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仕  様  書

１．設計概要

１）設計名称

   28-アクティ学園西町団地給水施設改良工事変更設計

   （履行期間：契約締結日の翌日～平成 28 年 12 月 2 日）

２）設計内容

(1)設計条件

①設計対象概要

  アクティ学園西町団地に係る給水施設改良工事変更設計及び数量調書等の作成一式

（詳細は別紙 1 及び別表による）       

②所在地

神戸市西区学園西町七丁目 1 番地

③設計資料

    設計参考資料は、３による。なお、その適用に当たっては、機構担当者の指示によ

る。

（2）業務内容

①実施設計

イ）現地調査等の上、実施設計図の作成

ロ）その他（関係機関・官庁等との打合せ・設計計算書等作成）

ハ）協議書等の作成（関係機関・官庁等）

②数量計算

イ）数量計算書の作成

ロ）工事費積算に係る見積書の徴集及び整理

ハ）数量拾い出し図の作成（各部位別を色分け等で区分すること）

③「法令等に基づく届出等チェックリスト（機械）」（別紙 2）の記入

２．特記事項

１）担当者（変更）通知書の提出

    契約締結後、速やかに設計担当者を選定し、担当者（変更）通知書を機構担当者に提
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出すること。

２）現地調査

    設計着手にあたっては、事前に設計対象住棟及び周辺の状況を十分調査する。なお、

現地調査・訪問等を行う際には、必ず名札（35mm×65mm 程度）を着用すること。

３）関連設計の検討

     当該設計以外の関連設計についても、十分把握し、整合性を持って作業する。また、

躯体貫通等の場合は、構造・配線・配管図等を確認すること。

     ４）提出書類

別表によるほか成果物は下記による。

実施設計図書：1 部 （マイラー紙、サイズは機構担当者の指示による）

数量計算書等：1 部 （ペーパー、サイズは機構担当者の指示による）

法令等に基づく届出等チェックリスト：1 部

電子データ ：1 枚 （CD-R、実施設計図）

1 枚 （CD-R、実施設計図及び数量計算書）     計 2 枚

      なお、図面のデータは CAD 図作成ソフトによる他、DXF、PDF 形式の 3 種類とする。

５）監理技術者

     建築設計業務請負契約書第 15 条に規定する管理技術者は、次に掲げる条件を全て満た

すこと。

(1)建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有し建築士法による登録を行っている

者。

(2)直接的な雇用関係があること。

６）疑義

    本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、機構担当者と協議する。

７）設計完了手続   

設計完了後に、次の書類を提出する。

    ① 完了届（3 部）  ②引渡書（3 部）    ③請求書（2 部）

８）参考業務人数

１３人 （主任技師・技師Ａ・技師Ｂ・技師Ｃ・技術員の合計数値）

９）その他

   設計にあたっては、兵庫住まいセンター担当者と打合せの上、現地調査等を開始するこ

と。

３．設計参考資料

・保全工事共通仕様書（平成 26 年版）

・公共住宅建設工事共通仕様書（平成 25 年度版）

・機械設備設計図集（平成 27 年版）
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４．下請負等

１）建築設計業務請負契約書第 12 条第１項にある第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない主体部分とは、特記仕様書に定めるもののほか、次に掲げるものをいう。

(1) 企画・構想立案のマネージメント

(2) 設計の中核となる図案の作成

  (3) 打合せ及び内容説明

２）建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせようとするときは、あらかじめ再委託承諾申請書を提出し承諾を受けなけ

ればならない。

   ３）補助的な業務（パース作成、トレース、印刷製本等）を第三者に委託し、又は請け負

わせようとする場合は承諾を要しない。

以 上



設計名称： 28-アクティ学園西町団地給水施設改良工事変更設計

設計概要書 （給水施設改良工事変更設計）

　対象団地名 アクティ学園西町 団地コード 349
管理開始
年度

　H元年～5年

　　所在地 神戸市西区学園西町七丁目1番地

　住宅管理戸数 856 戸 対象数量 　　住棟　8棟　住戸396戸  給水施設  1施設（No.1給水施設）

給水対象区域

731 号棟 集会所

732 号棟 特870-6CN-1.4LDK-WR 6階 30 戸

733 号棟 特870-6CN-4LDK1.2DK-WR 6階 30 戸

734 号棟 特870-5CN-1DK2LDK-WR 5階 70 戸

735 号棟 特870-12B-1DK3LDK-PC-サトウ 12階 66 戸

736 号棟 5N-2.4LDK-WR 5階 30 戸

737 号棟 特870-8C-1LDK1DK-WR 8階 100 戸

738 号棟 5N-3DK2.4LDK-WR 5階 30 戸

739 号棟 5N-2DK1.4LDK-WR 5階 40 戸

計 396 戸

既設の給水施設

受水槽方式より圧送方式にて供給

本修繕は既存住棟の直結直圧・増圧化と屋外給水管修繕及びそれに伴う市本管からの新規分岐並びに既存

給水施設内給水ポンプの撤去等を行う修繕である。

　①市本管からの新規分岐から屋外給水管の修繕（分岐箇所数等については水道局と協議による）

　②給水施設の直結増圧・直圧化

　③修繕に係る撤去可能な既設機器・配管・電気設備の撤去

　④各戸用量水器周りの市基準に準じた修繕等

　⑤上記に伴う付帯設備の修繕等

本変更設計は、既設計の当該地区に係る直結直圧及び増圧化設計において、配管ルートの見直し等を

図るものである。なお、変更設計においては、以下の点に留意するものとする。

1．共通

　断水時間、回数は極力少なくなるように設計する。

２．給水施設の位置

　原則として既設ポンプ室内で検討

3．直結方式

　原則として直結直圧式を採用し、水理計算上困難な場合は直結増圧式とする。

備　考 神戸市水道局及び当機構兵庫住まいセンター（業務受託者：（株）URコミュニティ）と十分協議を行うこと。

（別紙１）

設計タイプ
（対象住棟・住戸型

式）

修繕内容

設計方針



（別紙2）

No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先
届出等
提出者

適用にあたっての
留意事項

設計者
記入欄

建設業者
記入欄

提出先へ
の届出日

届出が必
要と思わ
れる項目
に「○」

不要と思
われる項
目に
「－」を
つける

届出が必
要と思わ
れる項目
について
提出予定
日を記入

実際に提
出先に提
出した日
付を記入

消防法

1 消防用設備等着工届 消防法第17条の14
消防長、消防署

長
支社長

2 消防用設備等設置届 消防法第17条の3の2
消防長、消防署

長
支社長

水道法

3 専用水道廃止届 水道法第33条第3項 知事 支社長

水道法関連条例

4
簡易専用水道設置届・給
水開始報告書

条例等 保健所長 支社長

5 簡易専用水道廃止届 条例等 保健所長 支社長

6
給水関係事前協議に関す
る申請書

条例等
市町村長又は水
道事業管理者

支社長 事業計画段階で必要な場合

7
給水装置工事の設計審査
に関する届出

条例等 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する
届出

8
給水装置工事施工承認申
込書、工事申込書

条例等 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する
届出

9
その他給水管工事に関す
る承認申請書

条例等 水道事業管理者 支社長
敷地内の給水設備に関する
届出

10
直結増圧給水に関する事
前協議書

条例等 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

11
直結増圧給水の設計審査
に関する申請書

条例等 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

12
直結増圧給水の施工に関
する届出

条例等 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

13
直結増圧給水の維持管理
に関する届出

条例等 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合

14
受水槽以下装置の設計審
査に関する申請書

条例等 水道事業管理者 支社長
建物（敷地内）に受水槽を
設け給水する場合

15
受水タンク以下装置メー
タ設置承認申請書

条例等 水道事業管理者 支社長
各戸検針によりメーターを
設置する場合

16
増圧給水設備以下給水装
置メータ設置承認申請書

条例等 水道事業管理者 支社長
各戸検針によりメーターを
設置する場合

17
各戸検針・各戸徴集に関
する申請書、契約書

条例等 水道事業管理者 支社長
各戸メーターにより検針する
場合に必要な水道事業者

18
各戸検針メーターの寄
付・移管に関する届出書

条例等 水道事業管理者 支社長
各戸メーターの水道事業者へ
の移管手続きを行う場合

19 給水開始申込書 条例等 水道事業管理者 支社長

道路法

20
道路占用許可申請（協
議）書

道路法第32条 道路管理者 支社長

21 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長

その他

・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、所轄行政庁により異なる
ので注意
・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること
・届出等に不足があれば、追記すること

                    法令等に基づく届出等チェックリスト（機械）　　

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


