
平成 28 年 8 月 17 日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

技術監理部

設計及び建設に係る住宅性能評価業務及び 21 世紀都市居住緊急促進

事業補助金に係る技術評価業務の仕様書

１．業務名称：奈良学園前･鶴舞第Ⅲ期他１団地設計・建設住宅性能評価業務他

２．業務期間： 契約締結日の翌日から平成 32 年 3 月 31 日（予定）

      

３．業務内容

1） 設計及び建設に係る住宅性能評価業務

  「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、 独立行政法人都市再生機構 西日本支

社において発注される予定の建築等工事の内、別表-１に掲げる工事対象建物に係る設計及

び建設性能評価業務一式（別紙１住宅性能評価の評価内容 参照）

2） 21 世紀都市居住緊急促進事業補助金申請に係る技術評価業務

別表-2 に揚げる対象建築物に係る「21 世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱」（平成

10 年 12 月 11 日建設省住備発 130 号・住街発 110 号・住市発 45 号、最終改正 平成 23 年 3

月 30 日国住備第 203 号･国住街第 196 号･国住市第 213 号）（以下、「21 緊促交付要綱」という）

第 4 第 2 項による技術評価及びこれに付随する評価業務一式（以下、「21 緊促技術評価業務」

という）

４．成 果 品     

  1） 設計及び建設に係る住宅性能評価業務

別表-１に記載の工事対象建物に対する、設計評価書及び建設評価書一式

  2） 21 世紀都市居住緊急促進事業補助金申請に係る技術評価業務

  別表-2 に揚げる工事対象建築物に係る 21 緊促交付要綱に基づく技術評価書及びその写し

（１部）

５．特記事項

  1） 設計及び建設に係る住宅性能評価業務

① 設計評価完了時期について

   設計評価の業務完了時期に関しては別表-1 を参考に、建設評価及び現地施工ｽｹｼﾞｭｰﾙ



に支障のないように実施すること。（設計評価書交付をもって業務完了と見なす。）

② 成果品の部分提出

本評価業務の対象となる建物について、そのそれぞれについて、法令により定められた所

要の手続きの完了後、速やかに設計評価書、建設評価書を発行し、原本の機構への引渡

しを行うこと。引渡しを行う評価書については、評価機関側で写しを保管し、本業務全体が

完了した時点で、全評価書を完了書類とともに機構へ提出すること。

2） 21 世紀都市居住緊急促進事業補助金申請に係る技術評価業務

① 技術評価の基準

採択基準、技術評価基準は別表-2 に示す。

   ② 申請書類の様式及び作成方法について

本業務における「21 世紀都市居住緊急促進事業」技術評価申請書類の様式及び作成方

法については、機構担当者との協議により決定すること

   ③ 成果品の部分引渡しについて

請負者は、21 緊促交付要綱に基づき、技術評価書を速やかに発行し、機構の検査を受け

引渡しを行うこと。また技術評価書については、請負者側で写しを保管し、本業務全体が

完了した時点で、技術評価書の写しを完了書類とともに機構へ提出すること。

   ④ 技術評価書の交付について

    技術評価書の交付は、機構担当者との協議により 21 世紀都市居住緊急促進事業補助金

交付申請に支障のない時期とする。

3） その他

① 提出書類の様式等

業務請負契約書（以下｢契約書｣という）に基づく、提出書類の様式等については、別添-１

による。

② 業務工程表の提出

   契約締結後速やかに、業務工程表を作成し、機構担当者に提出すること。

③ 契約書第 7 条｢監督員｣は調査職員と読み替える。

④ 契約書第 8 条｢現場代理人｣は評価員と読み替える。

⑤ 契約書第 20 条に規定する甲の検査については、評価機関からの各評価書の交付、評



   価検査報告書の確認をもって行うものとする。

⑥ 部分払い金の請求について

契約書第 26 条に規定する部分払いについては、別途定める中間支払率表により、請負者

の請求により、その時点における出来高の実績に対して行う。出来高の実績については、

設計評価、検査報告書及び建設評価等の各評価書の発行又は交付完了をもって出来高

とする。

⑦ 業務完了手続

    成果品としては、設計性能評価書、建設評価書一式及び技術評価書一式及び完成書類

（別添-１）を提出する。

６． そ の 他     

１） 本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じた時は、その都度調査員と協議する。

２） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 工事（業務）の施工（履行）に際して、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）

妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を

行うこと。

② （1）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

にその内容を記載した文書により発注者に報告すること。

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が発

生した場合は、発注者と協議を行うこと。

                                           以 上
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住宅性能評価の評価内容

性能項目 要求性能 備考

構造の安

定に関す

ること

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 等級１ 住宅の品質確保の促進等に

関する法律に基づく評価方

法基準（以下：◆）1-1（3）

による。

耐震等級（構造躯体の損傷防止） 等級１ ◆1-2（3）

その他（地震に対する構造躯体の

倒壊等防止及び損傷防止）

指定事項の表示 ◆1-3（3）

耐風等級（構造躯体の倒壊等及び

損傷防止）

等級２ ◆1-4（3）

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等及

び損傷防止）

等級２* ◆1-5（3）

*多雪区域の場合のみ

地盤又は杭の許容支持力等及びそ

の設定方法

指定事項の表示 ◆1-6（3）

基礎の構造方法及び形式等 指定事項の表示 ◆1-7（3）

火災時の

安全に関

すること

感知警報装置設置等級（自住戸火

災時）

等級４ ◆2-1（3）

感知警報装置設置等級（他住戸火

災時）

等級３、４ ◆2-2（3）

火災時の

安全に関

すること

避難安全対策

（他住戸等火

災時・共用廊

下）

排煙形式、平面形

状

指定事項の表示 ◆2-3（3）イ、ロ

耐火等級（避難経

路の隔壁の開口

部）

等級２*
◆2-3（3）ハ
* 2-3（3）ロにおいて、平

面形状が「その他」の場合

のみ

火災時の

安全に関

すること

脱出対策（火災時） 指定事項の表示 ◆2-4（3）

耐火等級（延焼のおそれのある部

分（開口部））

等級２、３ ◆2-5（3）

耐火等級（延焼のおそれのある部

分（開口部以外））

等級４ ◆2-6（3）

耐火等級（界壁及び界床） 等級４ ◆2-7（3）

劣化の軽

減に関す

ること

劣化対策等級（構造躯体等） 等級２、等級３*
◆3-1（3）ハ
*   KSIの場合に等級３とする

維持管

理・更新へ

の配慮に

関するこ

と

維持管理対策等級（専用配管） 等級３ ◆4-1（3）

維持管理対策等級（共用配管） 等級２、等級３*
◆4-2（3） *   KSIの場合に

等級３とする

更新対策（共

用排水管）

更新対策等級（共

用排水管）

等級１、等級２*
◆4-3（3）イ  *   KSIの場

合に等級２とする

共用排水立管の位

置

指定事項の表示 ◆4-3（3）ロ

更新対策（住戸専用部） 指定事項の表示 ◆4-4（3）イ・ロ

温熱環

境・エネル

ギー消費

量に関す

ること

断熱等性能 等級４ ◆5-1（3）

一次エネルギー消費量 等級４ ◆5-2（3）

別紙 1



2

空気環境

に関する

こと

ホルムアルデヒド対策

（内装及び天井裏等）

指定事項の表示 ◆6-1（3）イ

ホルムアルデヒ

ド発散等級（内

装及び天井裏

等）

内装 等級３ ◆6-1（3）ロ

天井裏等 等級３

換気対策 居室の換気対策 機械換気設備 ◆6-2（3）イ

局所換気対策 機械換気設備

（便所、台所、浴室と

も）

◆6-2（3）ロ

室内空気中の化学物質の濃度等 ※表示しない

光・視環境

に関する

こと

単純開口率 指定事項の表示 ◆7-1（3）

方別開口比 指定事項の表示 ◆7-2（3）

音環境に

関するこ

と

※表示しない

高齢者等

への配慮

に関する

こと

高齢者等配慮対策等級（専用部分） 等級３ ◆9-1（3）

高齢者等配慮対策等級（共用部分） 等級４ ◆9-2（3）

防犯に関

すること

評価対象開口部の区分 外部からの

侵入を防止

するための

対策

◆10-1｢開口部の侵入防止

対策｣（3）による。

1) 建物出入

口に存す

る階の住

戸

ａ 住戸の出入口 すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部

b 地面から開口部の下端まで

の高さが２ｍ以下、又は、

共用廊下、共用階段若しく

はバルコニー等から開口部

の下端までの高さが２ｍ以

下であって、かつ、共用廊

下、共用階段若しくはバル

コニー等から当該開口部ま

での水平距離が 0.9ｍ以下

であるもの（a に該当するも

のを除く。）

その他

（プロジェ

クトごとの

個別判断に

よる）

ｃ a 及び b に掲げるもの

以外のもの

すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部

2) 1)に掲げ

る階以外

の階の住

戸（2 階以

上）

ａ 住戸の出入口 すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部



3

b （ⅰ） 地面から開口部の

下端までの高さが２ｍ以

下、又は、共用廊下若しく

は共用階段から開口部の下

端までの高さが２ｍ以下で

あって、かつ、共用廊下又

は共用階段から当該開口部

までの水平距離が 0.9ｍ以

下であるもの（a に該当する

ものを除く。）

その他

（プロジェ

クトごとの

個別判断に

よる）

（ⅱ） 地面から開口部の

下端までの高さが２ｍ以

下、又は、バルコニー等か

ら開口部の下端までの高さ

が２ｍ以下であって、かつ、

バルコニー等から当該開口

部までの水平距離が 0.9ｍ

以下であるもの（a 又は b

（ⅰ）に該当するものを除

く。

すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部

ｃ a 及び b に掲げるもの

以外のもの

すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部

3) 1)に掲げ

る階以外

の階の住

戸（3 階以

上）

ａ 住戸の出入口 すべての開

口部が進入

防止対策上

有効な措置

の講じられ

た開口部

b （ⅰ） 地面から開口部の

下端までの高さが２ｍ以

下、又は、共用廊下若しく

は共用階段から開口部の下

端までの高さが２ｍ以下で

あって、かつ、共用廊下又

は共用階段から当該開口部

までの水平距離が 0.9ｍ以

下であるもの（a に該当する

ものを除く。）

その他

（プロジェ

クトごとの

個別判断に

よる）

（ⅱ） 地面から開口部の

下端までの高さが２ｍ以

下、又は、バルコニー等か

ら開口部の下端までの高さ

が２ｍ以下であって、かつ、

バルコニー等から当該開口

部までの水平距離が 0.9ｍ

以下であるもの（a 又は b

（ⅰ）に該当するものを除

く。）

その他

（プロジェ

クトごとの

個別判断に

よる）

ｃ a 及び b に掲げるもの以外

のもの
その他



工事件名 所在地 工期 総戸数 棟 階数 戸数
延床面積
（概数）

設計評価完了
希望日

基礎配筋
完了予定

(仮称)奈良学園前・鶴舞（その３）建設工事 奈良県奈良市鶴舞東町 Ｈ29.5～H30.10 121戸 Ａ 6階 28戸 1,579 H29.4 Ｈ29.11

Ｂ 6階 29戸 1,854

Ｃ 6階 35戸 2,433

Ｄ 6階 29戸 1,860

（仮称）千里竹見台団地先工区建設工事 大阪府吹田市竹見台 H30.3～H32.2 460戸 北（Ｃ10） 11階 197戸 10,228 H30.2 H30.9

南（Ｃ26） 14階 263戸 13,119

581戸 6棟 581戸 31,073

奈良学園前･鶴舞第Ⅲ期他１団地設計・建設住宅性能評価業務他
別表-1



別表－2
業務名称：奈良学園前･鶴舞第Ⅲ期他１団地設計・建設住宅性能評価業務他

【（仮称）奈良学園前・鶴舞（その３）建設工事】

対象建築物 奈良学園前･鶴舞第Ⅲ期 4棟 121戸 基礎となる
国庫補助事業名

住宅市街地総合整備事業

建設地 奈良県奈良市鶴舞東町

住棟数 4棟

申請住戸数 121戸

１棟毎の申請戸数 Ａ棟：28戸、Ｂ棟：29戸、Ｃ棟：35戸、Ｄ棟：29戸

敷地面積 9,000㎡

建築面積 1,851㎡

延べ床面積 7,725㎡

適合する 21 世紀都市
居住緊急促進事業の採
択基準

技術評価は（平成 10年、13年、16年、○19年）21世紀都市居住緊急促進

事業技術基準及び 21世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領による。

【平成 19年技術基準による場合】

採択基準二の（ ○イ．地球環境貢献 、○ロ．子育て支援対応 、

㋩．広域防災拠点整備 、 ○二．都市緑化対策）に適合

【平成 19年度技術基準以外による場合】

採択基準二の（ イ．環境・資源対応 、 ロ．高齢社会対応 、

ハ．防災安全性 、 二．都市緑化対策）に適合



提出書類の様式等について　　［条文Ａ］  (前払い金無） 別添－１

提出先
ＮＯ 条項等 書類名称 部数 契約課 発注担当課　 様式 備考

1 第２条他 打合せ記録簿 1 ○ 様式－１ 記録・指示・通知・報告・質問・承諾・回答等に付いて記入する

2 第2条 業務（変更）工程表 2 ○ ○ 様式－２

3 - 契約の保証（保証証券等） 1 ○ －
「工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて　平成８年３月２８日付

４４－１３５」参照

4 第4条 下請負について（願書） 1 ○ 様式－４

5 第8条 管理技術者（変更）届 2 ○ ○ 様式－７ 管理技術者は、一級建築士の資格を有する者とする。

6 第10条 貸与品等受領（借用）書 1 ○ 様式－８

7 第20条 （一部）業務完了通知 3 ○ 様式－９

8 第20条 （一部）引渡書 3 ○ 様式－１１

9 第21条 （一部）完成払請求書 2 ○ 様式－１３ （様式１３－２：請求内訳書共）



様式－１

打合せ記録簿

総　括 　副総括 　主　任 管　理
調査員 調査員 調査員 調査員 技術者 担当者

発注者

発議者 □ 発注者 □ 請負者 発議年月日 平成　　年　　月　　日

発議事項 □ 指示 □ 請求 □ 通知 □ 報告 □ 申出 □ 承諾 □ 質問 □ 回答 □ その他（　　　）

設計業務の名称

　（内容）

　　上記について □ 記録 □ 指示 □ 請求 □ 通知 □ 承諾 □ 回答 します。

　発注者 □ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理 平成　　年　　月　　日

回答 　　上記について □ 記録 □ 協議 □ 提出 □ 質疑 □ 報告 □ 届出 します。

　請負者 □ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　年　　月　　日

請負者



様式－２

　　　　都市再生機構　西日本支社 　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　契約担当役 　 殿
請負者 住所

氏名 　　　　　（印）

業　務　（変　更）　工　程　表

設計業務の名称

履行期間 　　平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで　　

年　月 平成　　年 平成　　年

項　目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

契約番号

　　　　改１(13.1.16)・改２(13.2.23)



様式－４

下請負等について(願書）

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　都市再生機構　西日本支社
　　　　　契約担当役 　 殿

請負者 住所

氏名 （印）

設計業務の名称

　　　　　　　上記の契約について、建築設計業務請負契約書第１１条第２項に基づき下記

　     　　　のとおり業務の一部を第三者に委託したく願書を届けでます。

記

（１）再委託先

（２）再委託内容

（３）その他必要な事項

　　　（再委託理由他）

以 上



様式－７

管理技術者（変更）通知書

　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　都市再生機構　西日本支社

　　　　　契約担当役 　 殿

請負者 住所

氏名 （印）

　　設計業務の名称

　　

　　　　　　　上記の設計業務について、下記のとおり定めた（変更した）ので建築設計業務請負契約書第１４

　　　　　　条に基づき、通知します。

記

１．氏名 （　　　年　　　月　　　日生）

２．学歴（最終学歴を記入）

３．職歴

４．取得資格

一級建築士登録　第　　　　　　号

５．管理技術者に委任しない権限

以　上

管理技術者は、一級建築士の資格を有する者とする。 契約番号



　　　　　　様式－８
総括調査員 副総括調査員 主任調査員 調査員

貸与品等受領（借用）書

　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　都市再生機構　西日本支社

　　　　　契約担当役 　 殿

請負者 住所

氏名 （印）

　　設計業務の名称

　　

　　　　上記の設計業務について、貸与品等について受領（借用）したので建築設計業務請負契約書第１７条

　　　に基づき、提出します。

記

　　受領（借用）品等名

１．

２．

３．

４．

５．

以　上



　　　　　　様式－９

一　部　業　務　完　了　通　知

１． 設計業務の名称

２． 請負代金額 金

３． 履行期間 平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

　　　　　　平成　　年　　月　　日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務のうち、指定部分に係る業務

　　　　　については、平成　　年　　月　　日に完成したので、同契約書第２０条第１項に基づき、通知します。

　

　　　平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

　　　独立行政法人都市再生機構　西日本支社

　　　　　支社長　西村　志郎 　　　殿

契約番号



　　　　　　様式－９

業　務　完　了　通　知

１． 設計業務の名称

２． 請負代金額 金

３． 履行期間 平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

　　　　　　平成　　年　　月　　日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務は、

　　　　　平成　　年　　月　　日に完成したので、同契約書第３０条第１項に基づき、通知します。

　

　　　平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

　　　　都市再生機構　西日本支社

　　　　　契約担当役 殿

契約番号



　　　　　　様式－１１

一　部　引　渡　書

１． 設計業務の名称

　　　　　　平成　　年　　月　　日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務のうち、指定部分に係る業務

　　　　　についての目的物を、同契約書第２０条第３項に基づき、引渡します。

　　　平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

　　　　独立行政法人都市再生機構　西日本支社

　　　　　　支社長　西村　志郎 　　　　殿

契約番号



　　　　　　様式－１１

引　渡　書

１． 設計業務の名称

　　　　　　平成　　年　　月　　日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務の目的物を、

　　　　　同契約書第３０条第３項に基づき、引渡します。

　　　平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

　　　　都市再生機構　西日本支社

　　　　　契約担当役 殿

契約番号



様式－１２

部　　分　　払　　請　　求　　書　（第　　　回）

金

　ただし、 （設計業務の名称） の

出来高に対する第　　　回部分払を上記のとおり請求します。

平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

独立行政法人都市再生機構　西日本支社

支社長　西村　志郎　殿

契約番号

（注） 金額は、アラビア数字で記載のこと。

（注） 請負者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、

合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。

（注） 口座名義をカタカナで５０文字以内（濁点、半濁点は１文字とします）で記入して下さい。

預金の種別振込銀行名

　　　銀行　　　　支店

口　　　座　　　名口座番号



様式－１３

完　　成　　払　　請　　求　　書

金

　ただし、 （設計業務の名称） の

受領済の前払金、部分払金及び一部完成払金を控除した残額を上記のとおり請求します。

平成　　年　　月　　日

請負者 住所

氏名 （印）

都市再生機構　西日本支社

契約担当役　                　殿

契約番号

（注） 金額は、アラビア数字で記載のこと。

（注） 請負者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、

合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。

（注） 口座名義をカタカナで５０文字以内（濁点、半濁点は１文字とします）で記入して下さい。

預金の種別振込銀行名

　　　銀行　　　　支店

口　　　座　　　名口座番号



　完成払金請求内訳 　　　様式－１３－２

請　　求　　内　　訳　　書

　　　　　１．設計業務の名称

　　　　　２．当初請負代金額 ￥

　　　　　３．設計変更　（増・減）　額　　（計） ￥

　　　　　第１回設計変更　（増・減）　額 ￥

　　　　　第２回設計変更　（増・減）　額 ￥

　　　　　第３回設計変更　（増・減）　額 ￥

　　　　　４．変更後請負代金額 （Ａ） ￥

　　　　　５．前払金額 （Ｂ） ￥

　　　　　６．前回までの部分払

受領済額 （Ｃ） ￥

　　　　第　１　回 ￥

　　　　第　２　回 ￥

　　　　第　３　回 ￥

　　　　一部完成受領済額 ￥
　（一部完成払受領済の場合のみ記入のこと）

７．今回請求する金額

　　　Ａ　－　（　Ｂ　＋　Ｃ　） ￥

　（注）：設計変更のある場合は、（増・減）の増・減のどちらかを○で囲む。


