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木津南地区外Ⅲ-93街区整備実施設計その他業務

特 記 仕 様 書

第１章 総    則

第１条 適 用

本特記仕様書は「木津南地区外Ⅲ-93 街区整備実施設計その他業務」（以下「本業務」という。）

に適用する。

本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書によるほか、土木設計業務等共通仕様書及び

調査員の指示による。

第２条 設計範囲

設計範囲は、別紙「位置図」に示す範囲とする。

第３条 履行期間

履行期間は、契約の翌日より平成２８年５月３１日までとする。

第４条 管理技術者

管理技術者は、技術士（建設部門もしくは上下水道部門）の資格を有する技術者、あるいは

シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という）の資格保有者（道路部門も

しくは下水道部門）とする。

第５条 照査技術者及び照査の実施

請負者は、本業務請負契約書第１２条の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め都市機構

に通知するものとする。

照査技術者は、技術士（建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは

ＲＣＣＭの資格保有者（道路もしくは下水道部門）とする。

照査の結果については、別に定める「土木工事設計照査要領（案）」に基づき実施し、照査報

告書をとりまとめ、提出するものとする。

第６条 打合せ

１ 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査員は常に密接な連絡をとり、

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請負者が打合せ

記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
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２ 設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査員は打合

せを行うものとし、その結果について請負者が書面（打合せ記録簿）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、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査員と協

議するものとする。

第７条 業務計画書

１ 請負者は契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査員に提出しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

・業務概要                  ・実施方針

・業務工程                  ・業務組織計画

・打合せ計画                ・成果品の内容、部数

・使用する主な図書及び基準 ・連絡体制（緊急時含む）

・その他(特記事項)

なお、請負者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計

画について記載するものとする。

第８条 提出書類

請負者は、下記に定める書類を機構に提出すること。

(１)契約締結後１０日以内（各２部）

①着手届 ②管理技術者等通知書 ③業務経歴書 ④業務工程表 ⑤請負金額内訳書

(２)設計完了時（各３部）

①完了届 ②引渡書 ③完了払請求書 ④納品書

第９条 現地踏査

請負者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い、設計業務等に必要な現地の状況を

把握するものとし、現地の状況を示す写真と共にその結果を「現地踏査報告書」としてとりま

とめるものとする。

第 10 条 設計業務等の成果

成果の内容については、次の各号について取りまとめるものとする。

１.設計業務等成果概要書

設計業務等成果概要書は、設計業務等の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、
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検討内容、施工性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。

２.設計計画書等

検討項目は、特記仕様書「第２章 業務内容」によるものとする。

３.設計図書

設計図書は、別に定める「実施設計の手引 第２編 設計図面作成要領（案）」を基本に特記

仕様書「第２章 業務内容」に示す方法等により作成するものとする。

４.数量計算書

数量計算書は、別に定める「実施設計の手引 第３編 数量計算書作成要領（案）」を基本 に

特記仕様書「第２章 業務内容」に示す方法等により工種別、区間別に取りまとめるものとす

る。

５.概算工事費

概算工事費は、調査員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概算数量をも

とに算定するものとする。

６.施工計画書

施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。

・計画工程表 ・使用機械 ・施工方法 ・施工管理

・仮設備計画 ・特記事項その他

第 11 条 再委託

１ 契約書第８条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に揚げるものをいい、請負

者は、これを再委託することはできない。

・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

・解析業務における手法の決定及び技術的判断

・設計の中核となる図面等の作成

・打合せ等

２.請負者は、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あたっては、発注者の承諾を必要としない。

３.請負者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を

得なければならない。

４.請負者は、設計業務等を再委託に付する場合は、書面により協力者との契約関係を明確に

しておくと共に、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計

業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、機構の建設コンサルタント業務等指

名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
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第２章 業務内容

第１条 業務の目的

本業務は、木津南地区Ⅲ-93 街区における、実施設計・検討、都市計画法に基づく開発協議

に要する資料等の作成を行い、別紙位置図に示す箇所〔Ⅲ-93 街区〕の宅地整備（切直し宅地

造成）工事の発注を行うための設計業務を行うほか、Ⅲ-73-1 街区の宅地販売計画のため基本

造成形状の検討、商品企画に向けたプランの立案を行うための設計検討業務である。

また、木津中央地区において、2-63 街区の処分に向けたゾーニング、造成形状の検討、切り

盛りバランスの検討、営業用ツールとしての図面作成を行うほか、1-2-1 街区の一部の用地処

分を行うため、現在設置されている暫定調整池の埋戻し検討、造成形状の検討を行う基本設計

業務を行うものである。

なお、Ⅲ-93 街区については、実施設計等を行うために必要な関係機関(京都府、木津川市、

府警察本部（公安）、消防本部等)との設計・構造協議を行う。

都市計画法に基づく開発行為の協議（許可申請）に係る諸手続（京都府、木津川市）に必要

な申請・協議図書の作成を行い、協議成立（開発許可）までの一切の業務を行う。

尚、開発行為の協議成立（開発許可）までの各種申請・協議等に伴う関係機関との打合せ・

申請手続き、訂正、受領等は、請負者にて主体的に行うものとする。

なお、詳細については以下のとりとする。

１．検討順序及び内容

（１） 木津南地区 Ⅲ-93 街区 実施設計、開発行為の協議（申請）

①基本図面（既存資料） を基に、周辺道路、宅地等を考慮した基本造成レベルの平面プラン、

道路計画、宅地割計画、公園・緑地等の計画を行った後に、実施設計に向けて内容の精査を

行い、開発協議のスケジュールが円滑になるよう、重要ポイント（計画道路配置等）につい

ては事前に関係機関との協議を行うこと。

②今後の宅地販売に向けて最適となる造成計画の検討(現地土地利用状況、擁壁等比較検討資料

含む)等を行い、計画、立案等を行い、商品企画会議用の検討（案）を作成する。

③上記の検討（案）に基に、商品企画会議資料を作成する。

④京都府及び木津川市の宅地開発に伴う諸条例等に対応した開発行為の協議（申請）を行行い、

それぞれの開発行為の協議（申請）に係る諸手続を行う。

⑤宅地造成計画に基づき、関係機関（担当行政、公共施設管理者、管轄警察署、インフラ事業

者等）との協議を行い宅地整備（道路、雨水・汚水、宅地擁壁等）に必要となる各種実施設

計を行う。

⑥工事発注に必要な図書（図面、数量計算書）の作成、実施設計図書を用いて、各種申請・協

議図書、地元説明用資料等のとりまとめを行う。
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（２） 木津南地区Ⅲ-73-1 街区 基本設計

①関係機関（京都府、木津川市）の宅地開発に伴う諸条例等に対応した開発行為の協議（申請）

を行う事を前提とした条件（開発基準、技術基準、各種法令等）の整理を行う。

②周辺道路、宅地等を考慮した基本造成レベルの平面プラン、道路計画、宅地割計画、公園・

緑地等の計画を検討・作成する。

③今後の宅地販売に向けて最適となる造成計画の検討（土地利用、擁壁等が必要となる場合は

比較検討資料含む）等を行い、計画、立案等を行い、商品企画会議用の検討（案）を作成す

る。

④上記の検討（案）に基に、関係機関協議及び営業用資料を作成する。

（３）木津中央地区 2-63 街区 基本設計

①関係機関（京都府、木津川市）の宅地開発に関係する諸条例等を踏まえ、大街区での処分を

前提とした条件（開発基準、技術基準、各種法令、課題事項等）の整理を行う。

②周辺道路、宅地等を考慮した基本造成レベルのゾーニング、平面プラン、道路計画、宅地割

計画、公園・緑地等の計画を検討・作成する。

特に土量バランス、地区境界周辺部の排水処理、各供給処理施設への接続については精度

を高めた検討を実施する。

③今後の宅地販売に向けて最適となる造成計画の検討（土地利用、擁壁等が必要となる場合は

比較検討資料含む）等を実施、計画、立案等を実施する。

④上記の検討（案）に基に、図面、数量計算書等を作成のうえ、当該街区の造成を行う場合の

諸手続き、関係機関との調整期間を考慮したスケジュール表を作成するとともに、営業活動

を円滑に実施するための図面等を含めた関係機関協議及び営業用資料を作成する。

（４）木津中央地区 1-2-1 街区 基本設計

①関係機関（京都府、木津川市）の宅地開発に関係する諸条例等を踏まえ、大街区での処分を

前提とした条件（開発基準、技術基準、各種法令、課題事項等）の整理を行う。

②周辺道路、宅地等を考慮した基本造成レベルのゾーニング、平面プラン、道路計画、宅地割

計画、公園・緑地等の計画を検討・作成する。特に土量バランス、暫定調整池の造成計画、

各供給処理施設への接続、隣接する施設への影響については精度を高めた検討を実施する。

③今後の宅地販売に向けて最適となる造成計画の検討（土地利用、擁壁等が必要となる場合は

比較検討資料含む）等を実施、計画、立案等を実施する。

④上記の検討（案）に基に、図面、数量計算書等を作成のうえ、当該街区の造成を行う場合の

諸手続き、関係機関との調整期間を考慮したスケジュール表を作成するとともに、営業活動
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を円滑に実施するための図面等を含めた関係機関協議及び営業用資料を作成する。

第２条 使用する技術基準等

本業務で使用する技術基準等は次のとおりとし、最新の出版年度のものを使用すること。

１ 関係法令等

・都市計画法 ・宅地造成等規制法

・道路構造令 ・道路法 ・下水道法 ・その他

２ 技術基準等

・都市機構 土木工事標準構造図集

・都市機構 土木工事数量算出要領（案）

・都市機構 基盤整備工事共通仕様書

・都市機構 宅地土工指針

・京都府 都市計画法開発許可申請の実務

・京都府 福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル

・木津川市開発指導要綱

・宅地防災研究会 宅地防災マニュアルの解説、宅地防災技術研修会テキスト

・日本道路協会 道路土工指針、道路構造令の解説と運用、アスファルト舗装要綱

・ぎょうせい 宅地造成等規正法とその解説

・日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説

・その他 調査員との協議等により必要とされたもの

第３条 貸与する資料等

本業務で使用するため貸与する資料等は次のとおりとする。

１ 確定図等

・街区、画地確定図データ

２ 設計図書等

・造成工事の設計等図書（既存資料）

・供給処理施設工事等に用いた図面データ、製冊図面・計算書、設計報告書等（既存資

料）

・他の開発協議図書、宅造変更協議図書等のサンプル（既存資料）

・その他業務遂行に必要と認められたもの
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第４条 調査設計概要

（１）木津南地区Ⅲ-93 街区

１．基本造成(切直し)設計検討   Ａ＝２．３７ｈａ

２．整地実施設計         Ａ＝２．３７ｈａ

３．道路実施設計            Ｌ＝０．７１ｋｍ

４．下水道実施設計       Ｌ＝２．８４ｋｍ

５．上水道基本計画検討         Ｌ＝０．７１ｋｍ

６．擁壁実施設計(1.0m≦H＜2.0m)   Ｌ＝１１６．２ｍ

７．擁壁実施設計(2.0m≦H＜3.0)   Ｌ＝７２１．８ｍ

８．開発申請図書作成及び協議          1 式

９．関係機関協議資料作成及び協議          1 式

10．商品企画会議資料作成及び協議          1 式

（２）木津南地区Ⅲ-73-1街区

１．基本造成検討           Ａ＝ １．４３ｈａ

２．整地基本設計            Ａ＝ １．４３ｈａ

３．道路基本設計                  １式

４．下水道基本設計                １式

５．上水道基本計画検討            １式

６．擁壁基本設計                 １式

７．関係機関事前調整及び営業用資料作成協議   １式

（３）木津中央地区2-63街区

１．基本造成検討            Ａ＝２９．３６ｈａ

２．整地基本設計            Ａ＝２９．３６ｈａ

３．道路基本設計                 １式

４．下水道基本設計                 １式

５．上水道基本計画検討              １式

６．擁壁基本設計             １式

７．関係機関事前調整及び営業用資料作成協議   １式

（４）木津中央地区1-2-1街区

１．基本造成検討            Ａ＝ ７．８２ｈａ

２．整地基本設計            Ａ＝ ７．８２ｈａ

３．道路基本設計                １式

４．下水道基本設計                  １式

５．上水道基本計画検討                 １式

６．擁壁基本設計                １式
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７．関係機関事前調整及び営業用資料作成協議  １式

第５条 調査設計内容

本業務の実施に際し、調査員へ「詳細な業務実施計画書」を下記内容に基づいて作成し、 調

査員の確認を受けること。

１．基本造成（切直し宅地造成）設計検討

・Ⅲ-93 街区    Ａ＝２．３７ｈａ

本業務は、既存資料（過去の工事図面等、貸与資料等）を活用し、基本造成（切直し宅地

造成）設計検討を行う。

(１)設計条件の整理、検討

①地区計画、用途地域等に配慮した土地活用方策の検討

②開発基準(京都府、木津川市)の整理

(２)平面プランの検討

①道路計画（道路配置、道路幅員等）

②宅地計画（画地面積、配置、形状等）

③緑地・公園・広場等の計画

④平面プラン（３～４案）の作成

(３)基本造成計画の検討（切直し）

①造成基本設計、計画平面図、土地利用図の検討

②道路構造検討

③排水検討

④宅地、擁壁検討

⑤造成計画検討プランの作成

⑥概算工事費

⑦比較検討

(４)基本造成計画図の作成（決定案にて）

①造成計画平面図、土地利用計画図

②周辺整備検討計画図

③交差点計画検討

(５)基本造成設計説明書の作成

①各項目別設計及び基本設計全般について、計画意図、考え方、計画原単位等についてまと

める。
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２. 整地実施設計（切り直し造成）

・Ⅲ-93街区    Ａ＝２．３７ｈａ

本業務は、現地踏査を行い、既存資料を活用して整地実施設計を行う。工事契約等に必要な

工事図面の作成及び、積算に必要な数量計算書を作成する。経済性、施工性を十分検討・考慮

すること。構造物残土等を含め検証すること。

(１)基本方針の策定

①基本詳細条件の再整理（貸与資料等）

②事業費の算出

③既住計画の整理

④開発協議の条件整理

⑤現地踏査

(２)造成基本設計

①大街区の切り直し設計

②土地利用計画の検証

・土量バランスの検証

・宅地高さの検証

・道路平面計画及び道路縦断の検証

(３)設計条件の設定

①工事展開方針、近接施工の条件設定

②支障物件対策に係る基本条件の設定

(４)二次整地設計（切り直し造成）

①整地設計

・宅地及び公共施設地盤高の検討設計

・造成宅地の形状、日照条件等の検討設計

②土量配分計画

・土量計算(点高法)

・最適運土計画の作成（土量配分、使用重機、通行不能区分、高所・低所条件等）

③宅地防災設計

・二次防災施設工の検討

④仮設計画検討

・工事車両進入路検討

・防塵、騒音、振動等周辺環境対策検討

・工程管理計画検討
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・既存道路の拡幅及び取合い工事における切回し等の仮設計画を策定すること

(５)その他設計

・概算工事費の算出

・撤去平面図、撤去構造図 1 式

・防火水槽（40 ㎥） １箇所（予定） 仮設工の検討（必要に応じて）

３. 道路実施設計

・Ⅲ-93 街区    Ｌ＝０．７１ｋｍ

本業務は、現地踏査を行い、既存資料を活用して、道路実施設計を行う。工事契約等に必要

な工事図面の作成及び、積算に必要な数量計算書を作成する。

(１)道路実施設計

①設計条件の設定

・基本断面構成（幅員、歩道、車道、植栽等）の選定

・縦横断曲線半径、視距、縦横断勾配、設計荷重等基本条件の検証

・地下埋設物（供給施設管等）の各占用位置の検証

・整備内容（水準）の検証

・既設道路との接続位置・方法、工事による影響範囲等の整理

・路床の評価と対策工法の設定

・施工手順の設定と服装宏治との調整事項の整理

・関係機関（木津川市、警察署等）協議事項の整理

②道路設計

・平面線形の設計（道路構造令、街区確定要素との整合）

・縦横断計画の設計（道路構造令、造成排水基本設計との整合）

・道路標準断面、地下埋設物（供給施設管等）の占用位置の検討

・交差点の詳細設計（平面計画、隅切り、安全施設等）

・道路路面排水施設の平面、構造設計、道路街渠桝の配置検討

・道路照明施設の平面、構造、配電設計（照明灯、防犯灯計画等）

・道路安全施設の平面、構造設計（ガードレール、車止め、標識類等）

・道路管理者、警察署（公安）協議により交差点の位置の検討

③舗装設計

・舗装構造の設計（舗装構成の決定と根拠資料作成）

・地盤改良の設計（改良範囲、工法等）

・安全施設の設計（路面表示、視覚障害者誘導用ブロック等）
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④道路の管理者協議資料及び図書の作成

・道路管理者への事前協議資料等

・公安協議の事前協議資料等

・周辺道路における今回工事の取付部等の詳細図

・その他

４. 下水道実施設計

・Ⅲ-93 街区    Ｌ＝２．８４ｋｍ（雨水 L=2.13 ㎞、汚水 L=0.71 ㎞）

本業務は、現地踏査を行い、整地実施設計、道路実施設計を基に、下水道実施設計を行う。

工事契約等に必要な工事図面の作成及び、積算に必要な数量計算書を作成する。

(１)下水道実施設計（雨水・汚水）

①設計検討

・管渠平面縦断の設計

・管基礎構造の検討

・地下埋設物（供給施設管等）の占用位置の検討

・既設管等の接続に関する検討

・各種詳細部分の検討と設計図書の作成

・宅地内への取付管の設計

②下水道設計の確認検討

・流量計算書（雨水・汚水）の検討

・排水区、処理区割（公共下水道認可資料等）の検討

・公共下水道基準と開発基準との整合性検討

・各交差点部の地下埋設供給管（水道、ガス等）の離隔等の検討

・その他

③下水道の管理者協議資料及び図書の作成

・下水道管理者への事前協議資料等

・その他

５. 上水道基本計画検討

・Ⅲ-93 街区    Ｌ＝０．７１ｋｍ

整地実施設計、道路実施設計を基に上水道の基本計画検討を行う。

(１)上水道基本計画

①設計検討
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・上水道計画及び供給管計画の検討

・必要管種・管径等の整理

・占用位置の検討

・図面データ取りまとめ

６. ７．擁壁実施設計

・Ⅲ-93街区    (1.0m≦H＜2.0m) Ｌ＝１１６．２ｍ

(2.0m≦H＜3.0m) Ｌ＝７２１．８ｍ

今回業務の整地実施設計、道路実施設計を基に、擁壁実施設計を行う。工事契約等に必要な

工事図面の作成及び、積算に必要な数量計算書を作成する。

(１)擁壁の設計

①設計検討

・関係法令、指導要領、宅造基準等との整合性検討

・土地利用計画、造成計画、道路計画等との整合性検討

・適用基準の決定

・土質定数の設定(土圧計算、基礎の支持力計算、地盤の安定、沈下検討等)

・標準設計活用の検討

・各種詳細部分の検討と設計図書の作成

②細部設計

・土圧の算定、安定性の検討、躯体の設計

・その他

③使用タイプによる概算工事費の算出

・経済性、施工性等を考慮して、最適な擁壁タイプを選定する

・概算工事費の算出

・その他

８. 開発申請図書作成及び協議

・Ⅲ-93街区    １式

今回業務の実施設計図書を活用して、木津南地区 Ⅲ-93 街区の宅地整備による木津川市への

開発行為等の手続き等に基づく条例及び、都市計画法に基づく開発行為の協議（許可申請）に

必要な図書を作成する。又、同業務に係る申請図書の提出、訂正、質疑、問合せ、受領等につ

いては、請負者にて主体的に行うこと。

Ａ）図書作成〔開発行為等相談申請書〕（木津川市）
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(１)開発区域位置図(S=1/5000)

(２)区域図・開発区域求積図(S=1/500)

(３)公共施設求積図及び区画割求積図(S=1/500)

(４)現況図(S=1/600)

(５)土地利用計画図(S=1/600)

(６)造成計画平面図(S=1/600)

(７)造成計画断面図(S=1/600)

(８)整地標準図(図示)

(９)道路標準断面図(図示)

(10)地下埋設物標準断面図(図示)

(11)道路縦断面図(図示)

(12)階段工構造図(図示)

(13)街築工計画平面図(S=1/600)

(14)街築工構造図(図示)

(15)雨水桝及び取付管標準図(図示)

(16)車両乗入標準図(図示)

(17)舗装工計画平面図(S=1/500)

(18)舗装標準断面図(図示)

(19)雨水排水平面図(S=1/500)

(20)雨水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1000)

(21)雨水排水施設工構造図(図示) 

(22)汚水排水平面図(S=1/500) 

(23)汚水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1000)

(24)汚水排水施設工構造図(図示)

(25)雨水区画割施設平面図(S=1/2000)

(26)汚水区画割施設平面図(S=1/2000)

(27)消防施設計画平面図(S=1/5000)                               

(28)消防施設構造図(図示)

(29)安全施設計画平面図(S=1/500)

(30)安全施設構造図(S=1/500)

(31)ごみ集積施設構造図

(32)撤去平面図(S=1/500)

※ 参考図面枚数 ５０枚 程度
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Ａ-1）添付資料〔開発行為等相談申請書〕

(１)土地利用面積集計表

(２) 公図の写し（法務局備付図）、登記事項証明書

(３)各種検討計算書

・雨水・汚水流量計算書

・ゴミ集積施設検討書

Ｂ）図書作成〔開発行為等協議申請書〕(木津川市)

(１)開発区域位置図(S=1/5.000)

(２)区域図・開発区域求積図(S=1/500)

(３)公共施設求積図及び区画割求積図(S=1/500)

(４)現況図(S=1/600)

(５)土地利用計画図(S=1/600)

(６)造成計画平面図(S=1/600)

(７)造成計画断面図(S=1/600)

(８)整地標準図(図示)

(９)道路標準断面図(図示)

(10)地下埋設物標準面図(S=1/100)

(11)道路縦断面図(図示)

(12)階段工構造図(図示)

(13)街築工計画平面図(S=1/600)

(14)街築工構造図(図示)

(15)雨水桝及び取付管標準図(図示)

(16)歩道切下げ・車両乗入標準図(図示)

(17)舗装工計画平面図(S=1/500)

(18)舗装標準断面図(図示)

(19)雨水排水平面図(S=1/500)

(20)雨水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(21)雨水排水施設工構造図(図示) 

(22)汚水排水平面図(S=1/500) 

(23)汚水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(24)汚水排水施設工構造図(図示)

(25)雨水区画割施設平面図(S=1/2,000)

(26)汚水区画割施設平面図(S=1/2,000)
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(27)標準断面図(S=1/100)

(28)雨水撤去工構造図(S=1/60)

(29)汚水撤去工構造図(S=1/60)

(30)擁壁計画平面図(S=1/500)

(31)石積擁壁構造図(図示)

(32)消防施設計画平面図(S=1/5,000)

(33)消防施設構造図(図示)

(34)安全施設計画平面図(S=1/500)

(35)安全施設構造図(図示)

(36)ごみ集積施設構造図

(37)撤去平面図(S=1/500)

※ 参考図面枚数 ８６枚程度

Ｂ-1）添付資料〔開発行為等協議申請書〕

(１)公図の写し（法務局備付図）、登記事項証明書

(２)開発面積集計表・計算書

(３)下水道設計資料（雨水・汚水）

・下水道（雨水・汚水）区域平面図

・流量計算書（雨水・汚水）

(４)道路排水流量計算書

(５)ゴミ集積施設検討書

Ｃ）図書作成〔開発計画事前協議願〕（京都府）

(１)開発区域位置図(S=1/20,000)

(２)開発区域区域図(S=1/600)

(３)現況図(S=1/600)

(４)土地利用計画図(S=1/600)

(５)排水施設計画平面図(雨水)(汚水)(S=1/500)

(６)造成計画平面図(S=1/400)

(７)造成計画断面図(S=1/400)

(８)公図集合図(S=1/600)

(９)公図の写し(法務局備付図) 、登記事項証明書

※ 参考図面枚数 ２０枚程度

Ｃ-1）添付資料〔開発計画事前協議願〕

(１)開発計画説明書
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(２)境界画定図

Ｄ）図書作成〔開発行為連絡会議設計説明書〕（京都府）

(１)開発区域位置図(S=1/20,000)

(２)開発区域区域図(S=1/600)

(３)現況図(S=1/600)

(４)土地利用計画図(S=1/600)

(５)排水施設計画平面図(雨水)(汚水)(S=1/500)

(６)造成計画平面図(S=1/400)

(７)造成計画断面図(S=1/400)

(８)公図集合図(S=1/600)

(９)公図の写し(法務局備付図) 、登記事項証明書

※ 参考図面枚数 ２０枚程度

Ｄ-1）添付資料〔開発行為連絡会議設計説明書〕

(１) 処理状況報告書

Ｅ）図書作成〔都市計画法第３２条協議・同意書〕（木津川市）

(１)開発区域位置図(S=1/5,000)

(２)公図集合図(S=1/600)

(３)区域図・開発区域求積図(S=1/500)

(４)公共施設求積図(S=1/500)

(５)現況図(S=1/600)

(６)土地利用計画図(S=1/600)

(７)造成計画平面図(S=1/600)

(８)造成計画断面図(S=1/600)

(９)道路標準断面図(図示)

(10)占用標準断面図(S=1/100)

(11)道路縦断面図(図示)

(12)階段工構造図(図示)

(13)街築工計画平面図(S=1/600)

(14)街築工構造図(図示)

(15)雨水桝及び取付管標準図(図示)

(16)歩道切下げ・車両乗入標準図(図示)

(17)舗装工計画平面図(S=1/500)

(18)舗装標準断面図(図示)
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(19)雨水排水平面図(S=1/500)

(20)雨水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(21)雨水排水施設工構造図(図示) 

(22)汚水排水平面図(S=1/500) 

(23)汚水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(24)汚水排水施設工構造図(図示)

(25)雨水区画割施設平面図(S=1/2,000)

(26)汚水区画割施設平面図(S=1/2,000)

(27)雨水撤去工構造図(S=1/60)

(28)汚水撤去工構造図(S=1/60)

(29)消防施設計画平面図(S=1/5,000)

(30)消防施設構造図(図示)

(31)安全施設計画平面図(S=1/500)

(32)安全施設構造図(S=1/500)

(33)ごみ集積施設構造図(図示)

(34)撤去平面図(S=1/500)

※ 参考図面枚数 ８３枚程度

Ｅ-1）添付資料〔都市計画法第３２条協議・同意書〕

(１)境界画定図

(２)公共施設面積計算書、土地利用面積集計表・

(３)公図の写し(法務局備付図) 、登記事項証明書

(４)各種検討計算書

・下水道（雨・汚水）計算資料

・流量計算書（道路排水）

・舗装計画

Ｆ）図書作成〔都市計画法第 34 条の 2 第 1 項による開発行為協議書〕（京都府）

(１)開発区域位置図(S=1/20,000)

(２)開発区域区域図(S=1/2,500)

(３)公図の写し(集合地籍図)(S=1/600)

(４)現況図(S=1/600)

(５)土地利用計画図(S=1/600)

(６)造成計画平面図(S=1/600)

(７)造成計画断面図(S=1/600)
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(８)敷地標準図(図示)

(９)雨水排水計画平面図(S=1/500)

(10)雨水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(11)雨水排水施設工構造図(図示) 

(12)汚水排水平面図(S=1/500)

(13)汚水排水平面図・縦断図(S=1/200、1/1,000)

(14)汚水排水施設工構造図(図示)

(15)雨水区画割施設平面図(S=1/2,000)

(16)汚水区画割施設平面図(S=1/2,000)

(17)給水施設計画平面図(S=1/2,000)

(18)擁壁計画平面図(S=1/500)

(19)擁壁構造図(図示)

(20)擁壁展開図(図示)

(21)防災計画平面図(S=1/500)

(22)防災施設構造図(図示)

(23)道路標準断面図(図示)

(24)占用標準断面図(S=1/100)

(25)道路縦断面図(図示)

(26)階段工標準図(図示)

(27)階段工計画平面図(S=1/500)

(28)街築工構造図(図示)

(29)雨水桝及び取付管標準図(図示)

(30)歩道切下げ・車両乗入標準図(図示)

(31)舗装工計画平面図(S=1/500)

(32)舗装標準断面図(図示) 

(33)消防施設計画平面図(S=1/5,000)

(34)消防施設構造図(図示)

(35)安全施設計画平面図(S=1/500)

(36)安全施設構造図(図示)

(37)ごみ集積施設構造図

※ 参考図面枚数 ９１枚程度

Ｆ-1）添付資料〔都市計画法第 34 条の 2 第 1 項による開発行為の協議書〕

(１)処理状況報告書
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(２)資金計画書

(３)設計説明書

(４)設計者の資格調書等

(５)工事計画概要書

(６)都市計画法第３２条同意書、協議書

(７)保留地事前使用許可証

(８)隣接地の所有権者との調整経過書

(９)構造計算書

・擁壁工構造計算書(ブロック積、重力式擁壁)

(10)土量計算書

(11)流量計算書

・雨水、汚水、道路排水

・防災施設(仮設水路、沈砂池)

(12)開発区域に含まれる地域名称一覧表

(13)境界確定図

(14)公図の写し(法務局備付図) 、登記事項証明書

(15)登記事項証明書

(16)座標計算図

・開発区域面積

・工区割り面積

※今回業務の整備計画内容、担当行政により、図書内容（含む縮尺）が異なる場合がある。

※ 上記図書に必要な公図の写し、登記事項証明書等の取得に係る費用については、請負者

の負担とする。

※ 開発面積、座標計算図・求積図等の面積計算に係る作業は発注者にて行うが、座標計算

作業に必要な資料（画地、道路センター諸元等）は請負者にて提供すること。

９. 関係機関協議資料作成及び協議

・Ⅲ-93 街区    １式

今回業務の実施設計図書を活用して、今回業務を遂行するに必要となる下記の項目につい

て、関係機関との打合せを行い、申請・協議図書を作成する。担当行政及び、協議内容によ

り下記の項目以外に必要となった協議図書・申請図書、資料等についても作成を行う。

①下水道法 第 16 条 工事承認申請書

②道路法 第 24 条（32 条）道路工事（占用）許可申請書
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③道路法 第 95 条の 2 道路、交差点等の協議申請書

④水道事業給水条例 事前協議書、給水申込書

⑤消防施設及び消火栓等の設置協議申請書

⑥土壌汚染対策法 第 4 条 土地の形質変更届

⑦その他 協議により必要となったもの

10. 商品企画会議資料作成及び協議

・Ⅲ-93 街区                  １式

商品企画会議において下記事項により資料を作成する。

①画地割の検討：画地の日照確保や、間口・奥行きを検討し設定する。

②宅盤高さの設定：街区内の区画道路の道路縦断を設定し、宅盤高さを設定する。

③商品企画会議資料作成：会議に必要となる下記項目を整理し、資料を作成する。

・造成計画前提条件

・対象地特性の整理

・画地割検討条件

・造成形状検討方針等

・概算工事費算出

※ 上記会議における打合せにも同席すること。また、打合せについては、２人/回と

し、１回は 0.5 日とする（計 ２回）

※ 商品企画会議等の開催スケジュールは、平成 27 年第 2 四半期頃を予定している。

11. 基本造成設計検討

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      Ａ＝  １．４３ｈａ

・木津中央地区 2-63 街区      Ａ＝２９．３６ｈａ

・木津中央地区 1-2-1 街区          Ａ＝  ７．８２ｈａ

本業務は、既存資料（過去の工事図面等、貸与資料等）を活用し、基本的な造成（用地処分

のための造成）設計検討を実施する。

(１)設計条件の整理、検討

①地区計画、用途地域等に配慮した土地活用方策の検討

②開発基準(京都府、木津川市)の整理

※特に適用される関係法令のチェック及び現状の宅地の課題抽出を行うこと。

(２)平面プランの検討

①造成計画
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②道路計画（道路配置、道路幅員等）

③宅地計画（画地面積、配置、形状等）

③緑地・公園・広場等の計画

④平面プラン（３～４案）の作成

(３)基本造成計画の検討（切直し）

①造成基本設計、計画平面図、土地利用図の検討

②道路構造検討

③排水検討

④宅地、擁壁検討

⑤造成計画検討プランの作成

⑥概算工事費

⑦比較検討

(４)基本造成計画図の作成（決定案にて）

①造成計画平面図、土地利用計画図

②周辺整備検討計画図

③交差点計画検討

(５)基本造成設計説明書の作成

①各項目別設計及び基本設計全般について、計画意図、考え方、計画原単位等についてまと

める。

12．整地基本設計

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      Ａ＝  １．４３ｈａ

・木津中央地区 2-63 街区      Ａ＝２９．３６ｈａ

・木津中央地区 1-2-1 街区          Ａ＝  ７．８２ｈａ

本業務は、現地踏査を行い、既存資料を活用して整地基本設計を行う。今後の実施設計に必

要となる土量計算、土量バランス等の検討を行い、数量計算書及び基本設計等を作成する。な

お、経済性、施工性を十分検討・考慮し構造物や残土等の取扱い等を含め検証すること。

(１)基本方針の策定

①基本詳細条件の再整理（貸与資料等）

②事業費の算出

③既住計画の整理

④開発協議の条件整理

⑤現地踏査
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(２)造成基本設計

①大街区切直し基本検討・設計

②土地利用計画の検証

・土量バランスの検証

・宅地高さの検証

※特に 2-63 街区においては街区内に特別高圧架空電線路が設置されているため、離隔距

離、線下敷の宅地盤高さの設定に留意すること。

・道路平面計画及び道路縦断の検証

(３)設計条件の整理

①工事展開方針、近接施工の条件整理

②支障物件対策に係る基本条件の整理

(４)二次整地設計（切り直し造成）

①整地基本設計

・宅地及び公共施設地盤高の検討・設計

・造成宅地の形状、日照条件等の検討・設計

②土量配分計画

・土量計算(点高法)

・最適運土計画の検討（土量配分、使用重機、通行不能区分、高所・低所条件等の整理）

③宅地防災設計

・二次防災施設工の検討

④仮設計画検討

・工事車両進入路検討

・防塵、騒音、振動等周辺環境対策検討

・工程管理計画検討

・既存道路の拡幅及び取合い工事における切回し等の仮設計画を検討

(５)その他設計

・数量計算書の作成

・概算工事費の算出

・防火水槽の設置検討（必要に応じて検討するものとする）

13．道路基本設計

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      一式

・木津中央地区 2-63 街区      一式
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・木津中央地区 1-2-1 街区          一式

本業務は、現地踏査を行い、既存資料を活用して道路基本設計を行う。今後の実施設計に必

要となる工事図面の作成及び、積算に必要な数量計算書等を作成する。

なお、経済性、施工性を十分検討・考慮し構造物や周辺環境を含め検証すること。

(１)道路基本設計

①設計条件の検討

・基本断面構成（幅員、歩道、車道、植栽等）の検討

・縦横断曲線半径、視距、縦横断勾配、設計荷重等基本条件の検討

・地下埋設物（供給施設管等）の各占用位置の検討

・整備内容（水準）の検討

・既設道路との接続位置・方法、工事による影響範囲等の検討

・路床の評価と対策工法の検討

・施工手順の検討

・関係機関（木津川市、警察署等）協議事項の整理

②道路設計

・平面線形の設計（道路構造令、街区確定要素との整合）

・縦横断計画の設計（道路構造令、造成排水基本設計との整合）

・道路標準断面、地下埋設物（供給施設管等）の占用位置の検討

・交差点の詳細設計（平面計画、隅切り、安全施設等）

・道路路面排水施設の平面、構造設計、道路街渠桝の配置検討

・道路照明施設の平面、構造、配電設計（照明灯、防犯灯計画等）

・道路安全施設の平面、構造設計（ガードレール、車止め、標識類等）

・道路管理者、警察署（公安）協議を踏まえた交差点の位置の検討

③舗装設計

・舗装構造の設計

・地盤改良が必要な場合における設計（改良範囲、工法等）

・安全施設の設計（路面表示、視覚障害者誘導用ブロック等）

④道路の管理者協議資料及び図書の作成

・道路管理者への事前協議資料等

・公安協議の事前協議資料等

・周辺道路における今回工事の取付部等の図面作成

・その他
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14．下水道基本設計                

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      一式

・木津中央地区 2-63 街区      一式

・木津中央地区 1-2-1 街区          一式

本業務は、現地踏査を行い整地基本設計、道路基本設計をもとに、下水道基本設計を行う。

今後の実施設計に必要となる積算に必要な数量計算書を作成する。

(１)下水道実施設計（雨水・汚水）

①設計検討

・管渠平面縦断の設計

・管基礎構造の検討

・地下埋設物（供給施設管等）の占用位置の検討

・既設管等の接続に関する検討

・各種詳細部分の検討と設計図書の作成

・宅地内への取付管の設計

②下水道設計の確認検討

・流量計算書（雨水・汚水）の検討

・排水区、処理区割（公共下水道認可資料等）の検討

・公共下水道基準と開発基準との整合性検討

・各交差点部の地下埋設供給管（水道、ガス等）の離隔等の検討

・その他

③下水道の管理者協議資料作成

・下水道管理者への事前協議資料等

・その他

15.上水道基本計画検討

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      一式

・木津中央地区 2-63 街区      一式

・木津中央地区 1-2-1 街区          一式

本業務は、整地基本設計、道路基本設計を基に上水道の基本計画検討を行う。

(１)上水道基本計画

①設計検討

・上水道計画及び供給管計画の検討

・必要管種・管径等の整理
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・占用位置の検討

・占用位置図面の作成

16.擁壁基本設計  

・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      一式

・木津中央地区 2-63 街区      一式

・木津中央地区 1-2-1 街区          一式

本業務は、整地基本設計、道路基本設計を基に、擁壁基本設計を行う。今後の実施設計及び

積算に必要な数量計算書、図面等を作成する。

(１)擁壁の設計

①設計検討

・関係法令、指導要領、宅造基準等との整合性検討

・土地利用計画、造成計画、道路計画等との整合性検討

・適用基準の決定

・土質定数の設定(土圧計算、基礎の支持力計算、地盤の安定、沈下検討等)

・標準設計活用の検討

・一般構造図の作成

②細部設計

・土圧の算定、安定性の検討、躯体の設計

③擁壁のタイプによる概算工事費の算出

・経済性、施工性等を考慮して、最適な擁壁タイプを検討する

・概算工事費の算出

・その他

17．関係機関事前調整及び営業用資料作成協議

   ・木津南地区Ⅲ-73-1 街区      一式

・木津中央地区 2-63 街区      一式

・木津中央地区 1-2-1 街区          一式

今回業務の基本設計図書を活用して、上記対象街区の処分促進を図るため、関係機関との

事前調整及び営業用資料として必要な図書を作成する。

図書作成〔関係機関事前調整用資料〕

(１)開発区域位置図(S=1/5000)

(２)区域図・開発区域求積図(S=1/500)
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(３)公共施設求積図及び区画割求積図(S=1/500)

(４)現況図(S=1/600)

(５)土地利用計画図(S=1/600)

(６)造成計画平面図(S=1/600)

(７)造成計画断面図(S=1/600)

(８)整地標準図(図示)

(９)道路標準断面図(図示)

(10)地下埋設物標準断面図(図示)

(11)道路縦断面図(図示)

(12)階段工構造図(図示)（必要となる場合）

(13)街築工計画平面図(S=1/600)

(14)街築工構造図(図示)

(15)雨水桝及び取付管標準図(図示)

(16)車両乗入標準図(図示)

(17)舗装工計画平面図(S=1/500)

(18)舗装標準断面図(図示)

(19)雨水排水平面図(S=1/500)

※関係機関との打合せについて

本業務は、対象街区の処分を見据え、発注者との調整により発注者から必要となる関係機関

との事前調整、引合い事業者への対象街区の説明等への同席を依頼する場合がある。その際、

打合せ等の内容提出資料等については、その都度に調査員へ書面により報告を行うこと。

18. 設計図面の作成

「ＣＡＤによる土木工事図面作成要領（案）」を参照し作成すること。今回設計範囲の発注工事

ごとの図面及び数量計算書のとりまとめを行うこと。

設計図面の文字等の表示方法については、Ａ1 版をＡ３版に縮小しても確認できる文字の大き

さであること。また、施工範囲及び構造物計画線と現況との線、色あいを強調できるように図面

を作成すること。同一工事図面内の文字フォント及び構造物の凡例等は同一にすること。

19. 数量算定

「土木工事数量算出要領（案）」を参照し作成すること。上記の設計における数量を積算

するために必要なすべての数量計算書を作成すること。数量計算は正確かつ明確なる根拠のもと
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に行い、使用する算定公式等を明示し、必要な図面を記載すること。また、計算過程の確認がで

きるように計算フローを挿入し、直接数値計算の記入はしないこと。計算に使用した理論公式等

の引用文献を明示すること。なお、工事請工種体系ツリー図にそって算出すること。

20. 実施設計の着手時期について

今回業務において、Ⅲ-93 街区は、基本方針の策定、造成基本設計の完了後、調査員の指示の

もと、実施設計に着手するものとする。

21. 工事発注時期について

当該業務を踏まえてⅢ-93 街区は、工事を下記の通り予定している。

(１)木津南地区Ⅲ-93 街区整備工事（仮称）

平成 28 年度第 2 四半期～平成 29年度第 4四半期

※ 上記のスケジュールにより、工事発注図面・数量等の納期は平成 28 年 5 月末とする。

又、開発行為の協議成立(申請許可)の時期は、平成 28 年度第 2四半期とする。

※ 工事発注等の予定については、今後の販売計画時期等により異なる場合がある。

※ 事前に詳細スケジュールを作成し、調査員と協議・調整を行うこと。

15. 補足事項

(１)本業務の内容、数量等については、増減になる場合がある。

(２)本業務において、実施設計業務、図書作成業務、変更設計図書作成業務等（同工種設計業務）

を追加する場合があるので、その場合は調査員と協議を行うこと。

第３章 その他

第１条 業務カルテの作成

請負者は、業務請負代金額１００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サー

ビス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し調査職員の確認を受けた後に、(財)

日本建設情報総合センタ－にフロッピ－ディスクにより、又は公衆回線を通じてオンラインで

提出するとともに、(財)日本建設情報総合センタ－発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査

職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。なお、業務カルテの作

成にあたっては、別に定める「テクリス登録要領」を参考とする。

①受注時登録デ－タの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

②完了時登録デ－タの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

③なお、履行中に受注時登録デ－タの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０

日以内に変更デ－タを提出しなければならない。
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第２条 守秘義務

１ 請負者は、契約書第６条第１項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。

２ 請負者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第２７条第１項の承諾を受けた場

合はこの限りではない。

第３条 業務の完了及び誤りの訂正

本業務の完了は、成果品を提出し、検査の合格した時点とする。なお、検査の合格後であっ

ても誤りが発見された場合には、請負者の負担で速やかにこれを訂正する。

第４条 低価格による受注に関する調査

１ 落札価格が予定価格の１０分の７を乗じて得た額を下回ったときは、落札価格、業務履行

体制及び業務履行状況に関する調査を実施する。

２ 調査においては、以下の調査資料の提出を求める。

① 当該価格で入札した理由(様式－２)

② 入札金額の積算内訳(様式－３)

③ 業務実施体制(様式－４)

④ 手持ち業務の実施状況(様式－５-1～５-３)

⑤ 配置技術者名簿(様式－６)

⑥ 過去に実施した同種又は類似の業務名称及び発注者（様式－７-1～７-３）

３ 調査資料は、機構が通知を行った日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を含む）に提

出すること。なお、提出期限後の資料の差し替え及び再提出は出来ないので注意すること。

４ 資料の内容に関しては、入札の責任者（代表者、又はその権限代行者）及び管理技術者等

から事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となるものに追って連絡する。

５ 調査において、入札者が履行可能な理由として説明した事項は、確認事項として打ち合せ

記録簿で提出することとし、業務履行状況の調査時にその内容を確認する。

６ 調査対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとな

った場合、又は業務履行状況の調査の結果と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合

(合理的な理由が確認できる場合を除く)は、業務成績評定点に厳格に反映するものとする。

また、調査資料の提出がなかった場合についても、業務成績評定点に厳格に反映するもの

とする。
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第５条 業務成績評定

業務等成績評定については、別添に基づき評価する。また、請負者には、完成検査後当該業

務における業務成績評定結果を通知する。

第６条 不当要求等を受けた場合の報告

契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への

届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の

要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対して

もその事実内容を報告すること。
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第７条 成果品

提出する成果品は、下記のとおりとする。

・Ⅲ-93 街区を対象とした成果品

項          目 サイズ 成 果 品 数

(１)実施設計図面(工事名称毎)

        〃

Ａ１版

(Ａ３版)

背張製本

〃

１部

２部

マ イ ラ ー

原図１式

(２)基本造成検討図面 (決定プラン) Ａ１版

(Ａ３版)

背張製本

(カラー)

２部

２部

(３)報告書

①基本造成設計説明書

②商品企画会議資料

③数量計算書、各種設計計算書、他

④数量計算書(工事名称毎)

⑤コスト縮減検討書(必要に応じて)

⑥打合せ記録簿

⑦照査報告書

⑨関係機関協議資料(各種)

⑩商品企画会議資料

Ａ４版

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

製 本

製 本

製 本

製 本

製 本

製 本

製 本

製 本

製 本

２部

２部

２部

２部

２部

２部

２部

３部

１０部

(４)各協議・申請図書

〔開発申請図書〕

①開発行為等相談申請書

②開発行為等協議申請書

③開発計画事前協議願

④開発行為連絡会議設計説明書

⑤都市計画法第 32 条協議・同意書

⑥都市計画法第 34 条の 2 第 1 項によ

る開発行為協議図書

〔関係機関協議資料〕

① 各種協議申請図書

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

(各種申請毎)

ファイル形式

図面袋綴じ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(各種申請毎)

１９部

１０部

１９部

９部

５部

６部

３部

(５)その他調査職員の指示したもの

(６)電子データ(上記資料一式分) 

１式

２枚
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・木津南地区Ⅲ-73-1 街区、木津中央地区 2-63 街区、木津中央地区 1-2-1 街区の成果品

※ 成果品については、図面箱（黒・金文字入）に入れ正副２部納品すること（除く申請図書）。

又、成果品の原図は、図面ファイルに入れ納品すること。

※ ファイル形式図面袋綴じは、Ａ１版をＡ４版程度に折図を作成して図面袋に入れること。

※ 成果品数については当初計画であり、協議結果により提出部数が増減する場合がある。

※ 成果品の提出時期が変更になる場合があるので、調査員と協議して指示に従うこと。

※ 本業務は電子納品対象業務であり、納品に関する詳細については、「電子納品対象委託業務に

関する仕様書（案）」による。

以 上

項          目 サイズ 成 果 品 数

■業務報告書（各街区）

（構成）

１．基本造成検討            

２．整地基本設計            

３．道路基本設計            

４．下水道基本設計                  

５．上水道基本計画検討                 

６．擁壁基本設計           

７．関係機関事前調整及び営業用資料

８．打ち合わせ記録簿

９．その他調査職員の指示したもの

Ａ３・Ａ４版 背張製本 各２部 カラー

10．電子データ（上記資料一式分） ＣＤ－Ｒで提出すること。（3部）
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別紙

Ⅲ-73-1街区

Ⅲ-93街区

【木津南地区】

【木津中央地区】

2-63街区

1-2-1街区

位置図

A=2.37ha

A=1.43ha

A=29.36ha

A=7.82ha



512345
四角形



512345
四角形



512345
四角形

512345
四角形



512345
四角形



512345
四角形



512345
四角形



512345
四角形



電子納品対象業務に関する仕様書（案）

第 1 条（電子納品）

  本業務は、電子納品対象業務とする。

  電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階において、成果を電子データで納品すること

をいう。

  ここでいう電子データとは、都市再生機構西日本支社 ニュータウン業務ユニットにおいて作成

した「電子納品運用マニュアル（案）設計編」（以下「マニュアル」）に示された内容に基づいて作

成されたものを示す。

第 2 条（業務計画書の記載事項）

  受注者は、「設計業務等共通仕様書」第 11 条業務計画書 2.の記載事項のほかに以下の内容を追加

し、調査職員に提出しなければならない。

  ・電子納品に関する協議計画

  ・電子納品に関する実績

第 3 条（成果品の提出）

  成果品は、マニュアルに基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R 等）で 3 部提出する。

  マニュアルに特に記載がない場合は、原則として成果品を電子データで提出する必要はないが、

内容について疑義がある場合は、調査職員と協議のうえ、電子納品を行う内容を決定する。

第 4 条（電子化に伴う各基準）

  電子納品に関する各種要領・基準は下記による。

  ・都市再生機構ニュータウン業務ユニット部門

   「電子納品運用マニュアル(案) 設計編」

   「土木設計業務等の電子納品要領（案）（ニュータウン業務部版）」

   「ＣＡＤによる土木工事図面作成要領（案）（ニュータウン業務部版）

  ・国土交通省

   ・土木設計等

     土木設計業務等の電子納品要領（案）

     電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】

     ＣＡＤ製図基準（案）

     ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン（案）

     デジタル写真管理情報基準（案）

  ・測量・調査等

   地質・土質調査成果品電子納品要領（案）

   測量成果電子納品要領（案）

   現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）地質・土質調査編

   現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案）測量編



  ・工事等

   工事完成図書の電子納品要領（案）

   電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】

   デジタル写真管理情報基準（案）

第 5 条（資料の貸与および返却）

１．者は、設計図書に定める図書及びその他資料を、受注者に貸与するものとする。

２．受注者は、貸与された図書及びその他関係資料の必要がなくなった場合は、直ちに発注者に返却

するものとする。

３．電子納品に関する貸与品

  独立行政法人都市再生機構西日本支社ニュータウン業務ユニット

イ）電子納品運用マニュアル（案）設計編

ロ）電子納品運用マニュアル（案）設計編 参考資料

ハ）土木設計業務等の電子納品要領（案）（ニュータウン業務部版）

ニ）ＣＡＤによる土木工事図面作成要領（案）（ニュータウン業務部版）

ホ）その他調査職員が必要と認めるもの。

  

  ※国土交通省の各種要領・基準について必要な場合は、下記国土交通省国土技術政策総合研究所

の Web サイトにアクセスし、ダウンロードを行うこと。

   参考（Web サイト：http：//www.nilim-ed.jp/）

第 6 条（その他）

  電子納品運用マニュアル（案）に疑義がある場合は調査職員とその内容について協議を行い、電

位納品を行うものとする。



（様式-2）

当該価格で入札した理由

○当該価格で入札した理由

(注)手持ち業務の状況、手持機器等の状況、過去に実施した同種又は類似の業務の実績、保有する技術者の状況、

再委託会社の協力等の観点から記載すること。



（様式-3）
入札金額の積算内訳

業務名称

項目 工種 種別 細別 単位 数量 金額 備考

直接費

小計

小計

計

間接費

計

直接人件費

直接経費

諸経費

技術経費

合計

(注)設計数量総括表等に対応する内訳を記載すること。

(注)見積もり等積算根拠を示すものがあれば添付すること。



（様式-4）
業務実施体制

技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割の内容 備考

管理技術者

照査技術者

担当技術者

担当技術者

担当技術者

担当者

担当者

管理技術者

・担当する役割の内容

担当技術者 担当者

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

担当技術者 担当者

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

担当者

・担当する役割の内容

(注 1)配置する技術者の役割を分担させたときは、それぞれの配置する技術者の役割を、体制図として記載する

こと。

また、契約書に基づき再委託等をするときは、再委託等の相手方の商号又は名称、再委託等に係る部分、再委託

等の理由等について記載すること。

(注 2)技術者の区分及び体制図は業務に応じて適宜記載すること。

照査技術者

・担当する役割の内容

再委託等の相手方

・再委託等に係る業務の内容、再委託等の予定価格、再委託等を行う理由



(様式-5-1)

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

※技術者 1名につき 1枚作成する。



(様式-5-2)

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

※技術者 1名につき 1枚作成する。



(様式-5-3)

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

※技術者 1名につき 1枚作成する。



(様式-6)

配置技術者名簿

技術者の区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号

交付番号

備考

管理技術者

照査技術者

担当技術者

担当技術者

担当技術者

担当者

担当者担当者

(注)技術者の区分は業務に応じて適宜記載すること。



(様式 7-1)

過去に実施した同種又は類似の業務名および発注者

管理技術者名              

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

※技術者 1名につき 1枚作成する。記載する件数は 2件までとする



(様式 7-2)

過去に実施した同種又は類似の業務名および発注者

照査技術者名              

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

※技術者 1名につき 1枚作成する。記載する件数は 2件までとする



(様式 7-3)

過去に実施した同種又は類似の業務名および発注者

担当技術者名              

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

TECRIS登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

※技術者 1名につき 1枚作成する。記載する件数は 2件までとする


	

