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生駒駅前北口第二地区第一種市街地再開発事業に係る 

施設建築物の基本設計業務委託 特記仕様書 
 
 
１．委託件名   生駒駅前北口第二地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の基本設計業務 
 
２．委託期間   契約締結の翌日から平成 23 年 3 月 10 日まで 

（但し、事業計画（都市再開発法（昭和 44 年 6 月 3 日、法律第 38 号）第７条の

11 における事業計画をいう。以下同じ）認可申請に必要となる設計概要について

は平成 22 年 10 月 31 日までとする。） 
 
３．事業区域   奈良県生駒市北新町地内 

地区面積 約 0.8ha 
 
４．設計与条件 

（1）敷地の条件 
敷地面積：A 街区 約 5,600 ㎡ 
     B 街区 約 680 ㎡ 
用途地域：商業地域（A 街区、B 街区とも） 
防火地域：防火地域（A 街区、B 街区とも） 
地域地区：高度利用地区、高度地区（40m）、駐車場整備地区 

（2）施設の条件 
①A 街区 

用  途：共同住宅、店舗事務所、公益施設、駐車場等 
構  造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造 
延べ面積：約 21,500 ㎡ 

②B 街区 
用  途：共同住宅約、店舗、駐車場等 
構  造：鉄筋コンクリート造 
延べ面積：約 4,200 ㎡ 

（3）建設の条件 
①予定工事費 

A 街 区：3,660,000,000 円（消費税抜） 
B 街 区： 979,000,000 円（消費税抜） 
 

（注）上記設計与条件は、平成 22 年 8 月告示の都市計画内容に基づくものであり、業務中に変

更はあるものとする。 
 

 
５．業務仕様 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載されていない事項は、建築工事設計業務委

託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）による。 
 

1.管理技術者等の資格要件 
管理技術者の資格要件は次による。 
・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 
設備設計担当者の資格要件は次による。 
・建築設備士若しくは建築設備士に準ずる資格を有する者 
 

2.業務計画書 
業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書を作成する。 
(1)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 3 ヵ年程度の同種

又は類似業務の実績及び手持ち業務状況 
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(2)各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去

3 ヵ年程度の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務状況 
 

3.設計業務の内容 
(1)一般業務の範囲 

・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 
・給排水衛生設備基本設計に関する標準業務 
・空調換気設備基本設計に関する標準業務 
・昇降機等基本設計に関する標準業務 
・各標準業務において、各種補助制度等に関する積算（概算）を含む 

(2)追加業務の範囲 
・透視図作成等 

〔 種類（外観） 判の大きさ（A3) 枚数（3 面） 額の有無（有） 材質（任意）〕 
〔 種類（内観） 判の大きさ（―) 枚数（0 面） 額の有無（―） 材質（―）〕 

・簡易模型（敷地周辺状況と建物形状が確認できる程度。縮尺は 1/500 程度。） 
・概略工事工程表の作成 
・地元権利者等への説明、及び説明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 

(3)設計に必要な調査業務等 
・なし 
 

６．業務の実施 
(1)一般事項 

a. 基本設計業務は、準備組合でまとめた基本計画（設計与条件）、及び適用基準等に基づき

行う。 
(2)提出書類 
本業務の実施に当たっては、設計業務等委託契約書及び建築設計業務共通仕様書に記載の書類

を遅滞なく提出すること。 
(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、調査職員に提出する。 
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 

(4)適用基準等 
適用基準等は関係法令のほか、別表（一）のうち業務において必要となる各種基準による。 

(5)貸与資料等 
a. 設計図書等 
・与条件となる基本計画図 

b. 資料の貸与 
・ボーリングデータ 
・敷地測量図 

(6)その他、業務の履行に係る条件等 
a. 成果物の提出場所 生駒駅前北口第二地区市街地再開発準備組合 事務局 
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、当再開発事業の範囲に限り、必要書類の作成等に使用

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、写真の撮影をする場合は、次の事項を条件とすること。 
① 写真は、当再開発事業で行う事務並びに生駒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 次に揚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

の限りでない。） 
1）写真を公表すること。 
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2）写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 
 

７．成果物、提出部数等 
(1)基本設計 

成果物 原図 陽画焼 製本形態 適用 
（A1版以外は特記） 

a.建築（総合）     
・建築総合設計図 各１部 ３部  A3 二つ折製本 

計画説明書     
仕様概要表     
仕上表     
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）     
矩計図（主要部詳細図）     

・工事費概算書 各１部    
・仮設計画概要書 各１部    

b.建築（構造）     
・建築（構造）基本設計図書 各１部    

構造計画説明書     
構造仕様概要書     

・工事費概算書 各１部    
c.電気設備     
・電気設備基本設計図書 各１部    

電気設備計画説明書     
電気設備設計概要書     

・工事費概算書 各１部    
d.給排水衛生設備     
・給排水衛生設備基本設計図書 各１部    

給排水衛生設備計画説明書     
給排水衛生設備設計概要書     

・工事費概算書 各１部    
e.空調換気設備     
・空調換気設備基本設計図書 各１部    

空調換気設備計画説明書     
空調換気設備設計概要書     

・工事費概算書 各１部    
f.昇降機等     
・昇降機等基本設計図書 各１部    

昇降機等計画説明書     
昇降機等設計概要書     

・工事費概算書 各１部    
g.その他     
・透視図 各１部    
・簡易模型 一式    
・設計説明書 各１部    
・事業計画認可申請に必要となる設計 各１部    
概要     

h.資料     
・各種技術資料 一式    
・各記録書 一式    



4 

（注） ：建築（構造）の成果物は、建築（総合）基本設計の成果物の中に含めることができる。 
：電気設備・給排水衛生設備・空調換気設備及び昇降機等の成果物は、建築（総合）基本設

計の成果物の中に含めることができる。 
：建築（総合）の設計図は、適宜、追加してもよい。 
：成果物は、調査職員の指示により、製本とする。 
：電子データ等の提出については、「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。 
 
 
 
 
 
 (2)その他の成果物 

成果物 原図 陽画焼 製本形態 適用 
（A1版以外は特記） 

a.共通事項     
・関係法令チェックリスト 各１部    
・打合せ記録 各１部  紙ﾌｧｲﾙ綴  
・設計図面の CAD データ（DWG、DXF） 各１部   CD-R 等にて提出 
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別表（一） 
 
（一般建築用） 

適用基準 （建築） (1) 建築工事設計図書作成基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(2) 敷地調査共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(3) 建築工事標準仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(4) 建築改修工事標準仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(5) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計法―（日本建築学会） 
(6) プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説（日本建築学会） 
(7) 鋼構造限界状態設計指針・同解説（日本建築学会） 
(8) 壁式構造関係設計規準集・同解説 －メーソンリー偏―（日本建築学会） 
(9) 壁式構造関係設計規準集・同解説 －壁式鉄筋コンクリート造偏―（日本建築学会） 
(10) コンクリート充填鋼管構造設計施工指針（日本建築学会） 
(11) 鋼構造座屈設計指針（日本建築学会） 
(12) 鋼構造設計ガイドブック No.2 トラスを用いた体育館建築（日本建築学会） 
(13) 容器構造設計指針・同解説（日本建築学会） 
(14) 木造建築耐風設計の考え方（日本建築学会） 
(15) 木質構造設計ノート 
(16) 木質構造設計規準・同解説（日本建築学会） 
(17) プレストレストコンクリート（PC）合成床板設計施工指針・同解説（日本建築学会） 
(18) 建築物荷重設計指針・同解説（日本建築学会） 
(19) 開閉式屋根構造設計指針・同解説および設計資料集（日本建築学会） 
(20) 高強度人工軽量骨材コンクリートを用いた建築物の設計と施工（日本建築学会） 
(21) 建築地盤アンカー設計施工指針・同解説（日本建築学会） 
(22) 鋼管構造設計施工指針・同解説（日本建築学会） 
(23) 鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説（日本建築学会） 
(24) 建築基礎構造設計指針（日本建築学会） 
(25) 山留め設計施工指針（日本建築学会） 
(26) プレキャスト鉄筋コンクリート構造の設計と施工（日本建築学会） 
(27) 各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会） 
(28) 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造設計規準・同解説（日本建築学会） 
(29) 塔状鋼構造設計指針・同解説（日本建築学会） 
(30) 鋼管コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会） 
(31) 鋼構造設計規準（日本建築学会） 
(32) 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説（日本建築学会） 
(33) 鉄骨設計標準図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(34) 建築工事標準詳細図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(35) 構内舗装・排水設計規準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

 （設備） (36) 建築設備設計規準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(37) 建築設備設計図書作成基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(38) 電気設備工事標準仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(39) 電気設備工事標準図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(40) 機械設備工事標準仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(41) 機械設備工事標準図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(42) 排水再利用・雨水利用システム設計規準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(43) 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(44) 建築設備設計計算書作成の手引（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

 （積算） (45) 国土交通省建築工事積算基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(46) 建築数量積算基準・同解説（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(47) 建築設備数量積算基準・同解説（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(48) 建築工事内訳書標準書式（国土交通大臣官房官庁営繕部（生駒市の書式）） 
(49) 建築工事内訳書作成要領（建築工事偏）（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
(50) 建築設備内訳書作成要領（設備工事偏）（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

  （その他） 
 


