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27-名塩地区外宅造協議図書等作成その他業務

特 記 仕 様 書

第１章 総則

第１条 適用

本特記仕様書は「名塩地区外宅造協議図書等作成その他業務」(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

調査職員の指示による。

第２条 設計（業務）範囲

    設計（業務）範囲は、別紙位置図に示す範囲とする。

  第３条 履行期間            

   本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から平成２８年３月２０日（予定）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（「土質及び基礎」または「都市及び地方計画」）」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－ジャ－（以下「ＲＣＣＭ」という。）

「都市計画及び地方計画部門」の資格保有者とする。

  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機構に通

知するものとする。

照査技術者は、技術士（業務に該当する部門）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（業務に該当する部門）とする。

照査の実施にあたっては、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、管理技術者と調査職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。

２． 設計業務等着手後、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員

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、速やかに調査職員

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、調査職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
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・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、契約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 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

把握するものとする。

機構の現況図を基に補足調査が必要な場合は、請負者の責任で実施すること。また、請負者

は現地踏査を実施した現地の状況を写真等で記録し「現地踏査報告書」として、とりまとめる

こと。

第９条 設計業務等の成果

成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。

１． 設計業務等成果概要書

設計業務成果概要書は、設計条件、特に考慮した事項、コントロ－ルポイント、検討

内容、経済性、耐久性、環境等の要件を的確に解説し取り纏めるものとする。

２． 設計計算書等

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． 設計図面

設計図面は、別に定める土木工事設計図面作成要領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、別に定める土木工事数量算出要領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。

  ５，概算工事費

概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前号で算出した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。

（イ）計画工程表 （ロ）使用機械 （ハ）施工方法

（二）施工管理 （ホ）仮設備計画 （へ）特記事項その他

第１０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、次の各号に掲げるものをいい、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



3

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、書面により協力者との契約関係を明確に

しておくとともに、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下に設計業

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。

第２章 業務内容

第１条 業務の目的

本業務は、宅地処分に伴い別紙位置図に示す名塩地区の宅造変更協議図書の作成及び今後

の工事発注に必要な整地実施設計図書の作成及び現在発注済みである工事の変更設計図書

の作成を目的として実施する。

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する。

(１)関係法令等

・宅地造成等規制法・道路法・下水道法・都市計画法・環境影響評価法・土壌汚染対策法

・その他

(２)技術基準等

・都市再生機構 基盤整備工事共通仕様書、宅地土工指針、宅地耐震設計指針

・都市再生機構  土木工事数量算出要領（案）

・宅地防災研究所 宅地防災マニュアルの解説

・神戸市     開発指導要綱、宅地造成許可申請の手引

・日本道路協会 道路土工指針、アスファルト舗装要綱、道路構造令の解説と運用

・土木学会    コンクリート標準仕様書

・日本建築学会 建築基礎構造設計基準・同解説

・建設省     土木構造物標準設計マニュアル(案)-土木構造物･橋梁編-

・平成２６年度土木・造園工事積算要領・参考資料

・その他

第３条 貸与する技術資料等

本業務で使用するため貸与する技術関係資料は次のとおりとする。

  １街区確定図

  ２既往の工事設計図書（データ）及び報告書

  ３建設工事に係る工事出来形図

  ４その他本業務に必要な図書

第４条 調査設計内容

本業務の実施にあたり、調査員へ「詳細な業務実施計画書」について、下記内容を考慮して

作成し、調査員の確認を受けること。
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【名塩地区 529 街区（C1）外整備工事実施設計業務】（別紙位置図１参照）

１. 現地踏査

【C1・C6、C4 工区 対象面積：24.5ha】

請負者は、業務実施にあたり必要に応じて現地踏査を行い、状況を把握するものと

する。現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりま

とめることとする。

２．宅地造成等規制法変更協議図書作成

      【C1・C6、C4工区 対象面積：24.5ha】

現在、協議成立している宅地造成等規制法協議図書をベースに、各種個別に検討さ

れた資料に基づき、調書・図面の修正を行い変更協議図書として作成する。具体的な

作業内容等については、10ha当りの標準作業量として【別添参考資料】に示す。

３．防災施設実施設計

  上記２.変更協議で成立した内容を基に、防災施設工事の工事発注図書、数量計算

  書を作成する。

４．宅地造成等規制法完了検査図書作成

【E２工区 、作業対象面積：12.4ha】

宅造変更協議図書をベースに、完了検査図書を作成する。具体的な作業内容等につ

いては、１０ha 当りの標準作業量として【別添参考資料】に示す。

【工事変更設計】

    名塩地区において、現在履行中または今後発注予定である宅地整備工事等について、以

下のとおり工事内容変更等に伴う、変更図面及び数量計算書の作成を行うこと。

      変更図面枚数：１５枚 図面修正率：２０％

変更図面枚数：２０枚 図面修正率：１０％

  【引継図書作成】

    名塩地区の名塩団地線の道路等の引継において、手直し等の修正事項を各台帳に反映さ

    せ修正を行うこと。

      ・道路台帳         修正枚数：５枚   図面修正率：１０％

      ・下水道台帳        修正枚数：５枚   図面修正率：１０％

      ・照明灯台帳        修正枚数：２枚   図面修正率：１０％

      ・電柱台帳         修正枚数：２枚   図面修正率：１０％

      ・地下埋台帳        修正枚数：５枚   図面修正率：１０％

      ・植栽台帳         修正枚数：５枚   図面修正率：１０％

      ・橋梁台帳（１橋）     修正枚数：２枚   図面修正率：１０％

和泉丘陵地区の市へ道路引継を行う路線について、機構より貸与する資料(完成出来型図、

街区確定図、過年度作成図書等)を収集整理し、現地調査（必要に応じて補足測量を実施）結

果を踏まえて、調書、図面等の引継図書を作成する。

作成対象路線に関する諸元については別紙の通りとする。

① 道路引継調書の作成

貸与資料及び現地確認結果をもとに路線別の延長、面積等を必要区分（車道面積、歩道面積、舗
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装面積等）毎に拾い出し、集計、整理することにより各調書を指定様式に合わせて作成する。

（作成調書内容）（標準） Ａ４調書

調書項目 内容

位置図 引継対象路線について、道路と歩行者専用道路の

区分で、Ａ４図面に位置を表示し、路線名称を表

示。

図郭割図 図郭割図に引継対象路線を表示。（S=10000）

引継図書一覧表 道路施設名称毎に、道路平面図、道路施設図、道

路区域図、道路丈量図、照明灯平面図及び植栽平

面図の各枚数を記載。調書及び照明灯台帳の有無

を記載

道路現況（総括）台帳 区画道路の延長、面積を整理集計（引継対象路線

別及び総括）

道路現況（独立専用自歩道）台帳 歩行者専用道路の延長、面積を整理集計（引継対

象路線別及び総括）

道路現況（部分自歩道）台帳 複断面道路の歩道延長、歩道面積を整理集計。

道路現況調書 構造、幅員、規格、安全施設の区分毎の延長、面積

を整理集計（引継対象路線別及び総括）

道路台帳調書 路線の延長内訳等を整理集計（引継対象路線別）

実延長調書 道路台帳平面図の図面番号及び区間番号別に延

長、面積を整理集計（引継対象路線別）

道路照明灯台帳 道路照明灯一覧表（引継対象路線の総括、道路照

明灯及び防犯灯）照明施設の灯具、現況写真等の

情報整理（各照明施設別）（道路照明灯がある対象

路線のみ）

② 道路引継図面の作成

機構より貸与する工事出来型図データ等を活用し、各種必要図面を指定様式に合わせて作成す

る。また、現地確認結果を必要に応じて図面内容に反映させる。

（作成図面内容）（標準）  Ａ１図面（Ｓ＝1：500）

図面項目 内容

道路現況平面図（現況平面図編集、製図） 和泉市より借用する原図に引継を行う路線の現況情

報をトレースする。

道路台帳平面図（道路台帳図編集、製図） 和泉市より借用する原図に引継を行う路線の現況情

報、路線情報等の必要情報をトレースする。

道路平面図 機構より貸与する工事出来型図データを編集し、路
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線毎に平面図を作成

道路施設図 道路平面図に下水マンホール、電力柱、消火栓等

の路上施設数量を追加記載

道路区域図 道路平面図に路線の道路区域を明示し、標準断面

を追加記載

道路丈量図 機構より貸与する街区確定図データを編集し、路線

毎に丈量図（座標求積表の記載含む）を作成

照明灯平面図 道路平面図に照明灯、電線、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等の照明施

設情報、照明灯構造図を追加記載

植栽平面図 道路平面図に道路植栽を樹種別に明示し、支柱、

植樹桝等の詳細図を追加記載

  

【北部調整池整備設計】

   和泉丘陵地区の北部調整池において現地調査を実施し、各施設の破損状況を確認し、撤去及

び施設整備の設計を行う。

   対象施設

   １.下水道管 φ2000 Ｌ＝148ｍ 人孔６か所の現地確認、補修設計、図面作成

   ２.貯留施設 貯留施設 現地確認、撤去工事の図面作成

   ３.境界沿施設の設計 Ｕ型側溝、境石、フェンス等の施設設計

   ４.引継に伴う伐採、堆砂量の確認 除草、伐採に必要な図面作成

   上記いずれも工事概算額の算定

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

－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。

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ない。
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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ので協力されたい。

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。

第５条 業務成績評定

業務等成績評定については、別添１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 成果品

提出する成果品は、下記のとおりとする。

サイズ       提出部数

【宅造変更協議図書等作成】

  ・変更協議図書   Ａ４（パイプ式ファイル）  各３部（正・副・控）

  ・完了検査図書   Ａ４（パイプ式ファイル）  ３部（正・副・控）

【実施設計】

  ・図面      Ａ１（原図）        １部
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            Ａ４（縮版製本）      ２部

  ・数量計算書    Ａ４（製本）        ２部

  ・設計報告書    Ａ４（製本）        ２部

  ・設計計算書    Ａ４（製本）        ２部

【工事変更設計】

  ・変更図面     Ａ１（原図）        １部

           Ａ４（縮版製本）      ２部

  ・数量計算書    Ａ４（製本）        ２部

  ・設計報告書    Ａ４（製本）        ２部

  ・設計計算書    Ａ４（製本）        ２部

【引継図書作成】

  ・修正図面     Ａ４（縮版製本）      ２部

  ・引継調書     Ａ４            ２部

  ・引継図面     Ａ１            ２部

【その他】

  ・打合せ記録簿   Ａ４（製本）        ２部

  ・照査報告書    Ａ４（製本）        ２部

  ・現地踏査報告書  Ａ４（製本）        ２部

  ・その他調査職員が指示したもの         １式

※ 図面作成等に使用するファイル形式については、別に定める土木工事図面作成要領(案)

による。

※ 成果品の原図及び原稿は、図面ファイルに入れ納品すること。

※ 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、別添２の「電子納品対

象委託業務に関する仕様書（案）」による。

※ 電子データについては、オリジナルデータ(word・excel・cad 等)及びその PDF データを

納品すること。

※ 作成した図面のオリジナルデータはＡｕｔｏＣａｄ２００４形式で納品すること。

第７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。

以 上

名塩地区位置図
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C1・C6工区

C4工区 E2工区

名塩団地線
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和泉丘陵地区位置図
調整池整備設計

Ｎ＝一式

道路引継図書作成

Ｎ＝一式
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【別添参考資料】                                                                  

１．宅地造成等規制法変更協議図書作成                                              

地区名 作成資料名称等 業務内容等 作業内容
作成枚数 作業区分 作業率

ｻｲｽﾞ 枚 編集 作成 修正 計算 ﾁｪｯｸ （％）

名塩地区 【作成対象面積：１０ｈａ】 大街区 ・工区毎に変更図書作成

・変更協議図書作成に当たっては、現地との整合性を図る。

(1) 調書関係（原則A4判） 提出部数３部

・位置図（A3判） ・申請箇所赤色着色 ・既存位置図を修正 A3 1 〇 10

・変更概要書（一覧表及び平面図（A4）） ・変更一覧表及び工区変更対象図を作

成

・変更一覧表：変更比較一覧作成（変更理由記載）

・工事実施図面より変更前後造成計画重ね図を作成

A4

A3

1

1

○

○

100

100

・地番一覧（一覧表及び平面図（A3）） ・申請地番一覧表及び底地番図（申請

区域赤色着色）を作成

・対象工区の地番一覧表作成

・底地番図に申請区域を記載

A4

A3

1

1

○

○

100

100

・面積計算書（面積表及び平面図（A3）） ・宅造申請面積表及び申請面積算定平

面図、敷地面積算定平面図を作成

・宅地面積一覧表作成

・街区確定図の添付

A4

A3

1

1 〇

〇 100

10

・土量計算書（土量集計表及び平面図（A3）） ・土量集計表及び土量計算図（点高法）

（10ｍﾒｯｼｭ）を作成

・数量総括表、土量集計表、点高計算書を作成 A4 20 〇 100

・水理計算書（計算表及び流域図（A3）） ・排水計算書、流量計算表及び法面排

水側溝検討流域図、本管及び道路側

溝への取付管断面検討流域図を作成

・一次、二次防災流量計算書作成（防災流域図を作成し添付）

・一次、二次防災施設数量総括、集計表作成（防災平面図添付）

A4,A3

A4,A3

10

8

〇

〇

100

100

・その他調書 ・既存の宅造検査工区別予定表に今回対象工区分を追記 A4 1 〇 10

(2)図面関連（原則A1判） 提出部数３部

・位置図（A3判）（図面１枚） 1/12000 ・申請箇所赤色着色 ・既存位置図を修正 A3 1 ○ 10

・工区割図（変更前後）（図面2枚） 縮尺：適宜 ・変更前後毎に申請区域赤色着色、検

査済区域黄色着色

・変更前後の工区割図作成（検査完了済み工区には検査番号と日付け

を記載

A1 2 ○ 20

・変更概要説明図（地形図）（図面１枚） 1/1000 ・現況地形図に当初協議事項を黄色表

示、変更協議事項を赤色表示

・工事実施図面より変更前後造成計画重ね図を作成 A1 1 〇 100

・造成計画図（切盛図）（図面１枚） 1/1000 ・工事実施図面をもとに切盛別を着色 ・工事実施図面より縦横断面図を作成 A1 2 ○ 100

・縦横断面図（図面１枚）（３断面）

縮尺 H=1/500、V=1/200

・工事実施図面より縦横断面図を作成 A1 2 〇 100

・土量計算図（図面１枚） 1/1000 ・工事実施図面をもとに点高図を作成 ・工事実施図面より土量計算図を作成 A1 2 〇 100

・雨水排水平面図（図面１枚） 1/3000 ・協議成立している図書を流用申請箇

所赤色着色

・既存雨水排水平面図に対象工区を着色 A1 2 〇 10

・雨水排水構造図（図面１枚） 縮尺：適宜 ・協議成立している図書を流用 ・既存図書を編集（タイトル編集含む） A1 2 〇 10

・防災施設計画図（１次２次別）（図面１枚）

1/1000

・工事実施図面をもとに、変更後図面

を作成

・工事実施図面より防災施設平面図を作成 A1 2 〇 100

・防災施設構造図（図面３枚） 縮尺：適宜 ・工事実施図面をもとに作成 ・工事実施図面より防災施設構造図を作成 A1 2 〇 100

・底地番図（A3判）（図面1枚） 1/1500 ・申請区域を赤色着色 ・底地番図に申請区域を記載 A3 1 〇 10

・土地利用計画図  縮尺：適宜 ・協議成立している図書を流用 ・タイトル編集 A3 1 〇 10

・その他必要図面 ・
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２．宅地造成等規制法完了検査図書作成                                                                    

地区名 作成資料名称等 業務内容等 作業内容
作成枚数 作業区分 作業率

（％）ｻｲｽﾞ 枚 編集 作成 修正 計算 ﾁｪｯｸ

名塩地区 【作成対象面積：１０ha】 ・完了対象工区で作成

・完了申請議図書作成に当たっては、現地との整合性を図る。

(1)調書関係（原則A4判） 提出部数３部

・位置図 ・変更協議図書を流用 ・変更協議図書より作成 A3 1 〇 10

・地番一覧           〃 ・変更協議図書より作成 A4,A3 1 〇 10

・面積計算書           〃 ・変更協議図書より作成 A4 2 〇 10

・土量計算書           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A4 20 〇 10

・水理計算書           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正

  （一次、二次防災施設数量総括、集計表作成含む

A4 18 〇 30

・工事検査写真の整理 ・工事写真より防災施設等の各工種に

ついて写真を整理

・整地工（伐採、切土堀削、盛土転圧状況写真添付）

・一次防災は数量が確認できる写真添付（写真位置図作成）

・二次防災は各構造物の形状が確認できる代表写真添付

A4 50 〇 100

・その他調書

(2)図面関係（原則A1判） 提出部数３部

・位置図  1/12000 ・変更協議図書を流用 ・変更協議図書より作成 A3 1 〇 10

・工区割図  縮尺：適宜           〃 ・変更協議図書より作成 A1 1 〇 10

・造成計画図（切盛図） 1/1000           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A1 1 〇 10

・縦横断面図  縮尺H=1/500、V=1/200           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A1 2 〇 10

・土量計算図  1/1000           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A1 1 〇 10

・雨水排水平面図  1/3000           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A1 1 〇 10

・雨水排水構造図  縮尺：適宜           〃 ・変更協議図書より作成 A1 2 〇 10

・防災施設計画図（１次２次別）  1/1000           〃 ・変更協議図書を工事完成出来形図等により修正 A1 2 〇 10

・防災施設構造図  縮尺：適宜           〃 ・変更協議図書より作成 A1 2 〇 10

・底地番図  1/1500           〃 ・変更協議図書より作成 A1 1 〇 10

・土地利用計画図  縮尺：適宜           〃 ・変更協議図書より作成 A1 1 〇 10

・その他必要図面
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（様式-2）

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。

○当該価格で入札した理由
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（様式-3）

(単位：千円)

業務名称

項　  目 工　  種 種  　別 細　  別 単位 数  　量 金　  額 備　　考

直接費

直接人件費

小計

直接経費

小計

計

間接費

諸経費

技術経費

計

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。

　　　　　入札金額の積算内訳（土木設計）
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（様式-4）

担当する役割の内容

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

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容

・再委託等に係る業務の内容、再委託等の予定金額、再委託等を行う理由

（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。

管理技術者 照査技術者

担当者担当技術者

担当技術者 担当者

担当者

（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。

　再委託等の相手方

氏　　　名 備　　　考役職・部署

業 務 実 施 体 制

技術者の区分
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※技術者１名につき１枚作成する。

(様式－5－1）

手持ち業務の状況

管理技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額
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※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

照査技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額
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※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

担当技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額
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（様式-6）

資　　格 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。

配 置 技 術 者 名 簿

氏　　名 取得年月日
免許番号
交付番号

技術者の区分
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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。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

類似業務の実績②

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）

業務名

契約金額

履行期間

業務の概要

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

（様式－7－1）

過去に実施した類似の業務名及び発注者

管理技術者名　　　　　　　　　

類似業務の実績①

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）
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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。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

類似業務の実績②

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）

業務名

契約金額

履行期間

業務の概要

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

（様式－7－2）

過去に実施した類似の業務名及び発注者

照査技術者名　　　　　　　　　

類似業務の実績①

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）
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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。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

類似業務の実績②

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）

業務名

契約金額

履行期間

業務の概要

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

（様式－7－3）

過去に実施した類似の業務名及び発注者

担当技術者名　　　　　　　　　

類似業務の実績①

業務分類 （類似業務Ⅰもしくは類似業務Ⅱ）
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別添 1
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電子納品対象委託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

を言う。

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.の記載事項の他に以下の内容を追

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必要する必要はないが、

内容について疑義がある場合は、調査職員と協議の上、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）

  ・調査・測量等

   地質・土質調査成果電子納品要領（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）

別添 2
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第５条（資料の貸与及び返却）

１．発注者は、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

子納品を行うものとする。


