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平成 29・30 年度東日本賃貸住宅本部設計品質確認等業務

共通仕様書（案）

１ 適用範囲

１）「平成29・30年度東日本賃貸住宅本部設計品質確認等業務共通仕様書」（以下、「共通仕様

書」という。）は、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）が委託する建築、

機械設備、電気設備、及び造園等に係る設計品質確認等業務（以下、「確認業務」という。）

に係る業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定

め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

２）共通仕様書、「平成29・30年度東日本賃貸住宅本部設計品質確認等業務特記仕様書」（以下、

「特記仕様書」という。）及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支

障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならな

い。

３）業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。

２ 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

１）発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。

２）受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法

人をいう。

３）契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。

４）調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、

承諾又は打合せの職務等を行う者で、契約書第14条第２項に規定する者をいう。なお、調査職

員のうち、建築（意匠）の調査職員は専門分野別の調査職員との横断的な調整を図る総括責任

者とする。

５）検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第31条第２項

の規定に基づき、検査を行う者をいう。

６）管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第15条第１

項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。なお、管理技術者のうち、建築

（意匠）の管理技術者は専門分野別の管理技術者との横断的な調整を図る総括責任者とする。

７）担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は

受注者が定めた者をいう。

８）契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

９）設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。

10）仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき基準を

含む。）を総称していう。

11）共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。

12）特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図

書をいう。

13）業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明

するための書類をいう。

14）質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答す

る書面をいう。

15）指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをい

う。

16）請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもっ

て行為あるいは同意を求めることをいう。

17）通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員

に対し、書面をもって知らせることをいう。

18）報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。

19）承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査

職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。

20）質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
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21）回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

22）協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対

等の立場で合議することをいう。

23）提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はそ

の他の資料を説明し、差し出すことをいう。

24）書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを

有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとする

が、後日有効な書面と差し換えるものとする。

25）打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により業

務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、調査職員又は管理技術者の承諾により、

担当技術者による打合せが出来ることとする。

26）検査とは、契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。

３ 業務着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなけれ

ばならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを

行うことをいう。

４ 調査職員

１）発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。

２）調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行

うものとする。

３）契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第14条第２項に規定した事項である。

４）調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従

うものとする。調査職員は、その指示等を行った後７日以内に書面で受注者にその内容を通知

するものとする。

５ 管理技術者

１）管理技術者に委任できる権限は、契約書第15条第２項に規定した事項とする。ただし、受注

者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、

管理技術者は受注者の一切の権限（契約書第15条第３項の規定により行使できないとされた権

限を除く）を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足り

るものとする。

２）管理技術者は、確認業務について担当する技術者が適切に行うように、指揮監督しなければ

ならない。

６ 適切な技術者の配置

１）受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の請負者

と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。

２）調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。

① 技術者経歴・職歴

② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業（建設業許可業者、製造

業者等）の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項

３）担当技術者は、本業務の対象となる設計図書等について、機構からの受注により設計業務に

直接携わっている場合は、対象業務に関する担当技術者になることはできない。

７ 提出書類

１）受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、調査職員を経て、発注

者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領

承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指

定した書類を除く。

２）受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定
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め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ

ならない。

８ 打合せ等

１）業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義

を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿（Ａ４判））に記

録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電

子メールで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿（Ａ４判））を作成す

るものとする。

２）管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面（打

ち合わせ記録簿（Ａ４判））に記録し相互に確認しなければならない。

３）管理技術者は、共通仕様書及び特記仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員

と打合せを行うものとする。

９ 業務計画書

１）受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に

提出し、承諾を得なければならない。

① 業務概要

② 業務の実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む。）

③ 業務の実施工程（業務の順序及び手順）

④ 業務の実施体制

⑤ 打合せ計画

⑥ 連絡体制（緊急時含む。）

⑦ その他（業務の実施上、必要と思われる事項）

２）受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職

員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。

10 業務に必要な資料の取扱い

１）一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、

受注者の負担において適切に整備するものとする。

２）調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。

３）受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものと

する。

４）受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、

受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

５）受注者は、貸与された資料を、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはな

らない。

６）受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。

11 成果物の提出

受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完

了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。

12 関係法令及び条例等の遵守

受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。

13 検査

１）発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合

において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要

する費用は受注者の負担とする。

２）検査職員は、管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。

14 契約変更
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発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。

① 業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合

② 履行期間の変更を行う場合

③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合

④ 契約書第21条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合

15 再委託

１）契約書第12条第１項に規定する「指定した部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者はこ

れを再委託することはできない。

①業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等

②建築（意匠）設計に関する業務

２）受注者は、次に掲げるものは、機構の承諾を得て再委託できるものとする。

① 建築（構造）の予定管理技術者及び建築（構造）設計に関する業務

② 建築（積算）の予定管理技術者及び建築積算に関する業務

③ 機械設備の予定管理技術者及び機械設備設計に関する業務

④ 電気設備の予定管理技術者及び電気設備設計に関する業務

⑤ 造園の予定管理技術者及び造園設計に関する業務

３）受注者は、上記２）を再委託する場合は、次の要件を全て満たしたもの者を選定すること。

① 入札説明書４(1)1）①から④、⑥に掲げる要件を満たしていること。なお、４(1)1）②に

ついては、該当する職種における一般競争（指名競争）参加資格と読み替える。

② 過去に携わった当機構、又は公的機関の発注案件において、不適切と判断される設計を行

っていないこと。

③ 構造に関する業務を再委託する場合は、一級建築士事務所登録を受けていること。

４）受注者は、業務を再委託に付す場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にして

おくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならな

い。

16 情報セキュリティにかかる事項

受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。

以 上
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平成 29・30 年度東日本賃貸住宅本部設計品質確認等業務

特記仕様書（案）

１ 適用範囲

本業務は、契約書及び設計品質確認等業務共通仕様書（以下、｢共通仕様書｣という。）による

ほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。

２ 業務の目的

本業務は、東日本賃貸住宅本部で行う建物等に係わる建築、機械設備、電気設備、及び造園設

計等の業務の円滑な推進に資することを目的とする。

３ 用語の定義

この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書２ 用語の定義に定めるところによる。

４ 業務の履行期間

本業務の履行期間は、平成 29年４月１日～平成 31年３月 31 日までとする。

５ 業務の内容

本業務の内容は、別紙１から３による。

６ 業務対象物件

１）本業務の対象物件は、別紙４のとおり予定している。

２）本業務の履行にあたり、受注者は関係法令等を遵守しなければならない。

３）受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面（業務

打合せ記録（Ａ４判））を作成し、調査職員に提出しなければならない。

４）業務の着手にあたっては、必要に応じて事前に業務の対象物件に係わる敷地及び周辺の現況

の把握に努めること。

７ 機密保持

１）本業務の履行に際し、以下の設計図書等は機構の事務所外への持ち出しを禁止する。

なお、持ち出し禁止資料を扱う業務で閲覧場所を指定する必要があることから、事務所及び

什器使用料は無償とする。

・５ 業務の内容（別紙１から３参照） 業務区分Ⅲに係る単価表、内訳書、単価作成システ

ム及び内訳書作成システム

２）個人情報等の保護に関する特約条項第２条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所及び

取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、以下のとおりとする。

① 保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。

② 取扱場所は機構事務所等内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。

③ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。

８ 交通費の負担

本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査

職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等

を行い定めるものとする。

９ 貸与品等

１）建築設計業務請負契約書第 18条第１項に定める貸与品等は別紙５によるものとする。

２）受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明ら

かにしておかなければならない。また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納

するものとする。

10 機材等
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本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入にあたっては、調査職員の立会い、確認を要する

ものとする。

11 物品の購入

本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により

調査職員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理

者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。

12 専門分野別の管理技術者

１）本業務において、従事する専門分野別の管理技術者については、様式－１に基づき、氏名、

専門分野、保有資格及び主な職歴（建築（意匠）のみ。）を記載し、調査職員に提出すること。

２）専門分野別の管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書、及び９ 貸与品等に

示す基準等を十分に理解し、業務が、専門分野別の管理技術者のもと、担当する技術者によっ

て完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。

３）専門分野別の管理技術者は、調査職員との打合せを２回/月実施するものとする。

13 業務の連絡、協議等

１）受注者は、プロジェクト毎に示す設計マスタースケジュールに基づき、基本設計段階、実施

設計段階及び工事段階において、調査職員の指示による専門分野別の設計調整会議及び総合設

計会議に出席することとする。

２）１）の出席者は、原則として管理技術者とする。ただし、調査職員の承諾により担当する技

術者が出席する場合はこの限りではない。

３）専門分野別の管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。

また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。

４）担当する技術者が調査職員及び専門分野別の管理技術者の承諾により必要に応じて実施する

場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。

14 検査

業務が完了したときは、15 成果物、及び 16 業務完了手続きに示す関係書類を提出し、専門

分野別の管理技術者が立会いのうえ検査を受けなければならない。

15 成果物

本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用

してはならない。

（１）業務実施計画書（１部）

（２）業務処理結果報告書（１部）

（３）別紙１～３に示す成果物一式（１部）

（４）連絡、協議等の記録簿（１部）

16 業務完了手続き

業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に各３部提出すること。

（１）完了届

（２）納品書

（３）引渡書

（４）完了払請求書

17 再委託等

共通仕様書 15 ３）に定める再委託の要件を満たす者に業務の一部（建築（意匠）を除く）請

け負わせようとするときは、あらかじめ様式－２、３に基づき再委託承諾申請書を提出し承諾を

得なければならない。

以 上



3

様式－１

専門分野別の管理技術者通知書

平成  年 月 日

独立行政法人都市再生機構 ○○支社

支社長   ○○ ○○ 殿

受注者

住所

氏名              印

平成  年 月 日付け建築設計業務請負契約を締結した次の業務請負業務について、専門

分野別の管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので建築設計業務請負契約書第 15 条に

基づき通知します。

契約件名：

記

専門分野別の管理技術者※1

氏 名 専門分野 保有資格 取得年月日（登録番号）

（    ※3）

（    ※3）

（    ※3）

（    ※3）

建築（意匠）の管理技術者の主な職歴※2

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

※１ 競争参加資格確認申請書提出時点に提出した様式－４、５に変更がある場合は、新たに様式－４、５を作成

して提出すること。

※２ 主な職歴は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタン

ト等業務の実績を２件まで記載すること。

※３ カッコ内は担当する技術者を記載すること。
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様式－２

再委託（変更等）承諾申請書

独立行政法人都市再生機構○○支社

支社長  ○○ ○○ 殿

受注者（請負者） 住所 ○○○○○○

氏名 株式会社○○○○

○○ ○○ 印

契約名称：

平成○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を

再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。

項 目 申請内容

再委託の相手方

（住所、名称）

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○

株式会社○○○○

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

再委託業務の

契約予定額

○○○千円（契約金額に対する比率○％）

※ 見積書を添付

再委託を行う必要性

及び

再委託の相手方の

選定理由

（再委託する必要性）

○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に

努めるため。

（再委託の相手方の選定理由）

株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○

○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高

く、納期も遵守している。

また、上記業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄

与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。

以 上
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様式－３－①

建築（構造）設計業務に関する再委託の内容

１ 再委託先の概要

会社名

所在地

電話番号（ＦＡＸ番号）

代表者氏名※1

機構登録番号

会社保有資格
一級建築士事務所 登録第（      ）号

取得年月日 昭和（平成） 年 月 日

保有資格者数 構造設計一級建築士（  人） 一級建築士（  人）

業務の実績※2

※１ 保有資格がある場合、その保有資格（登録番号含む。）及び取得年月日等を記載すること。

※２ 入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を２

件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認がで

きるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）すること。

２ 担当する技術者の概要

担当する技術者 氏名： 生年月日：

主な経歴：

保有資格及び取得年月日（登録番号）※3：

業務の実績※4

当業務において担当する内容

※３ 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を記載すること。

※４ 上記１に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。た

だし、上記１に記載した実績と異なる場合は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これ

までの建設コンサルタント等業務の実績を２件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期

間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）

すること。
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様式－３－②

機械設備設計業務に関する再委託の内容

１ 再委託先の概要

会社名

所在地

電話番号（ＦＡＸ番号）

代表者氏名※1

機構登録番号

保有資格者数
設備設計一級建築士（  人） 技術士（衛生工学部門）（  人）

管工事施工管理技士（  人） 建築設備士（  人）

業務の実績※2

※１ 保有資格がある場合、その保有資格（登録番号含む。）及び取得年月日等を記載すること。

※２ 入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を２

件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認がで

きるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）すること。

２ 担当する技術者の概要

担当する技術者 氏名： 生年月日：

主な経歴：

保有資格及び取得年月日（登録番号）※3：

業務の実績※4

当業務において担当する内容

※３ 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を記載すること。

※４ 上記１に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。た

だし、上記１に記載した実績と異なる場合は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これ

までの建設コンサルタント等業務の実績を２件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期

間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）

すること。
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様式－３－③

電気設備設計業務に関する再委託の内容

１ 再委託先の概要

会社名

所在地

電話番号（ＦＡＸ番号）

代表者氏名※1

機構登録番号

保有資格者数

設備設計一級建築士（  人） 技術士（電気電子部門）（  人）

電気主任技術者（  人） 電気工事施工管理技士（  人）

建築設備士（  人）

業務の実績※2

※１ 保有資格がある場合、その保有資格（登録番号含む。）及び取得年月日等を記載すること。

※２ 入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を２

件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認がで

きるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）すること。

２ 担当する技術者の概要

担当する技術者 氏名： 生年月日：

主な経歴：

保有資格及び取得年月日（登録番号）※3：

業務の実績※4

当業務において担当する内容

※３ 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を記載すること。

※４ 上記１に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。た

だし、上記１に記載した実績と異なる場合は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これ

までの建設コンサルタント等業務の実績を２件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期

間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）

すること。
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様式－３－④

建築積算業務に関する再委託の内容

１ 再委託先の概要

会社名

所在地

電話番号（ＦＡＸ番号）

代表者氏名※1

機構登録番号

会社保有資格※1

保有資格者数
建築積算士（  人）

一級建築士（  人）

業務の実績

※１ 保有資格がある場合、その保有資格（登録番号含む。）及び取得年月日等を記載すること。

※２ 入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を２

件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認がで

きるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）すること。

２ 担当する技術者の概要

担当する技術者 氏名： 生年月日：

主な経歴：

保有資格及び取得年月日：

業務の実績※3

当業務において担当する内容

※３ 上記１に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。た

だし、上記１に記載した実績と異なる場合は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これ

までの建設コンサルタント等業務の実績を２件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期

間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）

すること。
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様式－３－⑤

造園設計業務に関する再委託の内容

１ 再委託先の概要

会社名

所在地

電話番号（ＦＡＸ番号）

代表者氏名※1

機構登録番号

会社保有資格※1

保有資格者数
技術士（建設部門）（  人） 造園施工管理技士（  人）

ＲＣＣＭ（造園部門）（  人） ＲＬＡ（  人）

業務の実績※2

※１ 保有資格がある場合、その保有資格（登録番号含む。）及び取得年月日等を記載すること。

※２ 入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を２

件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認がで

きるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）すること。

２ 担当する技術者の概要

担当する技術者 氏名： 生年月日：

主な経歴：

保有資格及び取得年月日※3：

業務の実績※4

当業務において担当する内容

※３ 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を記載すること。

※４ 上記１に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。た

だし、上記１に記載した実績と異なる場合は、入札説明書４(3)⑧に示す業務（下請け受注を含む。）を優先し、これ

までの建設コンサルタント等業務の実績を２件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期

間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの（契約書、仕様書等）の写し写しを添付（下請け受注を含む。）

すること。
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業務の内容 【建築（意匠・構造）・機械・電気】

業務区分 業 務 の 内 容 成果物

Ⅰ．設計図書照

合及び改善提案

業務

①基本計画及び事業化検討図書の照合業務及び改善提案

業務

図書確認書

改善提案報告書

②建築基本設計図書の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

③建築実施設計図書の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

④建築変更実施設計図書の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑤電気設備基本設計図書等の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑥電気設備実施設計図書等の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑦電気設備変更実施設計図書等の照合業務及び改善提案

業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑧電気設備設計計算書の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑨機械設備基本設計図書等の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑩機械設備実施設計図書等の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑪機械設備変更実施設計図書等の照合業務及び改善提案

業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑫機械設備設計計算書の照合業務及び改善提案業務
設計図書確認書

改善提案報告書

⑬設計・施工一括発注等建物設計図書及び条件書等の照合

業務及び改善提案業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑭法定再開発事業における建物設計図書及び条件書等の

照合業務及び改善提案業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑮現場説明書、仮設計画書及び工期算定に係る照査業務及

び改善提案業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑯整備敷地及び土地譲渡敷地に係る計画条件等の照合業

務及び改善提案業務

設計図書確認書

改善提案報告書

⑰土質調査計画・報告書の照査業務及び改善提案業務

報告書確認書

改善提案報告書

議事録報告書

⑱基礎工法比較選定検討報告書の照査業務及び改善提案

業務

報告書確認書

改善提案報告書

議事録報告書

⑲耐震診断結果報告書の照合業務及び改善提案業務

（委員会（支社･本社 WG）報告資料作成含む。）

報告書確認書

改善提案報告書

議事録報告書

⑳耐震改修基本検討報告書の照合業務及び改善提案業務

報告書確認書

改善提案報告書

作業報告書

○21耐震改修設計図書の照合業務及び改善提案業務

（委員会（支社･本社 WG）報告資料作成含む。）

設計図書確認書

改善提案報告書

議事録報告書

○22耐震改修変更設計図書の照合業務及び改善提案業務

（耐震改修工事の留意事項に関する重点的な工程管理を

設計図書確認書

改善提案報告書

別紙１
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含む。） 業務報告書

○23設備機器等設置に伴う建物躯体の構造安全性確認業務、

改善提案業務

報告書確認書

改善提案報告書

Ⅱ．設計工程に

係る照査及び改

善提案業務

①設計マスタースケジュールに基づくリミット工程の照

合及び改善提案業務

リミット工程管

理表確認書

業務報告書

改善提案報告書

②設計段階・工事段階における総合設計調整会議及び専門

分野別設計調整会議での議事報告資料作成及び改善提案

業務

議事報告書

改善提案報告書

③プロット検討図書の照合及び改善提案業務
検討図書確認書

改善提案報告書

④工事施工計画・報告書の照査業務及び改善提案業務

（杭・地盤改良工事、スリーブ補強工事、アンカー工事等）

報告書確認書

議事録報告書

改善提案報告書

Ⅲ.積算に関す

る業務

①積算基準類に基づく電気設備工事の数量調書、内訳書及

び関連資料の照査業務(軽微な内訳書作成業務含む)
積算業務確認書

②積算基準類に基づく機械設備工事の数量調書、内訳書及

び関連資料の照査業務(軽微な内訳書作成業務含む)
積算業務確認書

Ⅳ申請図書の照

合、手続き及び

改善提案業務

①申請図書の照合業務及び改善提案業務
申請図書確認書

改善提案報告書

②申請手続き及び申請図書の保存に係る編集業務

手続及び議事録

報告書

保存作業報告書

③法令及び条例等の申請ノウハウに関する編集業務 申請ﾏﾆｭｱﾙ報告書

④申請、届出等の必要項目確認業務
届出等チェック

リスト

⑤行政検査及び住宅性能評価機関等各段階検査立会い、検

査指摘事項等報告書の作成及び改善提案業務

検査報告書

改善提案報告書

Ⅴ.募集に係る

業務

①建物法床面積、建物計画床面積及び住戸専用床面積の照

合業務
設計図書確認書

②建物共益費算定資料作成業務 共益算定資料

③募集パンフレットに係る建物・住戸版下と設計図書の照

合業務
版下確認書

④募集パンフレットに係る建物・住戸版下と現地の照合業

務
版下確認書

⑤募集パンフレット校正（初稿、再校、念校）の照合業務
パンフレット確

認書

Ⅵ．設計図書保

存及び引継ぎに

係る編集業務

①建物引継ぎ図書に係る編集業務
作業報告書

設計経歴書

②設計図書の保存に係る編集業務 作業報告書

③各種申請図書及び検査済証等引継ぎ資料の編集業務 保存作業報告書

Ⅶ．保管図書サ

ポート業務 ①管理開始済み建物の設計業務に係るサポート業務

作業報告書

設計図書確認書

設計提案報告書

②管理開始済み建物の申請業務に係るサポート業務

手続及び議事録

報告書

申請図書確認書

設計提案報告書
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業務内容の解説

【Ⅰ.①～⑬】

設計図書の照合業務

事業計画段階、基本・実施設計段階における設計図書等につ

いて、基本検討図書類、設計図書（建築（意匠図、構造図、

構造計算書）、電気設備・機械設備（設計計算書を含む）、工

区土木及び造園）、変更指示書（報告協議書を含む。）の整合

性（※1）について照合する業務。
※1 整合性とは、現地調査結果、各図書間の整合性の照合及び調査職員か

らの指示事項や技術的チェック＆フィードバック事項等（※2）に係る図

面への反映についても照合する。

※2 物件毎に適宜示す設計委託仕様書（※3）、打合せ・協議記録等をいう。

※3 主な基準類：建築基準法、耐震改修促進法、市街地性能水準、住宅性

能水準、長寿社会対応仕様、21世紀都市居住緊急促進事業、防災省エネ

まちづくり緊急促進事業、住宅性能表示、機構住宅標準詳細設計図集、

機材の品質判定基準、機構工事特記基準、公共住宅建設工事共通仕様書、

住宅等の面積算定方法、機構の構造設計指針等

主なマニュアル：UR賃貸住宅設計マニュアル、品質改善シート、品質管

理マニュアル、耐震診断・改修マニュアル

主なチェックシート：品管チェックシート、支社個別チェックシート、

構造計算書チェックシート

【Ⅰ.⑭】

法定再開発事業における設計図

書の照合業務

法定再開発事業について、設計部門が関与する業務のうち、

下記に掲げる業務を行う。

1) 建物目標工事費算定設計図書の照合業務

2) 事業計画書及び権利変換計画書との設計図書の照合業務

3) 公募条件書と変更設計図書を含む設計図書の照合業務

4) 工事区分に基づく設計図書の照合業務

【Ⅰ.①～⑭】

設計図書の改善提案業務

整合が確認されなかった項目について、設計の性能（安全性、

機能性等）及び品質の確保、工事費アップ及び瑕疵防止等の

観点及び不要な設計変更の低減に資する提案を行う業務。

【Ⅰ.⑮】

現場説明書、仮設計画書及び工期

算定に係る照査業務及び改善提

案業務

機構が定める「現場説明書」、「仮設計画書」及び「工期算定

書」（以下「現場説明書等」という。）を基に現地に対応した

編集及び必要な工期算定計算に基づいているかなど内容を照

合し必要に応じて「現場説明書等」の校正提案を行う業務。

【Ⅰ.⑯】

整備敷地及び土地譲渡敷地に係

る計画条件等の照合業務及び改

善提案業務

整備敷地及び土地譲渡敷地における計画条件、設計条件、デ

ザインガイドライン等の内容について、整合性が図られてい

るか等の照合を行い、必要に応じて改善の提案を行う業務。

【Ⅰ.⑰】

土質調査計画書・報告書の照査業

務及び改善提案業務

・建築基準法、機構の土質調査仕様書、機構の構造設計指針

類、土質調査会議議事録等に基づき、土質調査計画書及び土

質調査報告書の内容を照査し、技術的な改善提案（調査計画

内容の妥当性、調査の追加実施の要否等）及び校正提案を行

う業務。

・また、概ね２回程度／プロジェクトの会議に出席し、質疑

回答書の取りまとめ及び議事録の作成を行う業務。

【Ⅰ.⑱】

基礎工法比較選定検討報告書の

照査業務及び改善提案業務

・建築基準法、機構の建築基本設計図書、機構の構造設計指

針類、基本設計会議議事録等に基づき、基礎工法比較選定検

討報告書の内容を照査し、技術的な改善提案（採用対象とす

る基礎工法種別・比較検討内容の妥当性等）及び校正提案を

行う業務

・また、概ね２回程度／プロジェクトの会議に出席し、議事

録の作成を行う業務。

【Ⅰ.⑲】

耐震診断結果報告書の照合業務

及び改善提案業務

・耐震改修促進法、機構の規基準に基づいて、耐震診断報告

書の整合性（※1）について照合する業務。
※1 整合性とは、現地調査結果、各図書間の整合性の照合及び調査職員か

らの指示事項や技術的チェック＆フィードバック事項等（※2）に係る図

面への反映についても照合する。
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※2 物件毎に適宜示す設計委託仕様書（※3）、打合せ・協議記録等をいう。

※3 主な基準類：建築基準法、耐震改修促進法、市街地性能水準、住宅性

能水準、長寿社会対応仕様、21世紀都市居住緊急促進事業、住宅性能表

示、機構住宅標準詳細設計図集、機材の品質判定基準、機構工事特記基

準、公共住宅建設工事共通仕様書、保全工事共通仕様書、機構の構造設

計指針等

主なマニュアル：UR賃貸住宅設計マニュアル、品質改善シート、品質管

理マニュアル、耐震診断・改修マニュアル

主なチェックシート：品管チェックシーﾄ、支社個別チェックシート

【Ⅰ. ⑳】

耐震改修基本検討報告書の照合

業務及び改善提案業務

・耐震改修促進法、機構の規基準に基づいて、基本検討報告

書の整合性（※1）について照合する業務。

注釈については、上記参照

【Ⅰ. ○21】

耐震改修設計図書の照合業務及

び改善提案業務

・耐震改修促進法、機構の規基準に基づいて、基本設計・実

施設計報告書（耐震診断結果を含む）、変更指示書（報告協議

書を含む。）の整合性（※1）について照合する業務。

注釈については、上記参照

【Ⅰ. ○22】

耐震改修変更設計図書の照合業

務及び改善提案業務

・実施設計図書に変更が生じた際の変更設計報告書（耐震診

断結果を含む）、変更指示書（報告協議書を含む。）の整合性

（※1）について照合する業務。

注釈については、上記参照

【Ⅰ.○23】

設備機器等設置に伴う建物躯体

の構造安全性確認業務

・設備機器等設置に伴う構造安全性について、検討書の内容

を照査する。

【Ⅱ.①】

リミット工程の照合業務及び改

善提案業務

・工事におけるリミット工程表（設計のクリティカルポイン

ト、工法・材料等決定時期等を明確に示したもの。）に基づき、

設計段階及び工事段階の工程毎に遅延がないか確認を行い、

実施工程との間に乖離がある場合には、その対策の提案を行

う業務。

・建築（意匠）の調査職員の指示に基づき、リミット工程会

議を設計段階及び工事段階で３回程度／プロジェクト行い、

議事録の作成及び会議における懸案事項等について改善提案

を行う業務。

【Ⅱ.②、③】

設計段階・工事段階における総合

設計調整会議及び専門分野別設

計調整会議での議事録作成及び

改善提案業務

別紙６「設計業務の基本的なフロー」に基づき、基本設計段

階、実施設計段階及び工事段階において、次の会議での議事

録の作成と懸案事項等について改善提案を行う業務。

【基本設計段階】

○専門分野別の設計調整会議（以下「Ａ会議」という。）を次

に示す段階で行う。
1回目：意匠設計から電気・機械設備設計への設計説明時点

2回目：意匠、電気・機械設備設計から構造設計への設計説明時点

○構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
1回目：架構計画・仮定断面の仮提出時点

2回目：架構計画・仮定断面の納品前

○総合設計調整会議（以下「Ｂ会議」という。）を次に示す段

階で行う。
1回目：基本設計工期中間時点

2回目：基本設計完了時点

【実施設計段階】

○Ａ会議
1回目：意匠設計から電気・機械設備設計への設計説明時点

2回目：意匠、電気・機械設備設計から構造設計への設計説明を行う時点

○Ｂ会議
1回目：実施設計工期中間時点

2回目：造園基本設計完了時点

3回目：実施設計完了時点

4回目：申請完了時点
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○構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
1回目：1次設計検討時点

2回目：2次設計検討時点

3回目：計算書・構造図仮提出時点

4回目：計算書・構造図の納品前

【工事段階】

○設計説明会（1回程度／プロジェクト）
設計意図について、工事監理者及び工事受注者に説明を行う会に出席し

議事録の作成と説明会における懸案事項等について改善提案を行う業

務。

○プロット検討会（2回程度／プロジェクト）
設計図（平面詳細図及び展開図）にて家具配置を勘案のうえ各種設備機

器と建築の納まりについて検討し、プロット図との照合・照査を行う業

務。

○木軸検討会（1回程度／プロジェクト）
プロット図及び設計マニュアル類に基づき建築と各種設備機器等の納ま

りについて照合・照査を行う業務。

○仕上げ検討会（1回程度／プロジェクト）
モデルルーム公開前に住戸内の設えについて現地で確認を行う会議の議

事録作成、材料・工法決定履歴の作成、質疑回答書の取りまとめ、必要

に応じて設計受注者に設計図書を作成させその設計図書の照合及び改善

提案する業務。

○入居対策会議（1回程度／プロジェクト）
供給開始前に建物及び屋外の設えについて現地で確認を行う会議の議事

録作成、質疑回答書の取りまとめ、必要に応じて設計受注者に設計図書

を作成させ、その設計図書の照合及び改善提案する業務。

○現場定例会議（建築 月2回程度／プロジェクト）
工事受注者、設計者、及び工事監理者とで実施する定例会議に出席し、

議事報告書の作成と懸案事項等について改善提案を行う業務。

○構造が単独に行う調整会議を次に示す段階で行う。
①基礎躯体施工図検討時点

②１階躯体施工図検討時点

③基準階躯体施工図検討時点

各躯体施工図において躯体・配筋の納まり等の確認を行う会議の議事

録作成、質疑回答書の取りまとめ、必要に応じて設計受注者に設計図

書を作成させその設計図書の照合及び改善提案する業務。

【Ⅱ.④】

工事施工計画書・報告書の照査及

び改善提案業務（杭・地盤改良工

事、スリーブ補強工事（地中梁・

上部梁）、アンカー工事）

関係法令、機構の建築実施設計図書、機構工事特記基準、公

共住宅建設工事共通仕様書、機構の構造設計・耐震改修指針

類、設計条件書、実施設計会議議事録に基づき、工事施工計

画書及び工事施工報告書（杭・地盤改良工事、スリーブ補強

工事（地中梁、上部梁））、耐震改修工事施工計画書及び耐震

改修工事施工報告書（アンカー工事等）の内容を照査し、技

術的な改善提案（構造躯体の性能・耐震改修の性能・品質に

関する検査・確認方法の妥当性等）及び校正提案を行う業務。

また、概ね各2回ずつ計6回程度(耐震改修工事は計2回程度)／

プロジェクトの会議に出席し、議事録の作成を行う業務。

【Ⅲ.①、②】

電気設備及び機械設備に係る数

量調書、内訳書及び関連資料の照

査業務(軽微な内訳書作成業務含

む)

電気設備工事及び機械設備工事に係る設計図面と数量調書の

照合及び数量調書と内訳書の照合を行う業務。

電気設備工事及び機械設備工事において物件別に必要となる

代価又は複合単価の材料数量及び歩掛りの照査業務。

軽微な電気設備工事及び機械設備工事における内訳書（数量

調書、代価又は複合単価の作成含む）作成業務。

【Ⅳ.①】

申請図書の照合業務

建築基準法（86条・18条・仮使用申請等）、消防法、21世紀都

市居住緊急促進事業補助金申請、設計・建設住宅性能表示、

耐震改修促進法等に係る申請図書の照合及び編集を行う業

務。
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【Ⅳ.①】

申請図書の改善提案業務

整合性を確認されなかった内容について、許認可等の促進に

資する改善提案を行い、設計請負業者の見解の取りまとめを

行う業務。

【Ⅳ.②】

申請手続き及び申請図書の保存

に係る編集業務

法申請及び行政協議へ機構職員、設計者に同行し手続きを実

施し、また、許認可、適合等の促進に資する業務を行う。

各種申請図書及び評価書等の整理及び設計段階・工事段階に

係る申請の履歴書の作成及び行政庁との協議議事録及び協議

資料の編集業務。

【Ⅳ.③】

法令及び条例等の申請ノウハウ

に関する編集業務

建築基準法、都市計画法、消防法、駐車場法、耐震改修促進

法及び条例等に基づく申請書の作成から申請業務が完了する

までの法手続き上の「きまり」や「手順」及び「関係書類の

作成」に係るマニュアル類（実務する上で分かりやすい手引

書等）（※）の作成や編集を行う業務。
※マニュアルのイメージ

第1章：一般的な事務手続き（各種手続きを図表化等で表記する。）

第2章：建築基準法を含む各法手続きの手順と内容の解説や参考事例（法令

の解釈や運用等実務経験による知識や見解を整理する。）

第3章：関係する特定行政庁の資料（通達、例規、条例等）集め編集する

【Ⅳ.④】

申請、届出等の必要項目確認業務

届出等チェックリストの内容について整合性を確認し、必要

となる届出等に漏れが無いかの確認を行う。
1) 設計中物件：設計者から提出されたチェックリストの確認

2) 工事中物件：工事監理者(施工者)から提出されたチェックリストの確認

【Ⅳ.⑤】

行政検査及び住宅性能評価機関

等各段階検査立会い、検査指摘事

項等報告書の作成及び改善提案

業務

調査職員の指示に基づき、行政検査関係書類を作成、また、

行政による中間検査及び完了検査の立会いを行い、行政検査

に係る指摘事項、協議記録等を作成する。行政指摘事項につ

いては、改善策の提案を行う。

行政検査で得た知見について、建物等の敷地、構造、設備の

各側面にわたり建築基準法はじめ各種の関連法規に適合する

技術的内容について、関係者が理解しておくべき法令上及び

実務上の問題点等を整理し実務に対応した用途別チェックポ

イントなどを収集、分類、整理及びその保存を行う。

【Ⅴ．①】

建物法床面積、建物計画床面積及

び住戸専用床面積の照合業務

家賃算定及び登記上の基礎データとなる面積算定の照合を行

う業務。

【Ⅴ．②】

建物共益費算定資料等の作成

建物共用部分に関する、共益費算定及び償却資産算定の基礎

データとなる部位の面積算定等作業及び電気・水道使用料金

の算定並びに雑排水管清掃に係る数量の算定を行う業務。

【Ⅴ．③、④、⑤】

募集パンフレット版下及び校正

に関する照合業務

設計図書（原図、変更図）に基づき、版下データと現地建物

等との照合を行う業務。

また、募集パンフレットの校正（初稿、再校、念校）につい

て設計図書及び現地建物等との照合を行う業務。

【Ⅵ．①、③】

設計図書保存及び引継ぎに係る

編集作業

引継ぎに必要となる全職種の設計図書（原図、変更図、竣工

図）及び申請関連図書（以下「設計図書」という。）を整理し

設計図書の経歴を作成する業務。

【Ⅵ．②】

設計図書保存及び引継ぎに係る

編集作業

設計図書の落丁や体裁の確認を行い電子データ化に資する編

集を行う業務。
1) 電子データ化業務引渡し前の編集

・原図、変更図、竣工図、構造計算書及び土質調査報告書等の落丁や不

整合及び体裁を照合する

・引継用図面リストの作成及び必要な書類（団地コード、管理開始時期、

管理区分及び募集パンフレット等）を照査する

2) 電子データ化業務（別途発注業務）完了後の編集

・引渡し用提出リストと設計図書を照合する

・電子データと引継ぎ用図面リストを照合する
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【Ⅶ.①】

管理開始済み団地・建物等の設計

業務に係るサポート業務

（本項目に係る設計者において

作成された設計図書照合等の業

務は、必要に応じ業務区分Ⅰ～Ⅵ

により実施する）

要望事項に基づき、課題・条件整理を行い、課題に対する対

応策を検討し報告書の作成及び設計提案を行う業務。

・中層エレベーター設置基本検討において、基本検討資料に

係る以下の業務を行う。
1) 引継図書の照合

・住宅経営部門から受領した基礎資料（建物概要書、測量図、土質調査

報告書、耐震診断結果、建物及び外構完成図、総合団地環境整備図書等）

の照合を行う。

2) 現地確認

・受領した基礎資料と現地の整合性の確認

・エレベーター設計図書、日影検討に基づく設置可能性の確認

・仮設、施工計画に資する周辺地域の確認、障害事項の確認

3) 全体調整会議等でのサポート業務

・1)、2)に必要な情報を収集するため、調査職員の指示により会議等に

同席する

・外壁修繕、住戸内改善、エントランス改修等業務に関して

以下の業務を行う。
1) 引継図書の照合

・住宅経営部門から受領した基礎資料（建物概要書、建物及び外構完成

図、耐震診断結果、総合団地環境整備図書等）の照合を行う。

2) 現地確認

・受領した基礎資料と現地の整合性の確認

・仮設、施工計画に資する周辺地域の確認、障害事項の確認

3) 全体調整会議等でのサポート業務

・1)、2)に必要な情報を収集するため、調査職員の指示により会議等に

同席する。

4) 構造検討業務

・改修等業務に伴う構造検討を行う。

・耐震改修等計画業務に関して以下の業務を行う。
1) 引継図書の照合

・住宅経営部門から受領した基礎資料（建物概要書、建物完成図、耐震

診断結果等）の照合を行う。

2) 現地確認

・受領した基礎資料と現地の整合性の確認

・仮設、施工計画に資する周辺地域の確認、障害事項の確認

3) 全体調整会議等でのサポート業務

・1)、2)に必要な情報を収集するため、調査職員の指示により会議等に

同席する。

・法申請（86条関連）手続き等において、現存建物の是正等

に向けた以下の行政協議等対応業務を行う。
1) 現地調査

・前願図書と現地との整合性の確認

2) 図面作成

・行政協議等により必要な図面等の作成

3) 協議・申請資料等作成

・各種申請等資料の作成

【Ⅶ.②】

管理開始済み団地・建物等の申請

業務に係るサポート業務

（本項目を基に設計者において

作成された設計図書照合等の業

務は、必要に応じ業務区分Ⅰ～Ⅵ

により実施する）

要望事項に基づき、課題・条件整理を行い、申請図書の確認

照合を行い、必要に応じて公共団体等との対応議事録の作成、

課題に対する対応策を検討し設計提案報告書の作成及び申請

手続きを行う業務。

・中層エレベーター設置業務に関して以下の業務を行う。
1) 引継（申請）図書の照合

・住宅経営部門から受領した基礎資料（申請図書）とⅦ.①に記載する基

礎資料等の照合を行う。

2) 現地確認

・受領した基礎資料と現地の整合性の確認

3) 関連法令等に関する行政協議等

・建築基準法、関連条例等に関する事項の整理、確認等

・既存住棟の耐震性能の検討

・エレベーター設計図書に基づく行政事前協議

・外壁修繕、エントランス改修、住戸内改善等業務に関して
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以下の業務を行う。
1) 引継図書の照合

・住宅経営部門から受領した基礎資料（申請図書）とⅦ.①に記載する基

礎資料等の照合を行う。

2) 現地確認

・受領した基礎資料と現地の整合性の確認

3) 申請、届出等の必要項目確認業務

・Ⅳ.④に記載する確認業務を行う。

4) 全体調整会議等でのサポート業務

・1)～3)に必要な情報を収集するため、調査職員の指示により会議等に

同席する。

・法申請（86条関連）手続き等において、以下の申請図書整

備等業務を行う。
1) 申請有無のチェック

・防災倉庫、駐輪場増築、施設改修等軽微な工事の申請有無の確認

2) 申請図書の分類別の整備

対外的な問合せや事業化が想定される団地を優先し、申請図書の有無及

び不備等を確認。情報等取りまとめ、データベースの構築を図る。

・地域医療福祉拠点化団地（中層ＥＶ設置済団地を優先して実施）

・土地賃貸等有する団地
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業務の内容 【建築積算】

業務区分 業 務 の 内 容 成果品

Ⅲ．積算

に関する

業務

単価に関する業務 ①建築工事単価、除却工事単価、地質

調査工事単価に係る資料収集整理、

単価検討資料作成業務

・各種単価に係る資料収集及び検

討資料一式

建築工事

内訳明細

書に関す

る業務

新規・変

更工事

②建築工事における直接工事費内訳明

細書作成に係る計算業務

・建築工事直接工事費内訳明細書

（案）

③建築工事における共通仮設費内訳明

細書作成に係る数量積算、単価検討資料

作成、計算業務

・建築工事共通仮設費内訳明細書

（案）

④軽微な建築工事における内訳明細書

作成に係る数量積算、単価検討資料作

成、計算業務

・建築工事直接工事費内訳明細書

（案）

・建築工事共通仮設費内訳明細書

（案）

⑤積算基準類等に基づく数量調書、内訳

明細書及び関連資料の照査業務

・確認書

新 規 工

事

⑥直接工事費及び共通仮設費に係る見

積もり徴収及び見積もり比較表作成業

務

・専門工事業者の見積書

・見積り比較表

コストに

関する業

務

新 規 工

事

⑦基本設計図に基づく概算コスト積

算方法の提案業務

・提案書

（提案は、基本設計完了時）

⑧基本設計図に基づく概算コストの

提案業務

・提案書

（提案は、基本設計完了時）

⑨実施設計に基づくコスト検討資料

作成業務

・提案書

（提案は、実施設計期間中）

⑩実施設計に基づく補助金申請に係

る積算方法の提案業務

・提案書

（実施設計完了後 3回程度）

変 更 工

事

⑪設計変更内容に対する積算実施対

象項目の提案

・提案書

（提案回数は、変更設計の回数）

⑫スライド条項適用に係る工事出来

高確認調書、残工事率の提案及び単価

検討資料作成業務

・提案書

（提案回数は、スライド適用回数）

別紙２



19

業務内容の解説【建築積算】

業務の内容 解説

①建築工事単価、除却工事単価、地質調

査工事単価に係る資料収集整理、単価

検討資料作成業務

・積算基準類等に基づき、単価作成に必要な資料収集及び整理、並

びに単価（案）検討資料を作成する業務。

②建築工事における直接工事費内訳明細書

作成に係る計算業務

・建築工事直接工事費の内訳明細書（案）を作成する業務。

③建築工事における共通仮設費内訳明細書

作成に係る数量積算、単価検討資料作成、

計算業務

・設計図書に基づき建築工事の積上げ共通仮設費数量積算及び内訳

明細書（案）を作成する業務。

④軽微な建築工事における内訳明細書作成

に係る数量積算、単価検討資料作成、計算

業務

・軽微な工事における建築工事の直接工事費数量積算及び内訳明細

書（案）を作成する業務。

⑤積算基準類等に基づく数量調書、内訳明

細書及び関連資料の照査業務

・直接工事費の数量調書、内訳書、代価、見積り比較表等について

設計図書及び積算基準類等との適正を照査する業務。

⑥直接工事費及び共通仮設費に係る見積も

り徴収及び見積もり比較表作成業務

・直接工事費、共通仮設費の算定に係る専門工事業者へ見積り徴収

を行い、見積価格の比較表を作成する業務。

⑦基本設計図に基づく概算コスト積算方

法の提案業務

・基本設計図書に基づく概算コスト算定方法（類似物件比準、略積

算など）の検討提案する業務。

・提案時期は、基本設計完了時

⑧基本設計図に基づく概算コストの提案

業務

・上記⑦概算コスト算定方法（案）に基づき概算コスト（案）を提

案する業務。

・提案時期は、基本設計完了時

⑨実施設計に基づくコスト検討資料作成

業務

・実施設計に基づく内訳明細書（案）による部位・部分別等のコス

ト検討資料を作成する業務。

・提案時期は、実施設計期間中

⑩実施設計に基づく補助金申請に係る積

算方法の提案業務

・補助金申請に係る積算上必要となる設計図書（補助対象区分、年

度区分等）の確認及び積算方法を提案する業務。

・提案回数は、実施設計完了後、3回程度

⑪設計変更内容に対する積算実施対象項

目の提案

・履行中工事において、設計変更項目ごとに積算実施する項目を選

択提案する業務

・提案回数は、変更設計の回数

⑫スライド条項適用に係る工事出来高確

認調書、残工事率の提案及び単価検討資

料作成業務

・スライドに係る工事出来高確認調書の確認項目の提案及び機構が

確認した出来高確認調書に基づき残工事率を提案する業務。

・スライドに係る単価作成に必要な資料収集及び整理、並びに単価

（案）検討資料を作成する業務

・提案回数は、スライド適用の回数
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業務の内容 【造園】

区分 業務の内容 成果品

Ⅰ．設計図書照合及

び改善提案業務

①造園基本設計図書の照合業務及び改善提案

業務

設計図書確認書

改善提案報告書

②造園実施設計図書の照合業務及び改善提案

業務

設計図書確認書

改善提案報告書

③造園変更実施設計図書の照合業務及び改善

提案業務

設計図書確認書

改善提案報告書

④景観ガイドライン作成に係る屋外計画資料

整理及び照合業務

屋外計画コンセプト図

イメージスケッチ集

設計図書確認書

⑤設計数量・出来高数量の集計に関する資料

の作成、データベース管理業務及び改善提案

業務

ｸﾞﾘｰﾝ購入法集計資料

ﾏﾃﾘｱﾙﾌﾛｰ集計資料

建設副産物集計資料

コスト縮減整理資料

屋上緑化実績集計資料

GBS 実績集計資料

CO２固定量算定資料

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理作業報告書

改善提案報告書

⑥造園設計技術 PR 資料の作成 外部発表用 PR 資料

⑦団地概要データベース資料の更新及びデー

タベース管理業務
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理作業報告書

⑧竣工写真撮影及びデータベース管理業務

屋外竣工写真

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理作業報告書

⑨事業計画段階における造園関係の検討資料

の確認及び改善提案

図書確認報告書、改善提案報告

書

Ⅱ．設計工程に係る

照査及び改善提案業

務

①設計マスタースケジュールに基づくリミッ

ト工程管理の照合及び改善提案業務

スケジュール確認書

改善提案報告書

②設計段階・工事段階における総合設計調整

会議及び専門分野別設計調整会議での議事録

作成及び改善提案業務

議事録報告書

改善提案報告書

別紙３
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Ⅲ．積算に関する業

務

①積算基準額等に基づく内訳書及び関連資料

の照査業務
積算業務確認書

②造園工事諸経費動向調査の取り纏め、照査

業務

諸経費動向調査表

照査確認書

③補助金要望にかかわる補助区分別金額算定

に関する資料の作成業務

補助金要望額計算書

計算根拠諸額

④資産計上、償却資産算出にかかわる項目別

金額の算定に関する資料

資産計上、償却資産計算書

計算根拠書類

⑤軽微な造園工事に関する積算書作成 内訳書、数量計算書等

Ⅳ．申請図書の照合、

編集及び改善提案業

務

①緑化・移管公園申請図書の照合業務 申請業務確認書

②緑化・移管公園申請図書の保存等に関する

業務
申請業務確認書

③緑化・移管公園等申請手続き及び改善提案

業務

申請業務確認書（日報）

改善提案報告書

④緑化・移管公園等変更・完了申請書の作成、

申請手続き及び改善提案業務

変更申請書・完了届

申請業務確認書（日報）

改善提案報告書

⑤各種申請届出等の必要項目確認補助業務 届出等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

Ⅴ．募集に係る業務

①募集パンフレットに係る版下照合業務 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ版下確認書

②共益費算定に関する根拠資料作成 共益費算定資料

Ⅵ．設計図書保存及

び引継ぎに係る編集

業務

①移管引継関連書類作成及び体裁編集業務 作業報告書

②図面保存、pdf 化に伴う内容確認及び資料

整理
作業報告書

Ⅶ.保管図書サポー

ト業務

①中層 EV 設置に伴う基礎資料の追加収集及

び現地照合確認業務
作業報告書
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業務内容の解説

Ⅰ ①

②

③

設計図書の照合業務及び

改善提案業務

設計図書について、建築・機械設備・電気設備・工区土木

の各設計図書との整合性と標準図集、工事特記仕様書、工

事共通仕様書、施工関係基準を参照し適合しているか照合

する業務。また、変更設計図書については、変更指示書（報

告協議書を含む）の内容を照合する業務。

整合が確認されなかった項目についての、設計の品質確

保、工事費削減、瑕疵防止、不要な設計変更低減等に資す

る提案を行う業務。

④ 景観ガイドライン作成に係

る資料作成及び照合作業

ガイドラインの体裁にあわせ、既往資料を抜粋、再加工に

よりガイドラインの一部を作成する。また他職種作成資料

との整合を確認照合する業務。

⑤ 設計数量・出来高数量の集計

に関する業務

各種資料の要求する数量を図面や積算書などから拾い出

し、指定書式に入力、集計する業務。

⑥ 造園設計技術ＰＲ資料の作

成

学会への投稿資料、公共団体が公募する各種賞等の応募資

料を作成する業務。

⑤

⑦

⑧

データベース管理業務 作成した成果品のデータを指定のデータベースに入力し、

データの集積を行う業務。

⑧ 竣工写真撮影業務 仕様書に記載された団地等について、季節毎の屋外景観写

真の撮影と写真デジタルデータの整理を行う業務。

(4回/年：1団地１回当り20枚程度の写真撮影)

⑨ 事業計画段階における造園

関係の検討資料の確認及び

改善提案

事業化検討段階の造園に関連する各種資料（前提条件、コ

ンセプト図面、法令整合、コスト、スケジュール）の内容

確認及び不備事項の改善提案

Ⅱ ① 設計マスタースケジュール

に基づくリミット工程管理

の照合及び改善提案業務

設計マスタースケジュール（設計上、積算上、工事上のイ

ベントポイントと各工程の必要日数を明確に示したもの）

に基づき、工程毎に遅延がないか確認を行い、実施工程と

の間に乖離がある場合には、その対策の提案を行う業務。

② 設計段階・工事段階における

総合設計調整会議及び専門

分野別設計調整会議での議

事録作成及び改善提案業務

①基本設計段階における会議（全体、計画、管理）及び   

専門分野別打合せ（意匠、土木、設備、造園）

②実施設計段階における会議（全体、計画、管理、）及び  

専門分野別設計打合せ（意匠、土木、設備、造園）

③工事段階における打合せ及び会議（設計説明、設計変更、

入居対策会議等）

上記での議事録作成と懸案事項の改善提案を行う業務。

Ⅲ ① 積算基準類等に基づく内訳

書及び関連資料の照査業務

積算要領、積算の手引き、単価表等にもとづき、内訳書、

代価書、関連資料（根拠図、材料計算、数量計算、見積も

り）の項目構成や施工条件等を確認。また相互の整合確認

を行う。
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② 造園工事諸経費動向調査の

照査、入力業務

諸経費動向調査資料を記入チェックマニュアルに従い、照

査及び必要事項を入力する業務。

③ 補助金要望にかかわる補助

区分別金額算定に関する資

料作成業務

補助金要望項目もしくは対象部位別に、数量分割を行い、

積算システムに入力することで、補助要望の根拠資料を作

成する。

④ 資産計上、償却資産算出にか

かわる項目別金額の算定に

関する資料作成業務

積算内訳書を指定の各項目毎に分別集計し、資産計上又は

償却資産算出に必要な根拠資料を作成する。

⑤ 軽微な造園工事に関する積

算書作成

軽微な工事での積算書の作成（内訳明細書、数量計算、見

積もり検討）一式及び比較的作業量の少ない軽微な積算修

正（スライド積算に伴う単価入替作業等）を行う業務。

Ⅳ ① 申請図書の照合業務 緑化・開発関連条例等を参照し、申請図書が規準に適合し

ているか照合する業務。

② 申請図書の保存に係る業務 各種申請図書及び申請履歴の整理ファイリング業務

③ 当初申請手続き及び改善提

案業務

緑化・開発関連条例の当初申請書を提出、軽微な図面修正

を行う業務。あわせて指摘事項等の協議録を作成。

(当初申請：県・市各4回/件程度の公共団体への提出)

④ 変更・完了申請手続き及び改

善提案業務

緑化・開発関連条例の変更申請書又は完了届を提出、軽微

な図面修正を行う業務。あわせて指摘事項等の協議録を作

成。 (変更又は完了申請：県・市各2回/件程度)

⑤ 各種申請、届出の必要項目確

認補助業務

申請、届出等チェックリストにもとづき、必要となる届出等

に漏れが無いかの確認を行う。

1) 設計中物件：設計者から提出されたﾁｪｯｸﾘｽﾄの確認

2) 工事中物件：工事監理者(施工者)から提出されたﾁｪｯｸﾘ

ｽﾄの確認

Ⅴ ① 募集パンフレットに係る版

下照合業務

最新の変更内容を踏まえた資料から募集パンフレットとの

整合を確認し、修正内容を版下に明記する。

② 共益費算定に係る根拠資料

作成

積算内訳書及び図面から必要な項目の数量を拾い出し、共

益費算定のための基礎資料を作成する。

Ⅵ ① 移管引継ぎ関連書類の作成

及び体裁編集業務

引継ぎ用図面と書類のリストを作成し、インデックス付き

ファイリングなどにより、体裁の編集を行う業務。

② 図面保存、PDF 化に伴う内容

確認及び資料整理

設計図面の落丁や内容確認を行い、電子データ化できる状

態に図面を整理する業務。またあわせて付属資料整理と提

出リスト作成を行う。

Ⅶ ① 中層 EV 設置に伴う基礎資料

の追加収集及び現地照合確

認業務等

住宅経営部から受領した資料の過不足確認及び現地照合

を行い、必要に応じて全体調整会議に出席し、議事録など

を作成し、課題整理を行う。
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貸与品リスト

品名 数量 引渡場所 引渡時期

公共住宅建設工事共通仕様書

ストック

設計部内
H29.４

都市再生機構工事特記基準

公共住宅標準詳細設計図集

住宅性能水準

募集パンフレット作成の手引き

2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書

建築構造設計要領・同解説

高層鉄筋コンクリート造設計指針

壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針

中高層壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計指針

地震力に対する建築物の基礎の設計指針

トラス筋内蔵プレキャスト合成床版トラス筋内蔵プレキャストＥ

ＰＳボイド合成床版構造設計・施工指針（案）

建築関係法令集

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針

同解説

既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指

針 同解説

機構住宅耐震診断マニュアル（案）平成 18年 12 月

機構住宅耐震改修設計マニュアル（案）平成 18年 12 月

機構中層ラーメン構造住棟の耐震安全性評価指針（案）・同解説

スラブ振動を考慮した長大住棟の耐震性評価に関するガイドライ

ン（案）

修繕等実施基準

保全工事マニュアル

機械設備設計標準部品図集

機械設備設計標準部分詳細図集

公共住宅機械設備工事積算基準

機械設備設計指針

電気設備標準詳細設計図集（ＥＦ・ＥＬ・ＥＣ）

公共住宅電気設備工事積算基準

電気設備設計指針

公共住宅建築工事積算基準

建築工事積算特記基準

造園施設標準設計図集

造園施設設計資料集

造園施設参考設計図集

基盤整備工事共通仕様書

土木・造園工事積算要領

別紙５



【参考】都市機構における設計業務の主な業務の概要

(1)建築設計に関する業務 (5)設計段階における会議

(6)施工段階における会議

(2)積算に関する業務

(3)申請等に関する業務

(4)設計調整等に関する業務

参考：機構で行う会議

別紙６

設計検討会議
「設計･木軸・仕上チェックリスト・シート」のチェックを行い、
工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議

工事の着手・施工に当り、適用を受ける関係法令等の定める届出手
続き（工事請負者の行うものを除く）を行う。

工程管理 工事の施工に当り、設計工程上の管理を行う。

プロット報告会議

現地調査

設計変更

積　算

設計内容、工事進捗等に関する質疑応答を行う会議

設計意図について、設計者から工事監理者及び工事請負者に説明を
行う会

基本設計
計画諸元に基づき、建物配置、住棟計画、構造検討、付属建物、供
給処理計画、色彩計画他の基本設計図を作成する。

実施設計 工事用の実施設計図面（意匠図、構造図）を作成する。

機構業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、実施
設計前に審議を行う。

商品企画Ｂ会議

基本・実施設計段階において、設計の方針、技術的事項について、
全職種間の横断的な調整等を行う。

設計説明会

構造会議
設計段階の工程に基づき技術的事項について、構造単独で実施する
調整等会議。

機構内業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、基
本設計前に審議を行う。

供給開始前に建物及び屋外の設えについて、工事監理部門及び住宅
管理部門と合同で検討する会議

商品企画Ａ会議

設計ﾏｽﾀｰｽｹｼﾞｭｰﾙに基づき、設計・工事段階の工程の実施工程との
乖離状況の把握及び手戻り防止の観点からの調整等を行う。

基本・実施設計段階において、設計意図や技術的事項について、必
要な職種間の調整等を行う。

平面詳細図、展開図及び天井伏図等にて各種設備機器と建築の納ま
りについて報告する会議

設計・工事定例調
整会議

設計調整
工事施工に当り、設計図書に基づき工事監理者及び工事請負者と設
計品質確認等を行う。

入居対策会議

先行住宅の間仕切り工事施工時点において、工事監理部門及び住宅
管理部門と合同で検討する会議

先行住宅の仕上げ工事施工時点において、工事監理部門及び住宅管
理部門と合同で検討する会議

木軸検討会議

ﾘﾐｯﾄ工程会議

基本設計に先立ち、大枠での設計条件、商品企画他について、立案
を行う。

実施（変更）設計図を元に積算基準に基づき積算内訳書を作成す
る。

工事施工に当り設計仕様等の変更を行い変更設計図を作成する。

図書の編集等
工事の施工に当り、適宜、報告協議書の編集を行い、適切な時期に
対応可能な設計変更図書の作成の為の資料を作成を行う。

設計業務着手前に計画地、周辺状況の確認を行う。

仕上げ検討会議

基本計画

検　査
工事に当り、適用を受ける関係法令等の定める届出手続き（工事請
負者の行うものを除く）を行い、現地検査を受ける。

申　請

専門分野別調整会議

総合設計調整会議
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【参考】設計業務の基本的なフロー　　※ 在来発注方式の場合

月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

△ △

△ ▲

● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲

○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

□ □

□ □

□ □

□ □

◎ ◎

■ ■ ■ ■ ■ ■

◎ ◎

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

設
計
業
務
の
フ
ロ
ー

会
議
等

業
務
の
遂
行
時
期

（設計段階）

基本計画 基本設計(建物) 実施設計(建物)

商品企画A会議 商品企画B会議

法申請

事前審査 本審査(適判含む)

工事発注手続き

入札・工事契約 工事完成

工事期間(建物)▼

設計変更

▼

設計変更

建築設計に関する業務

積算等に関する業務

法申請等に関する業務

設計調整等に関する業務

設計説明会

プロット報告会議

木軸検討会議

仕上検討会議

入居対策会議

意匠 意匠

設備

構造構造

設備

積算

現地調査 設計会議A
(専門分野別調整)

設計会議B
(全体調整)

設計会議A

設計会議B 設計会議B

計画変更

特定工程中間検査

計画変更

完成検査

設計評価申請 設計評価取得

建設評価申請 建設評価取得

募集・モデル
ルーム公開

入居・
管理開始

基本設計(造園)

工事期間(造園)

実施設計(造園) 入札・工事契約 工事完成

設計会議B設計会議B

リミット工程会議

リミット工程会議（工事段

設計検討会議
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別紙6
【参考】設計業務の基本的なフロー　　※ 設計・施工一括発注方式の場合

月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

△ △

△ ▲

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

□ □

□ □

□ □

□ □

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

◎ ◎ ◎ ◎

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

（設計段階）

設
計
業
務
の
フ
ロ
ー

会
議
等

業
務
の
遂
行
時
期

基本計画 基本設計(建物) 目標工事費算定設計(建物)

商品企画A会議 商品企画B会議

工事契約 工事完成

工事期間(建物)
▼

設計変更
▼

設計変更

建築設計に関する業務

積算等に関する業務

法申請等に関する業務

設計調整等に関する業務

設計説明会

プロット報告会議

木軸検討会議

仕上検討会

入居対策会議

工事発注手続き

請負者実施設計(建物)

法申請

事前審査 本審査(適判含む)

入札

積算

意匠

設備

構造

設備

構造

意匠 意匠

構造

設備

現地調査
設計会議A

(専門分野別調整)

設計会議B
(全体調整)

設計会議A

設計会議B

設計会議A

計画変更 計画変更

特定工程中間検査 完成検査

設計評価申請 設計評価取得

建設評価申請 建設評価取得

募集・モデル
ルーム公開

入居・
管理開始

基本設計(造園) 実施設計(造園)

工事期間(造園)

工事完成入札・工事契約

設計会議B設計会議B

リミット工程会 リミット工程会リミット工程会リミット工程会
設計検討会議

設計・工事定例調整会議

27


