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平成 30 年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務

特記仕様書

１．適用範囲

  本業務は、契約書及び｢平成 30 年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務｣（以下、｢特記

仕様書｣という。）に基づき実施する。

２．業務の目的

既存団地を今後とも良好な社会資産として維持・管理していくため、外壁修繕の機会を捉

えて外装色彩計画を策定することにより、地域と調和した住宅景観の創出及び建物外観のイ

メージの向上等を図る。具体的には、現ストックの時代性を踏まえつつ、立地条件・ターゲ

ット層などのファクターにも着目し、団地全体の価値向上を図るために、各団地住棟の外壁

(ファサード)の外壁色彩検討設計を実施する。従来の色彩を踏襲するのではなく、現在のト

レンド、ニーズを踏まえ、また今後のストックの良質化を図るべく、イメージアップや陳腐

化のしづらい色彩計画とすることで、質を高めコストパフォーマンスを向上させる設計の実

施を目的とする。

３．業務の履行期間

本業務の履行期間は、契約締結の翌日から平成 30年 12 月 20日までとする（なお、各団地の

おける検討実施期間の詳細は調査職員の指示による）。

４．業務の内容

(1)業務概要

検討団地における、地域イメージ、地勢、地歴、エリア特性を踏まえ、外壁色彩等の検討

設計を実施する。また、団地全体の改修におけるコンセプトや団地及び住棟エントランス計

画等のイメージも検討する。主な内容は以下の通りである。

・ 各団地の改修コンセプトプランニングの実施

・ 各団地の外壁色彩検討設計の実施

・ 団地及び住棟エントランス等の改善イメージの提案

(2)業務実施における設計資料について

設計参考資料：①既存建物等設計図書及び申請図書、②その他調査職員の指示した資料

設計基準資料：①各種設計基準・要領、②公共住宅建設工事共通仕様書 ③基盤整備工事

共通仕様書、④都市再生機構工事特記基準、⑤各種標準詳細図集、⑥電気

設備設計指針、⑦機械設備設計指針、⑧保全工事共通仕様書及び仕様登録

集、⑨公共住宅建築工事積算基準、⑩公共住宅機械設備工事積算基準、⑪

公共住宅電気設備工事積算基準、⑫土木・造園工事積算要領、⑬都市再生

機構積算特記基準、⑭保全工事積算基準、⑮撤去･移設等標準設計図集(土

木・造園)、⑯公共建築数量積算基準

なお、その適用等にあたっては調査職員の指示による。
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(3)業務内容について

1）次の内容について業務実施を行う。

   下記項目について実施するものとし、具体的な内容等は、調査職員の指示による。なお

業務対象は対象団地内の住棟を始めとし、団地及び住棟エントランス、集会所等、付属施

設について（ポスト、サイン含む）計画を行い、一体的な計画とすること。

2）上位計画の確認、とりまとめ

対象団地が存する地方公共団体における、まちづくり方針や景観ガイドライン、使用

色彩基準、条例等を整理する。また外装部の色彩変更に伴う各種届出等の要否を確認し、

届出等が必要な場合は、関係書類及び図面を作成のうえ、届出等手続きを行うこと。手

続き時期は、調査職員の指示による。

3）周辺の環境分析と地区特性把握

周辺環境との調和を目的に、周辺環境を分析し地区の特性を把握する。

4）各団地の改修コンセプトプランニングの実施

         団地及び住棟エントランス等の改善イメージにおける提案

5）各団地の外壁色彩検討設計の実施

対象団地内及び周辺の既存色彩使用状況を調査分析、特性を把握する。

6）色彩計画構成、手法等の検討

対象団地内の建物配置や棟毎の意匠特性を分析し、色彩計画の構成、手法等を検討整理

する。

7）外装カラーデザインワーク

上記 5）6）に基づき各団地のカラーデザインワークを行う。対象団地毎に３案程度検討

し、調査職員と打合せのうえ、色彩計画方針を立案する。

8）着彩立面図、配色指定図作成

上記に基づき、対象団地内の対象建物（住棟及びエントランス、集会所、ゴミ置き場、

給水施設等の付属建物を含む）について、建物各面の着彩立面図、その他詳細図、配色

指定図及び色番号一覧表を作成する。配色指定する部位は建物外装部一式とし、壁面、

外部鉄部面（玄関扉、ＰＳ扉含む）のほか、階段室内壁、共用廊下腰壁、露出配管及び

バルコニー隔板等を含む。なお指定する色彩が特殊な場合は、調色表（3 部）を作成し

提出する。また必要に応じて詳細図を作成し、色彩指定や塗り分け方法を表現する。

9) 管理組合への提案資料の作成（サンクレア池下のみ）

上記 8）を踏まえ、改修内容について管理組合へのプレゼンテーション資料を作成す

る。

10）その他業務

現地調査・調査職員との打合わせ、機構内部会議への出席及びプレゼンテーションと

する。

（4）業務の進め方

現地立会において、色彩計画策定範囲、対象物の確認を行う。その後、現地調査を実施

のうえ、上記（3）の業務を順に進めること。業務の遂行にあたっては、密に調査職員と

打合せ及び協議をすること。

なお、作成する図面等は外壁修繕工事における参考図書として活用予定のため、各部位
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の指定色彩及び塗り分け方法等、工事業者が把握しやすい内容で作成すること。

a 現地調査

    現地調査および既往の報告書資料に基づき団地空間の分析を実施し、課題の抽出、

整理のうえ、改修コンセプトプランニングの基礎資料として整理する。

ｂ 各団地の外壁色彩計画の策定

団地全体のイメージアップのため、外壁色彩の全体計画案を策定する。検討団地

所在地の行政が景観行政団体であるかの有無を確認し、検討の結果により必要に応

じて景観法にかかる届出の対応も実施する。

ｃ 各棟のエントランス等改修計画の策定

各棟におけるエントランス等については、団地や建物の顔となる重要な部位であ

ることから、色彩、照明、掲示版、ポスト、仕上げ、デザインを踏まえ方針及びイ

メージを策定する。

    ｄ 屋外全体の改修設計の実施

       屋外空間の魅力向上を念頭に、色彩、照明、表層、仕上げ、サインを踏まえ方針

及びイメージを策定する。

（5）再委託について

当該設計業務における建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項に規定する「指定した部

分」の再委託は認めない。「指定した部分」とは、本仕様書の７.特記事項、(16）に示すと

おりである。なお、(16）、①※1 に示す設計業務を再委託する場合は、当該設計業務の開

始に先立ち、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。

５．業務の実施

(1)業務の実施における留意事項は、下記による。

① 検討に当たっては、立地条件、周辺環境、ターゲット層を十分に把握し、細部まで工

夫した改修設計とし、住棟の価値向上に配慮すること

② 価値向上につながる機能・性能、景観、安全性及び居住空間性能およびユニバーサル

デザインに十分配慮した改修検討を行うこと。

③ 業務の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し対象建物部位部材、設備及び周辺環

境の把握に努めること。

④ サイン計画については、全体イメージを含め、調査職員と調整により検討すること。

(2)建築設計業務請負契約書第 18 条（条文Ａ）（条文Ｂの場合は規定第 17 条）に規定する貸与

品等は次のものとする。なお、これらの数量、引渡し場所、引渡し時期及び返還時期等につ

いては機構調査職員の指示による。

① 対象建築物の設計図書（既改修図を含む）一式

② 都市再生機構工事特記基準

③ 内訳作成システム

④ その他（必要に応じて調査職員と協議の上調整を実施）

(3)業務の履行にあたっては法令及び条例等の関係法令を遵守する。

① 建築基準法、同施行令、同施行規則

② 国土交通省（建設省告示）、通達等
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③ 消防法、同施行令、同施行規則

④ その他関係法令

(4)関係法令に基づく行政協議を必要に応じて実施し、その都度議事録を作成し調査職員に提出

すること。

①関連法令等及び特定行政庁事前協議による条件

建築基準法（法 12 条 5 項、56 条の 2、法第 86 条、法第 18 条等）、その他関連条例、指

導要綱、消防等、関連法令内容の確認、協議を行い、既存不適格となる内容や遡及事項

などの対応策について整理する。

上記の結果に基づき、86 条申請等の申請業務を行う。

６．成果品

本仕様書記載の内容及び別紙１による。

７．特記事項

(1)契約の保証

① 落札者は、建築設計業務請負契約書の提出とともに、以下イからニのいずれかの書類

を提出しなければならない。

イ 契約保証金に係る契約保証金収納報告票・提出書

［注］

（い）契約保証金収納報告票・提出書は、「収納金取扱銀行等」に契約保証金の金

額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

（ろ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は、契約担当課の指示に従うこと。

（は）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、

建築設計業務請負契約書第43条第３項（条文Ａ）（条文Ｂの場合第42条第３

項）の規定により都市機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の

金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

（に）受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金

の払戻しを求める旨の契約保証金払戻請求書を提出すること。なお、払戻し

する契約保証金には、利息を付けないものとする。

ロ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書

［注］

（い）債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受け入れ、

預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律（昭和29年法律第195号）第

３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用

金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、

信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受け入れを

行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下

「金融機関等」と総称する。）とする。
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（ろ）保証書の宛名の欄には、「（本部長等 氏名を記載すること。）」と記載するよ

うに申し込むこと。

（は）保証債務の内容は建築設計業務請負契約書に基づく債務不履行による損害金

の支払いであること。

（に）保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記

載される業務名が記載されるように申し込むこと。

（ほ）保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。

（へ）保証期間は、履行期間を含むものとすること。

（と）保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるも

のとする。

（ち）請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更

する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。

（り）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機関等か

ら支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項（条文Ａ）（条

文Ｂの場合第42条第３項）の規定により都市機構に帰属する。なお、違約金

の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

（ぬ）受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当課から

保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

ハ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

［注］

（い）公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を

保証する保証である。

（ろ）公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「（支社長等 氏名を記載すること。）」

と記載するように申し込むこと。

（は）証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に

記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

（に）保証金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とすること。

（ほ）保証期間は、履行期間を含むものとすること。

（へ）請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更

する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。

（と）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から

支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項（条文Ａ）（条

文Ｂの場合第42条第３項）の規定により都市機構に帰属する。なお、違約金

の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

ニ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

［注］

（い）履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約す

る保険である。

（ろ）履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

（は）保険証券の宛名の欄には、「（本部長等 氏名を記載すること。）」と記載する
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ように申し込むこと。

（に）証券上の契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記

載される業務名が記載されるように申し込むこと。

（ほ）保険金額は、請負代金額の10分の１の金額以上とすること。

（へ）保険期間は、履行期間を含むものとすること。

（と）請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約

担当課の指示に従うこと。

（ち）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から

支払われた保険金は、建築設計業務請負契約書第43条第３項（条文Ａ）（条

文Ｂの場合第42条第３項）の規定により都市機構に帰属する。なお、違約金

の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

② ①の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくても

よいものとする。

イ 建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約であ

る場合

ロ 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと都市

機構が認める建築設計業務請負契約である場合

(2)業務工程表の提出

業務工程表を契約締結後、速やかに作成し調査職員の承認を受ける。

(3)管理技術者

建築設計業務請負契約書第 15条（条文Ａ）（条文Ｂの場合は規定第 14 条）に規定する

管理技術者の届けは様式－１による。

また、業務を行うにあたり、下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を配員する

こと。なお、管理技術者は主任技術者を兼任することができる。

職 種 必要資格

建築設計 一級建築士

(4)協議及び設計記録の整備

設計の各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは調査職

員と充分協議の上、確認を受ける。また、協議内容については、その都度、設計記録を

整備し、調査職員に提出する。

(5)現地調査

設計の着手にあたっては、調査職員と連絡を取り、事前に設計対象敷地及び周辺の現

況を充分調査し、適宜図面の電子化を行い、設計に反映すること。

(6)関連設計

当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って設計するものとする。

(7)提出図書の様式等

・提出する設計図書は、調査職員の指示による。

・提出図書は機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイ

ルに納め提出する。また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、

建築士名を記載し押印する。



7

・編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。

・現地調査において撮影した写真は、ファイル等に整理し提出すること。

(8)設計図書の提出

受注者は、業務が完了したときは、遅延なく、業務内容成果品一式を提出すること。

積算、申請及び耐震診断の履行中において調査職員から設計図書（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。

(9)部分払い

業務完了前に、出来形部分払表（別添-１）に基づき、部分払を請求することができる。

出来高の実績については、「８．提出する設計図書および記載内容」にある提出図書をも

って出来高とする。部分払請求時には①部分払検査願②部分払請求書を各 3 部提出とす

る。

(10)契約完了後の義務

契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事

中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。

なお、かし担保に関しては、建築設計業務請負契約書第 41 条第 1 項から第 6 項（条文

Ａ）（条文Ｂの場合、第 40 条第 1 項から第 6 項）による。

(11)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、調査職員と協議する。

(12)設計完了手続き

設計完了後に次の書類を 3 部提出する。①完成届 ②納品書 ③引渡書 ④請求書

(13)業務成績評定

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定（業

務評定点及び管理技術者評定点）を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定

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。

(14)履行報告

建築設計業務請負契約書第 17条（条文Ａ）（条文Ｂの場合は規定第 16 条）に規定する

契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。

なお、報告を求める場合とは、随時とする。

(15）貸与品等

建築設計業務請負契約書第 18条（条文Ａ）（条文Ｂの場合は規定第 17 条）に規定する。

(16)再委託等

①再委託等の取り扱いについては、次の例のとおりとする。

基本設計 実施設計

再委託不

可の内容

①企画・構想立案のマネジメント

②設計の仲介となる図面の作成

③打ち合せ及び内容説明

①設計の総合調整マネジメント

②設計の中核となる図面の作成

③打ち合せ及び内容説明

あらかじ

め承諾を

得て再委

一部専門分野の業務

〔例〕

・積算    ・電気

一部専門分野の業務

〔例〕

・積算    ・電気
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託できる

業務※１

・機械    ・土木

・造園    ・構造など

・機械    ・土木

・造園    ・構造など

特に承諾

を要しな

い業務

補助的な業務

〔例〕

・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な作業

・トレース業務、模型作成、パース作成、写真撮影、

・計算（省エネルギー関係、防災関係）

・データ入力）（CAD,電算）など

※１建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項（条文Ａ）（条文Ｂの場合、第 11 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

じめ様式－２により再委託（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。なお、再委託する場合は、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。

（17）法申請（共通）

①建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。

②申請に関する補助（様式への記入補助、提出補助等）を行う。

③申請図書は申請に支障のない時期までに完成させる。行政庁等からの指摘に対しては速

やかに対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて機

構に提出すること。

（18）法申請（１棟１事務所の場合及び１棟複数事務所の場合の代表事務所）

①受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、法申請単位建物全体としての法律へ

の適合性（意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等）を確認するものとする。

② 受注者は、計画通知に記載する「代表となる設計者」となるものとする。

③ 別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。

（19）法申請（１棟複数事務所の場合のサブ事務）

①受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、当該建物全体としての法律への適合

性（意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等）を確認するものとする。

② 受注者は、計画通知に記載する「その他の設計者」となるものとする。

③ 別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。

（20）公共建築設計者情報システム（PUBDIS）への登録

     受注者は、本業務について、業務完了後 10 日以内に、公共建築設計者情報システム

（PUBDIS）の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、（社）

公共建築協会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、

調査職員の署名及び捺印を受けること。

     また、（社）公共建築協会が発行する「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。

なお、登録については、（社）公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細に

ついては、（社）公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム（PUBDIS）」

（http://www.pbaweb.jp/pubdis）等より確認すること

（21）秘密の保持
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     受注者は、別途「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、善良な管理義務を

負うものとする。

（22）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（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い、捜査上必要な協力を行うこと。

上記により警察に通報を行い、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。

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生じた

場合には、発注者と協議すること。

（23）本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内

容に増減の変更が生じる場合がある。業務内容の変更については、後日設計変更処理す

るものとする。

８．提出する設計図書および記載内容

(1)本仕様書内容及び別紙１による。

(2)図面サイズは A2判を基本とする。

  （ただし、調査職員の指示によるものとする。）

(3)提出する設計図書は次のとおりとする。

【共通図】対象団地毎に作成

設計図書の種類 縮  尺 記  載  概  要

案内図 1:10000 程度 最寄駅、主要交通機関、ｽｹｰﾙﾊﾞｰ、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

配置図 1:500 敷地境界、敷地周辺建物、住棟・施設、屋外附属建物、

棟番号、棟別設計 GL、ｽｹｰﾙﾊﾞｰ、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、位置出し用

座標

設計概要書 A3 版 団地概要、設計主旨、縮小図面集

団地概況図 団地全体構成

【改修設計】（意匠）対象団地毎に作成

設計図書の種類 縮  尺 記  載  概  要

表紙・図面ﾘｽﾄ

特記仕様書 必要に応じて作成

面積表、面積算定図 基準法面積、算定図(必要に応じて作成)

仕上表 内部・外部

立面図 1:100 立面４面

立面部分詳細図 1:50 ｴﾝﾄﾗﾝｽ廻り、階段室廻り、ＥＶホール廻り、その他

その他 4．業務内容による

イメージパース － 全体鳥瞰図、部分鳥瞰図 2 ヶ所、ＥＶホール廻り、共用
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廊下

※1 業務内容に応じて、調査職員と調整の上、作成する図面種類については取捨選択・統

合等を行ない、サイズについても調査職員の指示による。

※2 提出する設計図書一式については、デジタルデータ（.dwg もしくは.dxf、.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。なお、提出されたデータは、当該住宅工事請負業者に貸与

し、当該工事における施工図及び当該建築物等の完成図の作成に使用する場合がある。

※3 その他、数量計算書を作成するために必要な図面及び工事を円滑に進めるために必要

な図面または調査職員が作成を指示した内容は適宜記載する。

(4)積算図書

   積算関連に係る成果物として、団地毎における色彩数量及び材料コストについて下記の

通り作成すること。

【建築積算】

1)提出図書

     ①積算数量計算書

     ②積算内訳明細書（金抜及び金入）

     ③見積りﾘｽﾄ、徴収した見積り原本、見積り比較表（案）

   ④代価計算書（案）

     ⑤プレチェックシ-ト作成（基礎情報・特定資材数量のみ）、ほか関連資料

2)提出図書の様式等

積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。

積算内訳明細書はＡ4 とし、機構所定の様式（内訳作成システムを使用したもの

を標準）とする(別紙 2 参照)

また、積算数量計算書は積算事務所名、積算士登録番号、建築積算資格者名を記

載し押印する。

なお、提出する書類はＡ4 縦を原則とする。

(5)申請図書

        申請関連に係る成果物として、４業務内容（3）⑤申請関連に記載の図書一式を行政毎

の提出部数一式及び図書一式のデータも併せて納品すること。

(6)その他

上述した(3)～(4)の設計図書の提出にあたっては、必要となる資料を作成提出するもの

とし、その記載内容については適宜調査職員と確認し、過不足があれば調整して提出する

こと。
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４ 数量算出・積算 １    一般事項

第４編 数量算出・積算編

      第１章  一 般 事 項

                                      第１節  一般事項

  １．１．１  適 用 範 囲 この仕様書は、数量算出及び積算業務に適用する。

なお、本編においては、「1.1.7 照査技術者及び照査の実施」における照査

報告書の提出の規定は適用しない。

４ 数量算出・積算 ２    数量算出

      第２章    数量算出等デ－タ作成
                              
                              
                              
                   

２．１．１ 業 務 内 容

  ２．１．２  成 果 品

設計図書等で工事内容の把握を行い、積算数量算出に係わる基準等に基づき、

工事費算定のための数量計算書を作成する。数量計算書の様式は機構所定の様

式による。

   成果品には、計算者及び照査者が記名、押印するものとする。

１）積算数量表

２）数量算出根拠図（青焼図に着色したもの）

４ 数量算出・積算 ３ 数量積算（電算処理）

      第３章   積   算（電算処理）

３．１．１ 業 務 内 容

  ３．１．２  利 用 登 録

  ３．１．３  P S － k e y

３．１．４ 端 末 機

  ３．１．５  成 果 品

１ 設計図書、積算数量表等で工事内容の把握を行い、積算企画書を作成し調

査職員の承認を得る。

２ 機構の土木造園工事積算システム（以下、TSSという。）により、積算数

量及び単価等の工事費算定に必要なデータの入力を行う。

   なお、TSSの操作方法は、「TSS環境設定マニュアル」「サイボウズガルー

ン操作説明書」「土木・造園工事積算システム操作手引書」による。

３ 入力したデータについて、積算要領等の関係基準に基づきチェックを行う。

TSSの利用に際しては、機構のシステム管理者の指示に従い利用登録を行う。

機構のPS－key管理責任者から貸与を受け、情報の漏洩がないよう厳重に管理

する。

なお、貸出し期間満了や不要となった場合は、速やかに機構のPS－key管理責

任者に返却する。

固定IPアドレスを持った回線を用意すること。

なお、既存の回線を利用する場合は、固定IPアドレスを取得するとともに、社

内LAN利用がされていないこと。

   成果品は下記による。

       １）積算企画書

       ２）単価調書、代価表等

土木・造園



12

様式－１

管  理  技  術  者 通 知 書

平成 年 月 日

独立行政法人都市再生機構 中部支社

支社長 菅沼 明   殿

受注者  住所                      
氏名                  印

平成 年 月 日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、管理技術者を下記のと

おり決定（変更）したので設計請負契約書第   条に基づき通知します。

請負業務の名称 平成30年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務

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         

(注) 管理技術者の資格は、建築設計：一級建築士、積算：一級建築士叉は建築積算資格者とする。
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様式－2

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中部支社

支社長 菅沼 明    殿
受託者 住所

氏名 株式会社○○○○

○○ ○○   印

契約名称：平成30年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務

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 ・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○

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

（変更の場合は、再

委託の変更理由も記

載）

（再委託する必要性）

○○○○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○○年より弊社で行う○○○○の

○○○○○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、成果の品質向上に資すること

が期待できるため。



平成30年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務 別紙１

サンクレ
ア池下

（名古屋
市）

豊明栄
団地
（豊明
市）

プロム
ナード三

好丘
（みよし

市）

パークハ
イツ荒子
（名古屋

市）

A3判合計

2棟 1棟 7棟 1棟

2棟 1棟 7棟 1棟

1、2 1棟 1～7 1棟 想定枚数

現状分析評価 1 ●現地調査および既往の報告書資料に
基づき団地空間の分析を実施し、課題の
抽出、整理のうえ、以降のトータルコー
ディネートプランニングの基礎資料として
整理。
・現地調査（現況確認、周辺状況確認（施
設、道路、インフラ、その他重要なも
の））、課題抽出

1 現地状況資料の整理作成（周辺状況写
真撮及び位置整理、施設の調査記載、道
路状況調査記載、課題抽出その他調査
職員の指示による）（A4判またはA3判で
作成）

6枚程度 2枚程度 2枚程度 2枚程度 12枚程度

全体改修プランニング2 分析評価結果を踏まえた、団地イメージ
の刷新、団地内空間の質の向上、デザイ
ン検討部位の抽出とその方向性等の取り
纏めプランニングを策定

2 ダイアグラム、イメージパース、景観、機
能、性能等を踏まえ、プランニング案を策
定（A4判またはA3判で作成） 6枚程度 2枚程度 3枚程度 2枚程度 13枚程度

外壁色彩計画 3 団地全体の色彩計画の策定 3 現状分析評価、既往調査報告等を踏まえ
方針を作成（A4判またはA3判で作成） 4枚程度 2枚程度 3枚程度 2枚程度 11枚程度

4 各住棟の色彩計画の策定 4 現状分析評価、既往調査報告等を踏まえ
方針を作成（A4判またはA3判で作成） 4枚程度 1枚程度 5枚程度 1枚程度 11枚程度

5 景観法資料の作成 5 現状分析評価、既往調査報告等を踏まえ
方針を作成（A4判またはA3判で作成） 2枚程度 2枚程度 2枚程度 2枚程度 8枚程度

6 協議、届出対応の実施 6 適宜作成（A4判またはA3判で作成）

1枚程度 1枚程度 1枚程度 1枚程度 4枚程度

7 管理組合への提案資料作成 7 パース、イメージスケッチ等により改修内
容を整理し、プレゼン資料の作成。（A4判
またはA3判で作成）

10枚程度 10枚程度

各棟エントラン
ス空間計画

8 各棟のエントランス空間イメージを策定 8 各棟のエントランス空間において、質の向
上として資するべき、形状、デザイン、機
能、性能について、イメージスケッチ等に
より整理（A4判またはA3判で作成）

8枚程度 2枚程度 5枚程度 2枚程度 17枚程度

9 エントランス空間付帯物についての考え
方の整理（色彩、照明、メールポスト、掲
示板、サイン等）

9 照明、色彩、ポスト、掲示板、仕上げ等に
ついて作成

5枚程度 5枚程度

エレベータ－
ホールの空間
計画

10 エレベーターホール、共用廊下（玄関扉
廻り含む）の改修イメージの策定

10 各棟の共用部において、質の向上として
資するべき、形状、デザイン、機能、性能
について、イメージスケッチ等により整理
（A4判またはA3判で作成）

3枚程度 3枚程度

エントランス照
明計画

11 エントランス照明計画 11 団地全体のコーディネートプランニングに
合わせたエントランス照明計画の策定 2枚程度 1枚程度 1枚程度 4枚程度

エントランス回りアプローチ12 各棟のエントランスへのアプローチに係る
改修検討を実施

12 検討イメージ図

4枚程度 1枚程度 1枚程度 6枚程度

ごみ置き場 13 各棟のごみ置き場位置、形状を踏まえ、
景観、機能を見直した改修検討を実施

13 検討イメージ図

1枚程度 1枚程度 1枚程度 1枚程度 4枚程度

植栽地 14 団地全体のコーディネートプランニングに
合わせた植栽改修検討の実施

14 検討イメージ図

4枚程度 1枚程度 2枚程度 1枚程度 8枚程度

屋外照明 15 団地全体のコーディネートプランニングに
合わせた屋外照明改修検討の実施

15 照明位置図、灯具、空間イメージ等を策
定（A4判またはA3判で作成） 5枚程度 5枚程度

駐輪場 16 各棟の駐輪場位置、形状を踏まえ、景
観、機能を見直した改修検討計を実施

16 検討イメージ図

0枚程度

サイン 17 団地全体のコーディネートプランニングに
合わせた全体サイン計画の策定

17 検討イメージ図

1枚程度 1枚程度 2枚程度

表層仕上げ 18 団地全体の表層仕上げについて、修繕等
必要部分の改修検討の実施

18 検討イメージ図
0枚程度

123枚程度

※１

※２ 別紙１の表には記載していないが、申請図書の作成についても仕様書のとおりとし、必要に応じて適宜実施する。

ｄ　屋
外全体
の改修
設計の
実施

業務
項目

実施項目 内容

a 現地
調査

成果物

ｂ　各
団地の
外壁色
彩計画
の策定

提出する設計図書については、A2判を基本とするが、A3判について表による。またデジタルデータ（CAD及びPDF）も、併せて納品すること。データファイルの形式について
は、調査職員と調整のうえ決定する。

ｃ　各団
地の各
棟のエ
ントラン
ス改修
計画の
策定

全棟数⇒

今回検討棟数⇒

対象号棟⇒



住宅経営部　 ストック技術課

１．業務の出来高区分及び出来高部分払率は下表による。

２．各段階の変更金額が原請負金額に対して軽微な場合は変更しない。

３．一部指定部分については、下表の段階区分のうち任意の時点において完了してものとする。

出来高部分払率による支払方法

　　　部分払金額≦請負代金×出来高部分払率累計×（9／10－前払代金／請負代金）－既支払金額

一部指定部分の支払い方法

　　　一部支払金額≦出来形×（1-前払代金／請負代金）

段階区分    1 2 3 4

団地名
サンクレア池下

（名古屋市）
豊明栄団地
（豊明市）

プロムナード三好
丘

（みよし市）

パークハイツ荒
子

（名古屋市）

全住棟数 2棟 1棟 7棟 1棟 11 棟

（今回対象住棟数）
2棟 1棟 7棟 1棟 11 棟

平成30年度中部支社団地外壁
色彩等検討設計業務

53.29% 11.61% 22.15% 12.95%

累計 53.29% 64.90% 87.05% 100.00%

※段階区分の団地の並びは順不同対応。したがって、完了団地にもとづきパーセントを累計するものとする。

※一部指定部分の工事発注に関する設計図書一式は、段階区分の1～10の部分でかつ完了しているものとする。

中間支払率表 契約名称 ： 平成30年度中部支社団地外壁色彩等検討設計業務

合  計

100.00%

別添


