
1 

 

気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務特記仕様書（参考） 

 

第１章 業務概要 

１ 業務名称 

   気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務 

 

２ 計画施設概要 

敷地の場所・面積 旧気仙沼市立病院跡地（気仙沼市田中184番地） 

総敷地面積：26,586㎡ 想定計画面積22,000㎡ 

施設の延べ面積  9,000～10,000㎡想定 

施設用途  庁舎（国土交通省告示第98号別添二第四号第２類） 

 

詳細は，気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務に係る公募型プロポーザル実施要領，気仙沼市新庁

舎建設基本構想（令和2年3月策定），気仙沼市新庁舎建設基本計画（令和3年7月策定）による。 

 

 

第２章 業務仕様 

 本仕様書は「気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務」（以下「本業務」という。）に適用する。 

業務の遂行にあたっては，その目的・主旨を十分に把握した上で，本仕様書及び設計図書に示す内容を確

認し，適正な体制及び工程を構築する。また，発注者のほか管理者等の関係機関と十分に協議・調整を行

い，円滑な業務の遂行を図るものとする。 

 

１ 技術者の配置 

 プロポーザルで選任された者とする。 

 

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し，調査職員に提出する。なお，プロポーザル方式

により本業務を受注した場合には，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。 

（１）業務概要 

第１章に掲げる業務概要 

（２）業務工程表 

（３）業務体制表 

（４）管理技術者の経歴等 

管理技術者の氏名，役職，保有資格，実務経験年数，過去１０年以内の同種又は類似業務の実績 

 

 

第３章 建築工事設計業務の概要 

１ 一般業務 

（１）基本設計・実施設計 

ア 業務内容 

 一般業務の内容は，平成31年1月21日に告示第98号（以下「告示」という。）別添一第1項に掲げるも

のとする。ただし，別紙1及び別紙2に示す業務を除く。なお，別紙1及び別紙2は対象外業務の要素を適用

する。 

 

■ 建築（総合） 

■ 建築（構造） 

■ 電気設備 

■ 機械設備（給排水衛生，空調換気） 

■ 昇降機 

■その他（外構等） 
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２ 追加業務 

■建築積算業務（積算業務とは，積算数量算出書の作成，単価作成資料の作成，見積徴収，見積検討資  

料の作成をいう。以下，同じ。） 

■電気設備積算業務 

■給排水衛生設備積算業務 

■空気調和換気設備積算業務 

■昇降機設備積算業務 

■確認申請に関する手続き 

■電波障害調査及び日影図作成 

■建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に関する手続き 

■防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き 

■福祉のまちづくり条例届出手続き 

■高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する申請手続き 

■免震評定申請手続き 

■CASBEE評価認証への申請手続き 

■オフィス環境計画（基本設計時：発注支援，レイアウトプラン，調査取りまとめ，設計図反映等） 

（実施設計時：レイアウトプラン，調査とりまとめ，設計図反映等） 

■サイン動線の方針及び計画作成 

（基本設計時：屋内外を含めた施設全体の配置・誘導計画，ライティングを含めた，わかりやすくデザイン性

の高い表示方法等に配慮すること） 

■災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能，機能，設備等を有する公共施設の設計等における

特別な検討及び資料の作成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討，特殊な設備機器を有

する室の設計に係る特別な検討等） 

■模擬地震波作成 

・サイト波２波 

・告示波３波 

■BCP検討書作成 

■LCC検討書作成 

■ZEBの調査・分析・検討 

■概略工事工程表の作成 

■３Ｄデジタル画像作成（３Ｄモデルによる景観検証（３案程度），敷地外周および代表的な内部空

間のウォークスルー動画作成，ＶＲの作成（外観および代表的な内部空間），パースの作成（鳥瞰

１カット，外観２カット，内観３カット程度（３Ｄデジタル画像を利用し加工も可），景観形成連

絡会議の資料作成含む） 

■模型製作 （1/200，範囲は，敷地形状と隣接地がわかる程度の範囲とする） 

■ワークショップ開催・支援・出席，パブリックコメントの開催 ３回程度 

  

   ※本庁舎敷地外構・駐車場等設計は造成設計に含む 
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３ 業務の実施 

（１）一般事項 

ア 基本設計業務は，提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 

イ 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等に基づき行う。 

ウ 積算業務は，調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

（２）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こと。 

ア 業務着手時 

イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時 

ウ成果品納品時  

エその他（       ） 

（３）適用基準等 

適用基準は関係法令のほか，以下の基準等によるもの（最新版）とし，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とする。 

ア 共 通 

 ■官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準） 

 ■官庁施設の環境保全性基準（統一基準） 

イ 建築 

■ 官庁施設の総合耐震計画基準 

■ 建築設計基準及び同解説 

■ 敷地調査共通仕様書 

■ 構内舗装・排水設計基準 

■ 建築工事標準詳細図 

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

■建築物解体工事共通仕様書・同解説 

■ 建築構造設計基準 

■ 建築鉄骨設計基準及び同解説 

■ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 

■ 鋼構造設計基準 

■ 建築基礎構造設計指針 

ウ 建築積算 

■公共建築工事積算基準 

■公共建築工事標準単価積算基準 

■公共建築数量積算基準 

■公共建築工事共通費積算基準 

■建築工事内訳書標準書式・同解説 

■公共建築工事見積書標準書式[建築工事編]  

■建築工事内訳書作成要領[建築工事編]  

エ 設備 

■ 官庁施設の総合耐震計画基準 

■ 建築設備計画基準 

■ 建築設備設計基準 

■ 建築設備設計計算書作成の手引 

■ 公共建築工事標準仕様書[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[電気設備工事編] 

■ 公共建築設備工事標準図[機械設備工事編] 

■ 排水再利用・雨水利用システム設計基準・同解説 

■ 建築設備工事設計図書作成基準 

■ 建築設備耐震設計・施工指針 

オ 設備積算 

■公共建築工事積算基準 

■公共建築工事標準単価積算基準 

■公共建築設備数量積算基準 

■公共建築工事共通費積算基準 
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■公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）・同解説 

■公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

■建築工事内訳書作成要領（設備工事編） 
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４ 成果品 

  本業務において想定される成果品は次のとおりとする。なお，調査職員との十分な協議の上，提出するも

のとする。 

 

【想定される成果品一覧】 

（１） 基本設計 

設計の種類 成果物 

一
般
業
務 

■建築（総合） ■ 計画説明書 

 ■ 仕様概要書 

 ■ 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 

 ■工事費概算書 

■ 建築（構造） ■ 構造計画説明書 

■ 構造設計概要書 

■工事費概算書 

■ 電気設備 ■ 電気設備計画説明書 

■ 電気設備設計概要書 

■ 工事費概算書 

■ 各種技術資料 

■ 給排水衛生設備 ■ 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 

■ 各種技術資料 

■ 空調換気設備 ■ 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 

■ 各種技術資料 

■ 昇降機等 ■ 昇降機等計画説明書 

■ 昇降機等設計概要書 

■ 工事費概算書 

■ 各種技術資料 

追
加
業
務 

■透視図 

■日影図 

■模型 

■３Ｄデジタル画像作成 

■電波障害調査報告書 

 ■オフィス環境計画書■その他 
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（２） 実施設計 

設計の種類 成果物 

一
般
業
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■建築（総合） ■建築物概要書 

 ■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） 

 ■断面図 

 ■立面図（各階） 

 ■矩計図 

 ■展開図 

 ■天井伏図（各階） 

 ■平面詳細図 

 ■部分詳細図 

 ■建具表 

 ■工事費概算書 

 ■各種計算書 

 ■その他確認申請に必要な図書 

■建築（構造） ■仕様書 

 ■構造基準図 

 ■伏図（各階） 

 ■軸組図 

 ■部材断面表 

 ■部材詳細図 

 ■構造計算書 

 ■工事費概算書 

 ■その他確認申請に必要な図書 

■電気設備 ■仕様書 

 ■敷地案内図 

 ■配置図 

 ■受変電設備図 

 ■非常電源設備図 

 ■幹線系統図 

 ■電灯，コンセント設備平面図（各階） 

 ■動力設備平面図（各階） 

 ■通信・情報設備系統図 

 ■通信・情報設備平面図（各階） 

 ■火災報知等設備系統図 

 ■火災報知等設備平面図（各階） 

 ■屋外設備図 

 ■工事費概算書 

 ■各種計算書 

 ■その他確認申請に必要な図書 
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■給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仕様書 

■敷地案内図 

■配置図 

■給排水衛生設備配管系統図 

■給排水衛生設備配管平面図（各階） 

■消火設備系統図 

■消火設備平面図（各階） 

■排水処理設備図 

■その他設置設備設計図 

■部分詳細図 

■屋外設備図 

■工事費概算書 

■各種計算書 

■その他確認申請に必要な図書 

■空調換気設備 ■仕様書 

■敷地案内図 

■配置図 

■空調設備系統図 

■空調設備平面図（各階） 

■換気設備系統図 

■換気設備平面図（各階） 

■その他設置設備設計図 

■部分詳細図 

■屋外設備図 

■工事費概算書 

■各種計算書 

■その他確認申請に必要な図書 

■昇降機等 ■仕様書 

■敷地案内図 

■配置図 

■昇降機等平面図 

■昇降機等断面図 

■部分詳細図 

■工事費概算書 

■各種計算書 

■その他確認申請に必要な図書 

追
加
業
務 

■透視図 

■日影図 

■模型 

■３Ｄデジタル画像作成 

■積算数量算出書 

■単価作成資料 

■見積比較検討資料 

（見積徴収） 

■省エネルギー関係計算書 

■概略工事工程表 

■CASBEE 評価書 

■BCP検討書 

■LCC検討書 

■ZEB検討書 

■その他 
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５ 提出部数等 

（１）基本設計 

成果物の名称 規格 部数 摘要 

■ 計画説明書 

■ 設計概要書 等 

■ A3 判製本 

■ A3 判二つ折り製本 

５部 

５部 

電子データ含む 

■

設
計
図
面 

■ 配置図 

■ 平面図（各階） 

■ 断面図 

■ 立面図 

■その他 

■ 原図 一式 CAD データ含む

A2 判又は A3 判 

■ 陽画焼き ５部  

■

そ
の
他 

■ 透視図 ■ 外観 A3 判程度 １面 電子データ含む 

■日影図 

■３Ｄデジタル画像 

■電波障害報告書 

■オフィス環境計画書 

 

 A4判 ３部 電子データ含む 

■ 模型 ■ スタディ模型程度 一式 アクリルケース付 

注）CAD ﾃﾞｰﾀの保存形式は原則JWW・DWGとし，レイヤ構成等については，業務着手時に調査職員と協議

すること。 

（２）実施設計 

成果物の名称 規格 部数 摘要 

設
計
図
書
（
共
通
） 

■設計原図 つや消し A1 判又は A2 判 １部 工事名記入，図 

面ファイル 

■縮小第２原図 つや消し A3 判 １部  

■陽画焼製本 A1 判又は A2 判二つ折り ３部  

■ 〃 縮小版（A3 判二つ折り） ３部  

■ 〃 バラ  ２部 工事発注単位毎 

■ 〃 A4 折り ファイルとじ ５部 工事発注単位毎 

■設計図 CAD データ  JWW・DWG 一式 保全用 

■設計図 PDF データ 400dpi 程度 

420×297mm(A3 ｻｲｽﾞ)以上 

一式 保全用 

(検印が押してあるもの) 

計
算
書
等 

■各種計算書 

 

 

 ２部  

積
算
関
係
資
料 

■工事費内訳書  ７部 工事発注単位毎 

■EXCEL データファイル ＣＤ－Ｒ等 一式  

■数量計算書  ２部  

■見積書及び検討資料  ２部 ３者以上徴収 

■見積価格一覧表  ２部  

■採用単価根拠  ２部  

そ
の
他 

■透視図 ■外観 A3 判程度 １面 電子データ含む 

■日影図 

■３Ｄデジタル画像作成 

■省エネルギー関係計算書 

■概算工事工程表 

■CASBEE評価書 

■BCP検討書 

■LCC検討書 

■ZEB検討書 

 A4判 

 

 

 

 

３部 電子データ含む 

■模型 ■スタディ模型程度 一式 アクリルケース付 

注）１．積算資料のファイルは，インデックス等により見開きしやすいようにすること。 
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２．CADデータの保存形式原則JWW・DWGとし，レイヤ構成等については，業務着手時に調査職

員と協議すること。 

３．設計図書は白コピーでも可とする。 

 

（３） その他の成果物 

■ 打合せ記録簿 １部 

■電子納品ＣＤ １部 

■入札・契約用図面（バラ又はＰＤＦデータ） 

※規格，数量については調査職員等の指示による。 

 

 

 

 

第４章 造成設計業務の概要 

１ 造成設計等業務 

敷地造成に係る基本設計及び実施設計等を行うものとする。また，関係法令にもとづく各種手続きにつ

いて，発注者の支援を行う。設計に際しては既往の測量，地質調査・解析等資料のほか，下記の「２測量

業務」及び「３地質調査・解析業務」に基づき行うものとする。 

なお，設計にあたり雨水流量の増加がないように，緑地面積等が変わらない土地利用に配慮すること，

また，必要に応じて，駐車場についてヘリコプターの離発着が可能なスペースの設置検討を行うものとす

る。（１）業務の内容 

ア 宅地造成設計業務（A＝２．２ha） 

（ア)整地基本設計 

①粗造成計画      ②防災・自然保護    ③法面擁壁計画 

④標準構造物      ⑤土量計画       ⑥土量移動計画 

⑦工事費概算       

⑧インフラ整備検討（排水区域の計画，処理方式の検討，上水道施設計画，電気ガス供給施設計画等） 

⑨概算数量計算（給排水施設） ⑩工事費概算（上下水道）⑪負担額概算（電気ガス通信） 

（イ)整地実施設計 

①宅地計画高検討決定  ②造成断面       ③土工量計算 

④運土計画       ⑤数量計算 

イ 一般構造物（擁壁）設計業務（N=６箇所） 

（ア)擁壁予備設計 

①設計計画       ②設計条件の確認    ③比較形式選定 

④概略設計計算     ⑤基礎工検討      ⑥概略設計図    

⑦協議資料の作成    ⑧概算工事費算出    ⑨比較一覧表作成     

⑨照査         ⑩報告書作成 

（イ)逆Ｔ式擁壁詳細設計 

①設計計画       ②設計条件の確認    ③設計計算 

④設計図        ⑤数量計算       ⑥照査 

⑦報告書作成 

ウ 道路設計業務 

（ア)道路詳細設計（Ａ）（場内道路 L=１７０m） 

①設計計画及び施工計画 ②現地踏査       ③平面縦断設計 

④横断設計       ⑤道路付帯構造物･小構造物設計 

⑥仮設構造物・用排水設計⑦設計図        ⑧数量計算 

⑨照査         ⑩報告書作成 

（イ)道路詳細設計（Ｂ）（周辺道路 L=２９０m） 

①設計計画及び施工計画 ②現地踏査       ③平面縦断設計      

④横断設計       ⑤道路付帯構造物･小構造物設計 

⑥仮設構造物・用排水設計⑦設計図        ⑧数量計算 

⑨照査         ⑩報告書作成 

（ウ)交差点詳細設計（N=１箇所） 

①設計計画       ②現地踏査       ③平面縦断設計 
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④横断設計       ⑤交差点容量・路面標示 ⑥小構造物設計 

⑦用排水設計      ⑧設計図        ⑨関係機関との協議資料作成 

⑩数量計算       ⑪照査         ⑫報告書作成 

（エ)駐車場詳細設計（L=１００m） 

①設計計画       ②現地踏査       ③平面縦断設計 

④横断設計       ⑤小構造物設計     ⑥数量計算 

⑦照査 

エ 外構詳細設計業務（A＝５，９３０㎡） 

①与条件の確認及び調査 ②実施設計の検討     ③実施設計図の作成  

④数量計算        ⑤概算工事費の算出   ⑥実施設計説明書の作成 

⑦照査 

オ 雨水排水設計業務（N=１箇所） 

（ア)開削工法（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ･開きょ）詳細設計 

①資料収集       ②現地踏査       ③現地作業 

④設計計画        ⑤各種計算        ⑥設計図作成 

⑦数量計算       ⑧照査 

オ 既存擁壁の利活用及び撤去設計（A＝２．２ha） 

（ア)既存擁壁の利活用及び撤去設計 

①既存施設の現況把握  ②撤去等方針の設定 ③撤去関係図の作成 ④撤去等数量計算 

  カ 数量計算書，工事費明細書及び工事仕様書の作成（A＝２．２ha） 

    (ア) 数量計算書 

①各設計の数量計算の集計書 ②総工事数量明細書作成 

    (イ) 工事費明細書 

①工事費単価表作成     ②総工事費明細書 

    (ウ) 工事仕様書 

①各設計の仕様書作成    ②特記仕様書作成      ③工程管理基準作成 

  キ 開発許可等申請業務 

事業上必要となる開発許可等の申請手続きに必要な資料の作成を行う。 

なお，想定される申請手続きは下記を基本としている。 

(ア)都市計画法29条申請 

(イ)都市計画法37条申請 

(ウ)道路法95条の2申請 

(エ)道路法24条申請 

ク 打合せ 

  業務の主要な区切りにおいて，監督員と打合せ・協議を行う。 

なお，業務着手時，成果品納入時には管理技術者が出席する。 

①業務着手時    ②中間時  ③成果品納入時 

ケ 関係機関打合せ協議 

  当該業務の履行に際し想定される下記の関係機関との協議を行う。 

①宮城県警察      ②宮城県建築宅地課（開発防災班） 

③気仙沼市警察     ④気仙沼市土木課・下水道課   ⑤東北電力・NTT・ケーブルテレビ 

 

（２）適用基準等 

設計業務の実施にあたっては，本仕様書によるほか，下記に示す「共通仕様書（建設関連業務）[設

計業務] 」（宮城県土木部）等の関係基準及び関連する関係諸法令等（最新版）に基づくものとす

る。 

・共通仕様書（建設関連業務［設計業務］（宮城県土木部） 

・宮城県都市計画法開発許可制度便覧（宮城県土木部） 

・宮城県建築基準条例（宮城県土木部） 

・宮城県土木設計マニュアル（宮城県土木部） 

・気仙沼市市道の構造の技術的基準等を定める条例 

・気仙沼市市道認定要綱 

・気仙沼市開発事業指導要綱 

・国土交通省土木構造物設計マニュアル(案) （国土交通省） 

・宅地防災マニュアル（国土交通省） 
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・道路土工要綱（日本道路協会） 

・道路土工－施工指針（日本道路協会） 

・道路土工－カルバート工指針（日本道路協会） 

・道路土工－切土・斜面安定工指針（日本道路協会） 

・道路土工－盛土工指針（日本道路協会） 

・道路土工－軟弱地盤対策工指針（日本道路協会） 

・舗装設計施工指針（日本道路協会） 

・道路構造令の運用と解説（日本道路協会） 

・水道施設設計指針2012（日本水道協会） 

・下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

・駐車場設計・施工指針 同解説（日本道路協会） 

・構内舗装・排水設計基準及び参考資料（公共建築協会） 

・土木設計業務等の電子納品要領（案）（日本建設情報総合センター） 

 

 

２ 測量業務 

本業務は，前項「設計業務」に資することを目的に，既往の測量成果を補足するために，路線部におけ

る現地測量及び路線測量を行うとともに，施工地区の土地及び境界等について調査し，用地取得等に必要

な資料及び図面を作成するものである。なお，実施にあたっては，後続する調査・設計及び協議等を予定

どおりに遂行できるような作業体制を確立し，適正な工程管理のもと確実に実施するものとする。 

（１）業務の内容 

ア 現地測量（施工地区および外辺付近地 A＝２．６ha） 

施行地区内及び外辺付近地の地形，地物，土地利用状況等を測定図示し，事業の実施に必要な統

合現況図データを作成する。 

（ア）作業計画 

（イ)現地測量 

イ 路線測量（路線部 L＝２９０mおよび施工地区 L＝１５０ｍ） 

路線部について，工事設計の基準となる縦断面図及び横断面図データファイルを作成する。また

施工地区内造成設計の基準となる縦断面図及び横断面図データファイルを作成する。 

（ア)作業計画 

（イ)現地踏査 

（ウ)線形決定-条件点の観測 

（エ)線形決定 

（オ)ＩＰ設置 

（カ)中心線測量 

（キ)仮ＢＭ設置測量 

（ク)縦断測量 

（ケ)横断測量 

ウ 分筆資料作成（用地測量 A＝０．１ha） 

区域外住宅への接道確保を行うにあたり，道路拡幅用地を分割するための用地測量及び開発区域を特

定するための用地測量を行い，分筆登記申請に必要な図面等の資料を作成する。 

（ア)作業計画 

（イ)公図等の転写 

（ウ)地積測量図転写 

（エ)土地の登記記録調査 

（オ)権利者確認調査（当初） 

（カ)公図等転写連続図作成 

（キ)復元測量 

（ク)境界確認 

（ケ)土地境界確認書作成 

（コ)補助基準点の設置 

（サ)境界測量 

（シ)用地境界仮杭設置 

（ス)用地境界杭設置 

（セ)境界点間測量 
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（ソ)面積計算 

（タ)用地実測図原図作成 

（チ)用地平面図作成 

（ツ)土地調書作成 

 

 

エ 打合せ 

業務の主要な区切りにおいて，監督員と打合せ・協議を行う。 

①中間時 

 

（２）適用基準等 

測量業務の実施にあたっては，本特記仕様書によるほか，下記に示す「共通仕様書（建設関連業務）

[測量業務] 」（宮城県土木部）等の関係基準及び関連する関係諸法令等（最新版）に基づくものとす

る。 

・共通仕様書（建設関連業務［測量業務］（宮城県土木部） 

・公共測量作業規程（国土交通省） 

 

３ 地質調査・解析業務 

本業務は，設計業務に資することを目的に，既往の調査成果を補足するために，施工地区内の縁辺部を

中心に調査及び解析等を行うものである。なお，実施の時期及び調査位置の決定にあたっては，発注者及

び各管理者等の要求事項に十分対応することとする。 

（１）業務の内容 

ア ボーリング（調査箇所数N=4箇所） 

（ア)土質ボーリング（L=18ｍ：φ66mm，粘性土・シルト） 

（イ)岩盤ボーリング（L=21ｍ：φ66mm，軟岩） 

（ウ)土質ボーリング（L= 8ｍ：φ86mm，粘性土・シルト）※サンプリング用 

イ サンプリング（調査箇所数N=3箇所） 

（ア)シンウォールサンプリング（粘性土） 

ウ 原位置試験 

（ア)標準貫入試験（N=18回：粘性土・シルト） 

（イ)標準貫入試験（N=21回：軟岩） 

エ 解析等（地質調査N=1業務） 

（ア)資料整理とりまとめ 

（イ)断面図等の作成 

オ 室内試験 

（ア)土粒子の密度試験（N=3試料） 

（イ)土の含水比試験（N=3試料） 

（ウ)土の粒度試験（N=3試料：沈降分析 ふるい分け含む） 

（エ)土の液性限界試験（N=3試料） 

（オ)土の塑性限界試験（N=3試料） 

（カ)土の湿潤密度試験（N=3試料：Ａ法（寸法測定法）） 

（キ)土の圧密試験（N=3試料：段階裁荷） 

（ク)突固めによる土の締固め試験（N=1試料：モールド径10㎝ ランマー2.5㎏） 

（ケ)締固めた土のコーン指数試験（N=1試料） 

（コ)三軸圧縮試験 ＣＤ試験（N=1試料：圧密排水試験） 

カ 打合せ 

 業務の主要な区切りにおいて，調査職員と打合せ・協議を行う。 

①中間時 

キ 地質解析等（N=1業務） 

（ア)既存資料の収集・現地調査 

（イ)資料整理とりまとめ 

（ウ)断面図等の作成 

（エ)総合解析とりまとめ 

（オ)軟弱地盤技術解析（解析計画N=1業務） 
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（カ)軟弱地盤技術解析（現況/地盤破壊/円弧すべり 断面数N=1断面） 

（キ)打合せ協議（N=中間のみ1回） 

 

（２）適用基準等 

地質調査・解析業務の実施にあたっては，本特記仕様書によるほか，下記に示す「共通仕様書（建設

関連業務）[地質・土質調査業務] 」（宮城県土木部）等の関係基準及び関連する関係諸法令等（最新

版）に基づくものとする。 

・共通仕様書（建設関連業務［地質・土質調査業務］（宮城県土木部） 

・地盤調査法（地盤工学会） 

・道路土工－土質調査指針（日本道路協会） 
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４ 成果品 

  本業務において想定される成果品は次のとおりとする。なお，調査職員との十分な協議の上，提出する

ものとする。 

【想定される成果品一覧】 

（１）造成設計等 

・報告書（Ａ４版/ファイル製本） _________________________________________ 2部 

・原稿，原図等（詳細は下記一覧） ________________________________________ 1式 

・縮小版（Ａ３版：詳細は下記一覧） ______________________________________ 2部 

・電子データ（ＣＤ-Ｒ） _________________________________________________ 2部 

・その他監督員が指示するもの ____________________________________________ 1式 

設計種別 設計項目 成果品項目 縮尺 摘要 

共通 共通 

位置図 1：5,000  

開発区域図 1：2,000  

現況図 1：500  

数量計算書 －  

積算根拠資料 －  

宅地造成設計 

整地基本設計 

土地利用計画図 1：500  

造成計画平面図 1：500  

造成計画断面図 1：250  

土量計算図 1：500  

運土計画図 1：500  

開発区域求積図 1：500  

敷地面積求積図 1：500  

法面計画平面図 1：500  

防災計画平面図 1：500  

防災施設構造図 1：30  

給排水施設構造図 図示  

撤去工平面図 1：500  

撤去工構造図 図示  

整地実施設計 

土地利用計画図 1：500  

造成計画平面図 1：500  

造成計画断面図 1：250  

土量計算図 1：500  

運土計画図 1：500  

開発区域求積図 1：500  

敷地面積求積図 1：500  

法面計画平面図 1：500  

防災計画平面図 1：500  

防災施設構造図 1：30  

給排水施設構造図 図示  

撤去工平面図 1：500  

撤去工構造図 図示  

一般構造物 

（擁壁）設計 

擁壁予備設計 
擁壁計画平面図 1：500～/1,000  

擁壁標準構造図 1：10～1：50  

逆Ｔ式擁壁 

詳細設計 

擁壁計画平面図 1：100～/500  

擁壁割付図 1：20～1：100  

擁壁構造図 1：10～1：50  

道路設計 

道路詳細設計 

(Ａ)・(Ｂ) 

交差点詳細設計 

平面設計 

・路線図 

・平面図 

 

1：2,500 

1：500～1：1,000 

 

市販地図等 

着色 

縦断設計 

・縦断図 

V＝1：100～1：200 

H＝1：500～1：1,000 

 

横断設計   
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・標準横断図 

・横断図 

・土積図 

1：100～1：200 

1：100～1：200 

適宣 

小構造物設計 

・詳細図 

 

適宣 

 

用排水設計 

・用排水系統図 

・詳細図 

・流量計算書 

 

1/500 又は 1/1,000 

適宣 

－ 

 

 

 

 

舗装計画平面図 1：500  

交通安全計画平面図 1：500  

交通安全計画構造図 1：20  

駐車場詳細設計 

平面設計 

・全体平面図 

・造成計画平面図 

1：500 

 

縦断設計 

・縦断図 

 

H＝1：500 

 

横断設計 

・横断図 

・土積図 

 

1：100～1：200 

適宣 

 

小構造物設計 

・各種平面図 

・詳細図 

1：500 

適宣 

 

舗装計画平面図 1：500  

外構設計 外構詳細設計 

全体計画平面図 1：500  

造成計画図 1：500  

施設計画図 1：500  

植栽計画図 1：500  

各種詳細図 適宜  

雨水排水設計 開削工法 

雨水排水計画平面図 1：500  

雨水排水施設構造図 図示  

雨水排水施設詳細図 1：100  

撤去現況及び数

量計算 

撤去現況及び数量

計算 

既存施設の現況図 
1：500 

 

 

 

 

（２）測量業務 

・報告書（Ａ４版/ファイル製本）（詳細は下記一覧） _______________________ 2部 

・原稿，原図等（詳細は下記一覧） ________________________________________ 1式 

・縮小版（Ａ３版：詳細は下記一覧） ______________________________________ 2部 

・電子データ（ＣＤ-Ｒ） _________________________________________________ 2部 

・その他監督員が指示するもの ____________________________________________ 1式 

測量種別 測量項目 成果品項目 縮尺 摘要 

共通 共通 

業務概要 －  

成果検定証明書 －  

測量機器検定証明書 －  

現地測量 

（路線部） 

現地測量 

（路線部） 

現地測量点検図 1：500  

精度管理表 －  

路線測量 中心線測量 

線形平面図 1：500  

中心線座標計算書 －  

精度管理表 －  

中心線写真 －  
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仮ＢＭ設置測量 

路線図 1：500  

既知点成果表 －  

成果表 －  

計算書 －  

観測手簿 －  

精度管理表 －  

仮ＢＭ点写真 －  

縦断測量 

縦断図 V=1：100，H=1:500  

成果表 －  

計算書 －  

観測手簿 －  

精度管理表 －  

横断測量 

横断図 1：100  

観測手簿 －  

精度管理表 －  

分筆資料作成

（用地測量） 

資料調査 

公図等の転写 －  

土地の登記簿調査 －  

権利者調査一覧表 －  

公図等転写連続図 1：500  

復元測量 
復元測量箇所図 －  

復元点計算書 －  

境界確認 
境界立会計画図 1：500  

境界立会写真 －  

境界測量 

国土調査地籍図 －  

国土調査面積計算書 －  

用地境界杭設置写真 －  

土地境界確認書作成 土地境界確認書 －  

補助基準点の設置 

観測手簿 －  

計算書 －  

境界点成果表 －  

境界点間測量 境界点間精度管理表 －  

面積計算 面積計算書 －  

用地実測図原図作成 用地実測図原図 1：500  

用地平面図作成 用地平面図 1：500  

土地調書作成 土地調書 －  

 

（３）地質調査・解析業務 

・報告書（Ａ４版/ファイル製本）（詳細は下記一覧） _______________________ 2部 

・電子データ（ＣＤ-Ｒ） _________________________________________________ 2部 

・その他監督員が指示するもの ____________________________________________ 1式 

成果種別 成果品項目 縮尺 摘要 

報告書 

調査概要 －  

調査方法   

地形・地質概要   

調査結果   

考察 －  

参考資料（各層の N値）   

機械ボーリング柱状図 －  

コア写真集   

現場作業写真集 －  

図表 

調査地案内図 1：25,000  

調査数量表 －  

ボーリング装置の全体図   
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試錐機等の要目 －  

標準貫入試験略図 －  

標準貫入試験に使用する器具 －  

標準貫入試験による調査結果から判明する事項 －  

砂の相対密度，内部摩擦角と N値との関係 －  

粘土のコンシステンシー，一軸圧縮強さと N値

との関係 

－  

図表 

調査地周辺の地質図 1：50,000  

微地形区分図 1：50,000  

表層地盤区分図 1：50,000  

地質想定図 1：50,000  

調査位置平面図 1：500  

既存資料・調査位置概略図 －  

地盤構成 －  

地層対比図 1：100  

既存資料：地質層序表 －  

地層対比図（Ｎ-Ｓ断面） 1：100  

地層対比図（Ｗ-Ｅ断面） 1：100  

孔内水位 －  

土質試験結果一覧表 －  

土粒子の密度試験結果 －  

土粒子の密度測定例 －  

含水比試験結果 －  

土の物理的特性の経験値 －  

粒度試験結果 －  

粒度曲線 －  

Ｎ値：孔別・層別での平均値±標準偏差 －  

長期許容地耐力表 －  

土質定数 －  

変形係数 E0 と α －  

設計土質定数 －  

既存資料：土質定数提案値 －  

 

 



設計業務における一般業務の対象外業務（１）　　　　 基本設計に関する業務 別紙１

対象外業務　

　業務内容の項目 右記以外の用途 高等学校、中学校等（７号１類）
揚水機場、排水機場（２号１類）

〈下部含む〉
揚水機場、排水機場（２号１類）

〈下部別途〉
車庫、駐輪場、倉庫（１号１類）

〈標準設計〉

条件整理
主な設計条件及び方針は予め整理し
て提示

.類似事例も参考に、主な設計条件及
び方針は予め整理して提示

.類似事例も参考に、主な設計条件及
び方針は予め整理して提示

.類似事例も参考に、主な設計条件及
び方針〈基礎別途〉は予め整理して提
示

.標準設計を基に、主な設計条件及び
方針は予め整理して提示

設計条件の変更等の場
合の協議

設計条件の変更及び相互矛盾は、整
理の上、方針を付して提示

設計条件の変更及び相互矛盾は、類
似事例も参考として整理の上、方針を
付して提示

設計条件の変更及び相互矛盾は、多
数の類似事例も参考として整理の上、
方針を付して提示

設計条件の変更及び相互矛盾は、多
数の類似事例も参考として整理の上、
方針を付して提示

設計条件の変更及び相互矛盾は、標
準設計を基に整理の上、方針を付して
提示

法令上の諸条件の調査
都市計画等の主な法令上の諸条件は
整理済み又は整理して提示

都市計画等の主な法令上の諸条件は
整理済み又は整理して提示

関係する法令上の諸条件は少ない。ま
た、主なものは整理済み又は整理して
提示

関係する法令上の諸条件は少ない。ま
た、主なものは整理済み又は整理して
提示。更に基礎は対象外

関係する法令上の諸条件は少ない。ま
た、主なものは整理済み又は整理して
提示

建築確認申請に係る関
係機関との打合せ

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

なし なし なし
下部工事で別途整理済みもあり、業務
簡易

所要の設備は軽易

総合検討 調査職員が適切に助言
類似事例も参考に調査職員が適切に
助言

多数の類似事例も参考に調査職員が
適切に助言

多数の類似事例も参考に調査職員が
適切に助言。また、基礎の設計なし。

標準設計を基に調査職員が適切に助
言。

基本設計方針の策定及
び建築主への説明

調査職員が適切に助言
類似事例も参考に調査職員が適切に
助言

多数の類似事例も参考に調査職員が
適切に助言

多数の類似事例も参考に調査職員が
適切に助言。また、基礎の設計なし。

標準設計を基に監督職員が適切に助
言。

成果品を求める場合 調査職員が助言 調査職員の助言あり 調査職員の助言あり
調査職員が作成方針等を適切に助
言。また、基礎の設計なし。

調査職員が作成方針等を適切に助
言。また、標準設計のため内容は軽易

成果品を求めない場合
基本設計図以外は業務なし。基本設計
図の作成について調査職員が適切に
助言

基本設計図以外は業務なし。基本設計
図の作成について調査職員が適切に
助言

基本設計図以外は業務なし。基本設計
図の作成について調査職員が適切に
助言

基本設計図以外は業務なし。基本設計
図の作成について調査職員が適切に
助言。また、基礎の設計なし。

基本設計図以外は業務なし。基本設計
図は標準設計のため軽易。また、調査
職員が適切に助言。

成果品を求める場合 調査職員が助言 調査職員の助言あり 調査職員の助言あり
既存データ等を提供及び調査職員が
適切に助言。また、基礎の設計なし。

標準設計としての既存データ等を提供
及び調査職員が適切に助言。

成果品を求めない場合
詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言。また、基礎の設計なし。

標準設計としての既存データ等を提供
及び調査職員が適切に助言。

詳細な説明等は不要。調査職員が適
切に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言

詳細な検討は不要。調査職員が適切
に助言。また、基礎の設計なし。

詳細な説明等は不要。調査職員が適
切に助言

対象外業務の要素

基本設計
に関する
業務

設計条件等
の整理

法令上の諸
条件の調査
及び関係機
関との打合せ

上下水道、ガス、電力、通信等の供給
状況の調査及び関係機関との打合せ

基本設計方
針の策定

基本設計図
書の作成

概算工事費
の検討

基本設計内容の建築主への説明等



設計業務における一般業務の対象外業務（２）　　　　 実施設計に関する業務 別紙２

対象外業務　

　業務内容の項目 右記以外の用途 高等学校、中学校等（７号１類）
揚水機場、排水機場（２号１類）

〈下部含む〉
揚水機場、排水機場（２号１類）

〈下部別途〉
車庫、駐輪場、倉庫（１号１類）

〈標準設計〉

建築主の要求等の確認
主な要求等は、整理の上、方針を付し
て提示

主な要求等は、整理の上、方針を付し
て提示

要求等は複雑でない。また、主なもの
は、整理の上、方針を付して提示

要求等は複雑でない。また、主なもの
は、整理の上、方針を付して提示。更
に基礎は対象外

主な要求等は、整理の上、方針を付し
て提示

設計条件の変更等の場
合の協議

設計条件の変更等は、整理の上、方針
を付して提示

設計条件の変更等は、整理の上、方針
を付して提示

設計条件の変更等は少ない。また、主
なものは、整理の上、方針を付して提
示

設計条件の変更等は少ない。また、主
なものは、整理の上、方針を付して提
示

設計条件の変更等は少ない。また、主
なものは、整理の上、方針を付して提
示

法令上の諸条件の調査 主な法令上の諸条件は整理して提示 主な法令上の諸条件は整理して提示 主な法令上の諸条件は整理して提示 主な法令上の諸条件は整理して提示
主な法令上の諸条件は整理して提示。
また、標準設計のため内容は軽易

建築確認申請に係る関
係機関との打合せ

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示。また、基礎別途のため内容は軽易

主要事項は特定行政庁等と調整して提
示。また、標準設計のため内容は軽易

総合検討 調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言
類似事例も参考に調査職員が適切に
助言

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、基礎の設計なし。

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、標準設計のため内容は軽
易

実施設計のための基本
事項の策定

調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言
類似事例も参考に調査職員が適切に
助言

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、基礎の設計なし。

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、標準設計のため内容は軽
易

実施設計方針の策定及
び建築主への説明

調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言
類似事例も参考に調査職員が適切に
助言

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、基礎の設計なし。

類似事例も参考に調査職員が適切に
助言。また、標準設計のため内容は軽
易

実施設計図書の作成
仕様書、標準図、類似事例等を提供
し、調査職員が適切に助言

仕様書、標準図、類似事例等を提供
し、調査職員が適切に助言

仕様書、標準図、多数の類似事例等を
提供し、調査職員が適切に助言

仕様書、標準図、多数の類似事例等を
提供し、調査職員が適切に助言。ま
た、基礎の設計なし。

標準設計のため内容は軽易。また、調
査職員が適切に助言。

建築確認申請図書の作
成

調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言 調査職員が適切に助言

別途、精算を行うため、実施設計の初
期段階に行う業務に限定

別途、精算を行うため、実施設計の初
期段階に行う業務に限定

別途、精算を行うため、一般業務として
は業務量微少

別途、精算を行うため、一般業務として
は業務量微少

別途、精算を行うため、一般業務として
は業務量微少

調査職員が適切に助言及び一部省略 調査職員が適切に助言及び一部省略
調査職員が適切に助言。また、類似事
例の存在から大半が省略

調査職員が適切に助言。また、類似事
例の存在から大半が省略。更に基礎は
対象外

調査職員が適切に助言。また、標準設
計のため、大半が省略

対象外業務の要素

実施設計
に関する
業務

要求の確認

法令上の諸
条件の調査
及び関係機
関との打合せ

実施設計方
針の策定

実施設計図
書の作成

概算工事費の検討

実施設計内容の建築主への説明等
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