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I. 設計仕様書（特記共通）

1. 本業務は、本特記仕様書によるほか「保全設計（土木・造園）設計業務等共通仕様書

（平成 24 年 4 月）」により実施する

2. 本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）が発注する次

の設計業務について適用する。

設計名称：Ｈ２９光が丘ＰＴいちょう通り八番街他１団地

環境整備（造園）基本その他設計

履行期間：契約締結の翌日～平成 30年 5 月 31日まで

     （内工期：平成 30年 1 月 31 日 光が丘パークタウン公園南基本設計）

履行場所：東京都練馬区光が丘三丁目 8 他

3. 設計対象内容及び範囲

本設計は基本・特殊設計を対象とし、内容は基本設計（団環）仕様書による。設計

範囲は別紙設計範囲図による。

4. 設計対象団地及び概要

イ) 下記に示す団地の検討作業又は工事の設計を行う。

A) 基本設計

1) 光が丘パークタウンいちょう通り八番街（一般団地）

2) 光が丘パークタウン公園南（一般団地）

B) 特殊設計

1) 光が丘パークタウン（光が丘地区）全体に係る団地サインの配置計画と

サイン案作成業務

ロ) 作成する設計図書等については、各仕様書によるものとする。なお、図面等は機

構所定の様式によるものとし、請負者の負担により購入するものとし、図面には

設計事務所名を記載及び設計責任者印を表紙図面に押印するものとする。

ハ) 設計の履行にあたっては、法令及び条例等関係諸法令を遵守するものとする。

5. 受注者は当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性をもって設計を行う

ものとする。

6. 受注者は設計の履行中において、担当職員から設計図書（複写）の提出を求められた

ときは、その都度提出するものとする。

7. 受注者は設計図書の引渡し後において、設計図書に誤記が認められ、担当職員がその

修正を請求したときは請負者の負担において速やかに修正するものとする。

8. 設計担当専門技術者は、設計内容に基づき以下の専門分野毎に配員すること。

【造園】【電気設備】【機械設備】

再委託する場合は下記による。

１）土木設計業務請負契約書（以下、「契約書」という。）第 8 条第 1 項に規定する「主
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たる部分」とは、次に掲げるものをいう。

イ) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

ロ) 解析業務における手法の決定及び技術的判断

ハ) 設計の中核となる図案の作成

ニ) 打ち合わせ及び内容説明

２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模

型製作などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。

３）受注者は１）、２）に規定する業務以外の再委託にあたっては、あらかじめ別添様

式第 22－１号(ﾎ)により下請負等願書再委託（変更等）承諾申請書を提出し承諾を

受けなければならない。また、再委託する場合は、下請負等願書再委託（変更等）

承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。

なお再委託する場合の委託先については、下記の資格等を有すること。

① 建築設計

ｲ） 建築士法（昭和 25年法律第 202 号）による 1級建築士の免許を受け

ている者。

② 機械設備

ｲ） 設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士のいずれかの

資格を有した者がいること。

ﾛ） ロ 過去 10 年以内に機構または公的機関における共同住宅の機械設

備改修設計の実績を 5 件以上有していること。

③ 電気設備

ｲ） 設備設計一級建築士、技術士（電気電子）、建築設備士のいずれかの

資格を有した者がいること。

④ 土木設計

ｲ） 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、ＲＣＣＭのいずれかの資

格を有したものがいること。

ﾛ） 過去１０年以内に機構又は公的機関における共同住宅の屋外付帯改

修工事に関する設計の実績を有していること。

9. 契約書第 12条第 1 項の規定に基づき、受注者は照査技術者を定めること。なお、管理

技術者と照査技術者は、兼ねることができない

10. 受注者は、契約締結後 15 日以内に設計業務に着手し、業務計画書を提出しなければな

らない。

11. 機構から受注者へ貸与する物品等（以下、「貸与品」という。）は次の通りとする。

ｲ） 品名、数量等 （☑のついたもの）

☑団地平面図、配置図 一式 □土木工事材料、労務単価表 一式

□確定測量図 ☑樹木、地被類調査台帳 一式
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☑既設構造物等設計図書 一式 ☑土木、造園原設計図書 一式

☑保全工事積算要領 一式 □電気設備原設計図書 一式

□基本計画成果品 一式 □基本設計成果品 一式

☑土木・造園工事積算運用事項集 一式 □修繕等実施基準 一式

□整備基準 一式 □都市再生機構積算特記規準

□遊具の運用事項書（平成 29年 5 月版） ☑法令チェックシート（平成 29年 5 月版）

☑光が丘ＰＴ公園南基本設計成果品（Ｈ28 年度）

ﾛ） 引渡し場所

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部ストック設計部ストック設計第

2 課

ﾊ） 引渡し時期

契約締結以降必要の都度。

12. 購入を要する資料

 基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 平成 28 年度版

 保全工事共通仕様書 平成 29 年版

 土木・造園工事積算要領 平成 28 年版

 土木工事標準設計図集 平成 24 年版

 造園施設標準設計図集 平成 24 年版

 撤去・移設等標準設計図集（土木造園編） 平成 11 年版

 保全工事積算基準 造園 平成 27 年 4 月 1 日版

 電気、設備、建築については必要に応じて購入すること。

13. 受注者は機構からの貸与品を担当職員に無断で外部への持出し、閲覧、複写又は譲渡

してはならない。

14. この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員

と協議するものとする。

15. 本業務を遂行する上で、知り得た機密を要する事項については、他に漏洩しないよう

細心の注意を払うこと。

16. 受注者は設計の各段階における案の作成時及び特に必要に認められるときには、担当

職員と十分協議の上、確認を受けるものとする。特に、修繕の範囲については、事前

に現地調査報告書を提出し、担当職員の了解を得ること。また、協議内容については、

その都度、記録を整理し、担当職員に提出するものとする。

17. 設計業務実績データ（ＴＥＣＲＩＳ）の情報提供について

「調査設計実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）」［ＪＡＣＩＣ（㈶日本建築情報総合セ

ンター）℡03-3505-2981］の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、「業務カルテ受領

書」の写しを担当職員に提出しなければならない。なお、各々の提出期限は、以下の



5

通りとする。

ｲ） 受注時登録データ→契約締結後 10 日以内。

ﾛ） 完了時登録データ→業務完了後 10 日以内。

ﾊ） 受注時登録データの内容変更があった場合→変更契約締結後 10日以内。

18. 設計図書の提出

設計が完了したときは、完了届・引渡書・納品書を各 2 部と請求書 4 部を設計図書一

式と共に提出する。修正を必要とするときは、所要の修正を行い再提出の上、完了検

査を受け、設計図書を引渡すものとする。

19. 業務成績評定

本業務については、業務成績評定の対象業務として業務完了後、業務成績評定点を

通知する。付与した業務成績評定点は将来業務発注時に価格以外の評価項目として使

用することがある。また、60 点未満の業務成績の通知を受けたものについては当該業

務成績の通知日から起算して１年を経過するまでの間、「平成 29・30 年度コンサルタ

ント等業務希望調査の実施について」にて提出された調査資料は競争参加者の指名の

基礎資料としない。

20. 特記事項

ｲ） 積算企画書の作成および照査にあたっては、主任技師の承認を得て決裁すること。

主任技師：大卒後 18年以上相当の能力のあるもの。

ﾛ） 建築基準法及び関連法令を遵守して設計図書を作成する。
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II. 基本設計特記仕様書

1. 基本設計の目的

本設計業務は、既存団地の屋外環境について、社会環境の変化に対応すると共に、

居住水準の向上を図るために、総合的かつ計画的に実施する屋外環境整備を行うた

めの整備方針の策定に関する事項（現況、社会的ニーズ、団地別整備方針等）を整

理し、整備計画を立案し、実施設計を行うための諸条件を整理することを目的とす

る。

機構賃貸住宅の①不動産競争力・商品価値回復向上、新規顧客への訴求・満足度

向上・退去抑制・定住率向上、②資産適正管理（経年劣化陳腐化抑制、安全性耐久

性メンテナンス性向上）、を目的に、屋外再整備の設計を行う。

尚、実施に当たっては、①再投資効果最大化の為のイニシャルランニングコスト

縮減の視点（優先順位・効率性・重点化）、②居住中団地内である立地特性の視点（騒

音振動削減・工期短縮・仮設安全対策）、③周辺地域との関係性改善や持続的発展性

確保を考慮した設計とする。

なお、建築基準法 86条の変更を伴わない計画とすること。

2. 基本設計の業務内容

ｲ） 光が丘パークタウンいちょう通り八番街

いちょう通り八番街は昭和 60 年度に管理開始、西隣地には分譲団地が並ぶ 409

戸の団地である。最寄り駅からの動線に配慮し、住棟エントランスまわりと団地

入口のイメージアップおよび、団地の価値を高める空間整備を行うことを目的と

して、造園基本設計を行う。

なお屋外照明について照度調査を行い、安全に配慮した照明計画を行うこと。

① 現況調査項目

1) 自転車置場

･保有台数、利用状況（平日・休日・夜間及び来客・来院者の利用状況）、傷み具

合、（錆、塗装）補修または交換状況

2) ゴミ置場

･収集方式の変更（資源、粗大）の有無、傷み具合、不法投棄状況

3) 駐車場

･空き状況、待機者数、路駐状況

･仮設駐車場設置可能位置の想定

4) 通路

･経年変化による動線の変化状況

･通路の傷み具合（クラック、沈下、不陸）

･段差解消及びバリアフリー化状況と健常者の動線の状況

5) 樹木（現地に存する面・線・点的なみどりについて周辺地域及び団地の景観
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及び、生物多様性的な価値を踏まえたうえで、下記の調査を実施する。

･優良樹木及び支障樹木の選定（位置、樹種、規格の確認）

･高木、低木、生垣、芝生、裸地の状況把握（土質、剪定、樹勢）

・植栽基盤調査（長谷川式検土杖 透水試験）

6) 道路

･消防上の問題（寄付き、活動空地）

･夜間の路上駐車状況及び対策(規制、幅員変更）

7) 階段室入口周り

･段差、傷み具合

8) 屋外照明

･周辺施設の動線検討と防犯に配慮した照度、位置、容量の確認

9) 案内板、掲示板、フェンス、車止め、手摺などの工作物

･数量、位置、傷み具合（錆、塗装、基礎天端割れ等）

10) 擁壁

･危険度、高さ、位置、仕様の確認

11) 地下埋設物調査

･既存資料を基に汚水、雨水、電気、電話、ガス、水道その他地下埋設ルートの

確認

② 基本設計の提出図書

設計図書の種類 縮尺等 規格 備 考

基
本
設
計
図
書

①全体平面図（協議用・決定版）着色 1：200～500 A1/A2

②施設計画平面図（施設構造物） 1：200～500 A1/A2

③給排水等埋設部平面図 1：200～500 A1/A2

④植栽計画平面図（高木） 1：200～500 A1/A2

⑤植栽計画平面図（低木） 1：200～500 A1/A2

⑥樹木伐採・移植・保存平面図 1：200～500 A1/A2

⑧部分平面図及び主要詳細図 1：50～100 A1/A2

⑨照明計画平面図 1：200～500 A1/A2

⑪工区割全体平面図 1：200～500 A1/A2

工
事
費
概
算

①概略構造計算書等設計資料 A４

②概算数量計算書及び算出根拠 A4/A3

③工区割案、工区別概算書 A4

④概算数量内訳書 A4

そ
の
他
資

料

①基本設計報告書 A4

②住まいセンター等説明書等 A4

③自治会説明用資料 A1/A3
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④打合せ記録簿 A4

⑤費目別集計表 A4

⑥フォトモンタージュ A4

⑦照明灯提案及びコストパフォーマンス表 A4

⑧土壌改良提案書 A4

⑨いちょう通り八番街サイン提案書 A4

1) 提出部数

・基本設計図その他資料は原図 1 部及び焼き図 1 部を同一図面ファイルに収納して

提出。

・設計説明書等は原図を 1 部Ａ４ビニールファイルに収納して提出。

提出する設計図書一式については、デジタルデータ（CAD、PDF データ）も、併せ

て納品することとする。データのファイル形式については、別途調査職員と打合

せのうえ、決定する。

ﾛ） 光が丘パークタウン公園南

公園南は昭和 57 年度管理開始されて以降、約 34 年が経過している。今回、平

成 30 年 10 月に外壁修繕工事およびエントランス等共用部の改善工事が完了する

予定である。外壁、共用部改修とトータルにコーディネートする屋外環境につい

て検討・提案等を取りまとめ、造園基本設計を行う。なお、先行する別途委託の

外壁修繕その他設計のコンサルタント及び機構の各職種担当者とデザイン調整会

議に参加し、管理サービス事務所を含む団地の顔から住棟の顔までのトータルコ

ーディネートが図れるよう設計すること。（Ｈ28 年度に完了した「光が丘ＰＴ公園

南他 1 団地基本実施その他設計」の基本設計の見直しを行う。）

① 現況調査項目

12) 自転車置場

･保有台数、利用状況（平日・休日・夜間及び来客・来院者の利用状況）、傷み具

合、（錆、塗装）補修または交換状況

13) ゴミ置場

･収集方式の変更（資源、粗大）の有無、傷み具合、不法投棄状況

14) 通路

･経年変化による動線の変化状況

･通路の傷み具合（クラック、沈下、不陸）

･段差解消及びバリアフリー化状況と健常者の動線の状況

15) 樹木（現地に存する面・線・点的なみどりについて周辺地域及び団地の

景観及び、生物多様性的な価値を踏まえたうえで、下記の調査を実施する。

･優良樹木及び支障樹木の選定（位置、樹種、規格の確認）
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･高木、低木、生垣、芝生、裸地の状況把握（土質、剪定、樹勢）

・植栽基盤調査（長谷川式検土杖 透水試験）

16) 道路

･消防上の問題（寄付き、活動空地）

･夜間の路上駐車状況及び対策(規制、幅員変更）

17) 階段室入口周り

･段差、傷み具合

18) 屋外照明

･照度、位置、容量の確認（周辺施設の動線検討と防犯に配慮して行う）

19) 案内板、掲示板、フェンス、車止め、手摺などの工作物

･数量、位置、傷み具合（錆、塗装、基礎天端割れ等）

20) 擁壁

･危険度、高さ、位置、仕様の確認

21) 地下埋設物調査

･既存資料を基に汚水、雨水、電気、電話、ガス、水道その他地下埋設ルートの

確認

② 基本設計の提出図書

設計図書の種類 縮尺等 規格 備 考

基
本
設
計
図
書

①全体平面図（協議用・決定版）着色 1：200～500 A1/A2

②施設計画平面図（施設構造物） 1：200～500 A1/A2

③給排水等埋設部平面図 1：200～500 A1/A2

④植栽計画平面図（高木） 1：200～500 A1/A2

⑤植栽計画平面図（低木） 1：200～500 A1/A2

⑥樹木伐採・移植・保存平面図 1：200～500 A1/A2

⑧部分平面図及び主要詳細図 1：50～100 A1/A2

⑨照明計画平面図 1：200～500 A1/A2

⑪工区割全体平面図 1：200～500 A1/A2

工
事
費
概
算

①概略構造計算書等設計資料 A４

②概算数量計算書及び算出根拠 A4/A3

③工区割案、工区別概算書 A4

④概算数量内訳書 A4

そ
の
他
資
料

①基本設計報告書 A4

②住まいセンター等説明書等 A4

③自治会説明用資料 A1/A3

④打合せ記録簿 A4

⑤費目別集計表 A4
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⑥フォトモンタージュ A4

⑦照明灯提案及びコストパフォーマンス表 A4

⑧トータルコーディネート報告書 A4

⑨公園南サイン提案書 A4

⑩管理サービス事務所サイン提案書 A4

1) 提出部数

・基本設計図その他資料は原図 1 部及び焼き図 1 部を同一図面ファイルに収納して

提出。

・設計説明書等は原図を 1 部Ａ４ビニールファイルに収納して提出。

提出する設計図書一式については、デジタルデータ（CAD、PDF データ）も、併せ

て納品することとする。データのファイル形式については、別途調査職員と打合

せのうえ、決定する。

III.特殊設計

1. 業務内容

【光が丘パークタウン（光が丘地区）全体に係る団地サインの配置計画と

サイン案作成業務】

光が丘パークタウン内の管理サービス事務所は公園南に隣接する 1 箇所のみであるが、

光が丘駅から離れており、南北を都道、東西を区立公園に区切られているため、利用者

にとって分かりにくい状況となっていることから、その改善のための案内サイン計画を

実施する。

光が丘パークタウン内の対象団地（賃貸 6 団地）から管理サービス事務所、光が丘駅

から管理サービス事務所への歩行者動線をルートセンサス（ラインセンサス）法により

調査・解析（平日休日の 2 回、通勤・通学・買い物等の時間を含むこと）したうえで、

最も効果的な誘導サイン設置位置と種類、個数等を計画する（設置位置はＵＲ敷地内と

する）。なお、設置する誘導サインについては光が丘パークタウン（光が丘地区）全体の

イメージアップにつながるデザインを提案すること。また、段階的な設置となることか

ら、継続して同じものを供給できるようなデザインとし、制作図の作成と 1 基あたりの

単価を積算すること。

また、上記の調査に基づいて対象団地（賃貸 6 団地）から管理サービス事務所、光が

丘駅から管理サービス事務所への歩行者動線（最短ルート、バリアフリールート）を記

載した既存案内図の板面改修のための版下作成を行うこと。

2. 提出図書

イ) 報告書

ロ) サイン計画
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① サイン配置計画図（光が丘パークタウン（光が丘地区）全体・着色）

② サイン版下（上記①サイン配置計画図に基づき、設置位置毎に作成する。）

③ サイン制作図

3. 提出部数

イ) 報告書                     1 部

ロ) サイン計画 ＣＡＤデータ（ＤＷＧ又はＤＸＦ）、ＰＤＦその他及びコピー原図各

1 部

4. その他

現地写真撮影を実施し、報告書に掲載する。

IV. スケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

公園南

いちょう通

り八番街

サイン計画

現地調査・コンセプト作成

現地調査・トータルコーディネート基本設計

デザイン調整会議（仮）

現地調査・基本設計

配置図・制作図作成

1 部完成
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V. 案内図

◆いちょう通り八番街
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◆公園南
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◆光が丘パークタウン管理サービス事務所と団地位置（光が丘地区）

①~⑥の各団地から管理サービス事務所、光が丘駅から管理サービス事務所への歩行者動線

を調査範囲とする。      

地図使用承認©昭文社第 56G107号



15

別添様式第22－１号(ﾎ)

平成○年○月○日

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 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、氏名）

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○

△△株式会社

再委託業務の内容 上記業務の小構造物設計計算、図面作成（平面図、縦断図、

横断図、小構造物詳細図）および数量計算

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）

小構造物設計計算、図面作成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する。

（再委託の相手方の選定理由）

△△株式会社は、平成10年より弊社の道路設計業務の図面

作成、数量計算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、上記業務の同種、類似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、成果の品質向上に視すること

が期待できるため。
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