 

    ・木造計画・設計基準の資料 

    ・官庁施設の環境保全性基準 

    ・官庁施設の防犯に関する基準 

    ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

    ・建築設計業務等電子納品要領 

    ・公共建築工事積算基準 

    ・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 

    ・公共建築工事積算基準等資料 

    ・営繕工事積算チェックマニュアル 

    ・建築物解体工事共通仕様書 

 

   ｂ．建築 

    ・建築工事設計図書作成基準 

    ・建築工事設計図書作成基準の資料 

    ・敷地調査共通仕様書 

    ・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） 

    ・公共建築木造工事標準仕様書 

    ・建築設計基準 

    ・建築設計基準の資料 

    ・建築構造設計基準 

    ・建築構造設計基準の資料 

    ・建築工事標準詳細図 

    ・構内舗装・排水設計基準 

    ・構内舗装・排水設計基準の資料 

    ・表示・標識標準 

    ・擁壁設計標準図 

 

   ｃ．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） 



    ・公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 

    ・公共建築工事積算基準の解説（建築工事編） 

    ・建築積算のための仮設計画標準 

 

   ｄ．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） 

    ・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） 

    ・雨水利用・排水再利用設備計画基準 

    ・建築設備耐震設計・施工指針 

    ・建築設備設計計算書作成の手引     

 

   ｅ．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標準書式（設備工事編） 

    ・公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

    ・公共建築工事積算基準の解説（設備工事編） 

 

 （３）提出書類 

   ※業務実績情報の登録の要否 

    ・不要 

     受注者は、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、登録に先立ち、登録内容について、監督職員の承諾を受ける。また、業務完了検

査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録（調査職員の押印

済み）」を監督職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。 

     登録技術者は、契約書の規定により通知のあった者（管理技術者及び照査技術者）を

基本とし、担当主任技術者の登録を行う場合には「担当技術者について(届出)」を「担当

技術者経歴書」を添えて監督職員に提出の上、承認を得ること。 

 

 （４）業務計画書 

    業務計画書には、次の内容を記載する。 

  （ａ）管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去 10 年以内

に契約履行が完了した国土交通省･地方公共団体発注の業務実績及び手持ち業務の状況 

  （ｂ）各主任担当技術者（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統括する

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、実務経

験年数、過去 10 年以内に契約履行が完了した国土交通省･地方公共団体発注の業務実績

及び手持業務の状況 

  （ｃ）担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数 

 （ｄ）協力事務所（協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。

以下同じ。）の名称、代表者名、所在地、建築士事務所登録番号、分担業務分野、協力を

受ける理由及び具体的内容（協力事務所がある場合） 

     ただし、主たる分担業務分野（建築（総合）分野のうち、積算に関する業務を除く業

務）を再委託しないこと。 

 

  （ｅ）分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月

日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去 10 年以内に契約履行が完了した当該分

野における業務の実績、手持業務の状況（建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分



野がある場合） 

  （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）業務工程表(各技術者配置延べ要員数記載) 

   

（５）監督職員の権限内容 

   監督職員は、受注者に対する指示、承諾または協議、及び関連業務との調整、業務の進

捗状況の確認、契約図書の記載内容との照合その他契約の履行状況の調査を行う。また、

設計図書の変更、一時中止又は解除の必要があると認める場合における契約担当官等に対

する報告等を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。 

 

 （６）管理技術者の資格要件 

  業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者を適切に配置した体制とす

る。また、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により技術者の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。 

 

ａ.管理技術者 

  管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人の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（昭和 25年法律第 202号以下同じ。）第 2条第 2項に規定する一級建築士。 

 

 ｂ.照査技術者 

  本業務は照査技術者による照査を実施しない。 

 

（７）貸与資料等 

  （ａ）既存設計図書等 

    ・既存建築物設計図 

 

・市立宇和島病院看護師宿舎及び院内保育所改築工事 設計図 データ 

改築工事 ・ 建築 一式（35 枚） 無 

改築工事 ・ 構造 一式（44 枚） 無 

機械設備工事 一式（24 枚） 無 

電気設備工事 一式（24 枚） 無 

・さくら寮・さくら保育園排水改修工事（下水道切替工事）図面 一式 

※50 人槽浄化槽(当初設置) ： 配管切替、埋戻施工 
無 

 

  （ｂ）既存資料等 

    ・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調査資料 

    ・RIBC 標準単価データ（要借用申請書） 

 

  （ｃ）資料の貸与及び返却 

 

貸与資料 適用 

・上記各資料  

   

貸与場所（ 総務管理課 ） 貸与時期（ 業務着手時 ） 

  返却場所（ 総務管理課 ） 返却時期（ 業務完了時 ） 

 

 （８）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、監督職員に提出する。 

  （ａ）業務着手時 

  （ｂ）監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

  （ｃ）その他（基本設計図書提出時、実施設計図面提出時、実施積算資料提出時） 

※打合せには管理技術者が出席しなければならない。 



 

（９）成果物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、図面等の情報を適切に管理する。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。 

 

  成果物等とは、 

  １）Ⅱ３．に規定する成果物（未完成の成果物を含む） 

  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。 

① 発注者の承諾無く、成果物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。 

② 業務の履行のための協力者等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。 

③ 成果物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。 

④ 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。 

⑤ 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し、Ⅱ２．

(７)（ｃ）により発注者に返却する。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。 

⑥ 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。 

（ｂ）成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、

速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 

（ｃ）上記（ａ）及び（ｂ）の規定は、契約終了後も対象とする。 

（ｄ）上記（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の規定は、協力者等に対しても対象とする。 

 

（１０）その他、業務の履行に係る条件等 

  （ａ）各成果品提出時期 

・実施設計図面  （ 履行期限の  40 日前 ）    

・積算資料    （ 履行期限の  10 日前 ） 

※積算業務は実施設計図面を監督員に提出し確認及び修正後に着手すること。 

  （ｂ）成果物の提出場所 （ 総務管理課 ） 

  （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、市立宇和島病院及び宇和島市が行う事務並びに市立宇和島病院が認めた

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。 

（ｅ）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒

否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜

査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同



様とする。 

② ①により警察に通知又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。 

③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。 

④ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じ

る等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（ｆ）発注者及び関係各所、協力事務所等と協議した内容について、議事録を作成して提出

すること。 

  （ｇ）解体及び改修設計において、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調査を要する建材が確認された場合には

監督職員に報告すること。 

  （ｈ）当該設計により施工される工事等において設計に起因する不備等により設計変更や協

議等の必要が生じた場合、管理技術者を中心としてこれに対応すること。 

（設計図書間不整合、設計数量及び単価の誤謬・脱漏、あきらかな協議・調整不足等

による事項等） 

 

 ３．成果物、提出部数等 

 

 （1）実施設計 

成果物等 原図 白焼 

 

製本 

形態 

適用 

 

ａ．建築（総合）     

・建築（総合）設計図 各１部 （１）部  原図(ﾄﾚﾍﾟ)A2、白焼 A3 縮小版  

 建築物概要書  

 

 

 

 

既存図面の複写を可能とするが

図示記載以外の処分費に関係す

る部分及び解体特記仕様書は新

規で追加作図すること 

解体特記仕様書    

仕上表    

面積表及び求積図   

 

 

敷地案内図    

配置図    

平面図（各階）    造付家具・棚なども記入 

断面図    主要部を２面以上つくる 

垂直寸法関係を示す 

立面図（各面）    東，西，南，北の４面 

隠れた部分は別図で示す 

矩計図    

既存図面の複写を可能とするが

図示記載以外の処分費に関係す

る部分は新規で追加作図するこ

と 

展開図    

天井伏図（各階）    

平面詳細図    

部分詳細図（断面含む）    

建具表  

 

 

 

 

外構図    

総合仮設計画図    仮囲い・交通誘導員等解体工程

計画を含む 

     

ｂ．建築（構造）      

・建築（構造）設計図 各１部 （１）部  原図(ﾄﾚﾍﾟ)A2、白焼 A3 縮小版 

・

構

造

仕様書    既存図面の複写を可能とするが

図示記載以外の処分費に関係す

る部分は新規で追加作図するこ

伏図（各階）    

軸組図    



計

算

書 

部材断面表    と 

各部断面図    

標準詳細図    

各部詳細図    

     

 

 

成果物等 

 

原図 陽画焼 製本 

形態 

適用 

 

ｃ．電気設備     

・電気設備設計図 各１部 （１）部  原図(ﾄﾚﾍﾟ)A2、白焼 A3 縮小版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様書    

既存図面の複写を可能とするが

図示記載以外の処分費に関係す

る部分は新規で追加作図するこ

と 

配置図    

電灯設備図    

動力設備図    

構内情報通信網設備図    

構内電話設備図    

構内インターホン設備図    

拡声設備図    

テレビ受信設備図    

火災報知設備図    

構内配電線路図    

構内通信線路図    

     

 

 

成果物等 原図 陽画焼 製本 

形態 

適用 

ｄ．機械設備       

・空気調和設備設計図 各１部 （１）部  原図(ﾄﾚﾍﾟ)A2、白焼 A3 縮小版 

 仕様書    

既存図面の複写を可能とするが

図示記載以外の処分費に関係す

る部分は新規で追加作図するこ

と 

配置図    

空気調和設備図    

換気設備図    

・給排水衛生設備設計図 各１部 （１）部  

 仕様書    

配置図    

衛生器具設備図    

給水設備図    

排水設備図    

給湯設備図    

ガス設備図    

浄化槽設備図    

屋外設備図    

     

 

 

 

 

 



成果物等 原図 陽画焼 製本 

形態 

適用 

 

ｅ．建築積算     

・工事内訳書 各１部  A4 指示様式に金額・数量入 

・建築工事積算数量算出書 各１部  A4 積算部位図を含む 

・建築工事積算数量調書 各１部  A4  

・見積書等関係資料 各１部  A4 見積依頼資料、見積比較表

見積査定検討資料を含む 

・営繕工事積算ﾁｪｯｸﾏﾆｭｱﾙ 

 （建築工事編） 

各１部  A4 確認修正履歴を含む 

・単価資料 各１部  A4 刊行物比較表を含む 

ｆ．電気設備積算     

・工事内訳書 各１部  A4 指示様式に金額・数量入 

・電気設備工事積算数量算出書 各１部  A4 積算部位図を含む 

・電気設備工事積算数量調書 各１部  A4  

・見積書等関係資料 各１部  A4 見積依頼資料、見積比較表

見積査定検討資料を含む 

・営繕工事積算ﾁｪｯｸﾏﾆｭｱﾙ 

 （電気設備工事編） 

各１部  A4 確認修正履歴を含む 

・単価資料 各１部  A4 刊行物比較表を含む 

ｇ．機械設備積算     

・工事内訳書 各１部  A4 指示様式に金額・数量入 

・機械設備工事積算数量算出書 各１部  A4 積算部位図を含む 

・機械設備工事積算数量調書 各１部  A4  

・見積書等関係資料 各１部  A4 見積依頼資料、見積比較表

見積査定検討資料を含む 

・営繕工事積算ﾁｪｯｸﾏﾆｭｱﾙ 

 （機械設備工事編） 

各１部  A4 確認修正履歴を含む 

・単価資料 各１部  A4 刊行物比較表を含む 

     

 

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる。 

：積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システム RIBC2（（一財）建築コスト管理

システム研究所）「内訳書数量入力システム LITE」又は「内訳書作成システム」による。 

   ：設計図は、適宜、追加してもよい。 

   ：成果物は、監督職員の指示により製本とする。 

   ：「CD-R による提出」が特記された成果物等は電子納品の対象とし、電子納品に当たって

は、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(平成 24 年版)を参照す

る。なお、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（案）」、「建築設計業務等電子納品要領（案）」及び「建築ＣＡＤ図面作成要領（案）」に

よる。 

   ：CAD 図面データ形式は JWW 形式とし、これにより難い場合は監督職員との協議による。 

 

 

 

 


