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30－アーベイン美野島トータルコーディネート設計業務 特記仕様書

１．適用範囲

  本業務は、契約書及び｢30－アーベイン美野島トータルコーディネート設計業務特記仕様書｣

（以下、｢特記仕様書｣という。）に基づき実施する。

２．業務の目的

管理開始から約20年経過したアーベイン美野島においては、建築や外構等において新築時に設

定した設計コンセプトと、現時点での使われ方に差異が生じている傾向が見受けられる。また、

経年劣化が進む住棟や設備、屋外施設に対して、これまで実施してきた修繕手法では一過的な改

善は果たされるが、機構が求めるところの資産価値の向上という観点から、対応方法の根本的な

見直しに取り組みたいところ。

本業務は、当団地を一体的な改修による資産価値の向上に能
あた

う団地として選定し、団地全体を

全職種（建築、電気設備、機械設備、土木、造園）によるトータルコーディネート方式を用いた

改修計画、設計の一括的な取組みにより、統一感のあるデザイン計画の立案と、包括的な居住性・

快適性の向上を目的とした修繕計画の構築により、職種毎の計画的修繕が投資効果の高い改修と

なり、また相乗的に当該団地の価値向上となる全体改修計画の構築を目的とする。

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 31年 12 月 28 日までとする。なお、トータルコ

ーディネート設計期間は平成 31年 1 月 15 日まで、設計監修期間は平成 31年 12 月 28 日までとす

る（なお、各業務内容における実施期間の詳細は調査職員の指示によるものとし、一部指定部分の

完了は平成 31 年 1月 15 日までとする。）。

４．業務の内容

(1)業務概要

主な業務内容は以下のとおりである。

・ 団地全体のトータルコーディネートプランニングの実施

・ 外壁修繕（住棟 1 棟分（付属棟含む））設計・屋外改修設計の実施

・ トータルコーディネート設計監修の実施

(2)業務実施における設計資料について

設計参考資料：①地盤調査資料、②既存建物等設計図書及び申請図書、③その他調査職員より

提供する資料

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、⑰保全（土木･造園）設計業務等 共通仕様書(案)、⑱土木工事標

準設計図書、⑲造園施設設計準図書
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なお、その適用等にあたっては調査職員の指示による。

(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。

①アーベイン美野島トータルコーディネートプランニング

a 現地調査・トータルコーディネート計画の策定

現地調査及び団地概要資料等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、基礎資料を作成する。

また、団地全体の改修を行うにあたり、コンセプトを策定し一体的なイメージのもと

全体のコーディネートを実施する。

基礎資料により団地全体の改修の方向性を定めたコンセプト案を検討し、一体的な改

修イメージを持ったトータルコーディネート計画案を作成する。なお、当該計画案の作

成に際しては、団地全棟の色彩計画（平成 30 年度作成済）を勘案し、建築から屋外に

到る団地景観全体を対象とした演出方針を策定するものとする。

ｂ 団地全棟の色彩計画の策定

イメージアップのため、外壁色彩計画(住棟 1 棟分（付属棟含む）)を中心とした住

棟全体の色彩計画案を策定する。福岡市は景観行政団体であるため、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 エントランス・共用部改修計画の策定

建物の顔となるエントランスが非常に貧弱であり、グレード感があまり感じられない

状況である。重要な部位であることから、オートドア、メールボックス、宅配ボック

ス、掲示版等の位置の再検討を踏まえ、色彩、照明(器具・色温度、照度分布)、仕上

げ材、サイン等のデザイン検討を行い、住棟のエントランスを経て、ＥＶホール、Ｅ

Ｖ、共用廊下、住戸玄関までのアプローチ空間の質の向上を図る改修計画案（イメー

ジパースも含む。）を策定する。また、宅配ボックス、防犯カメラの導入検討を行う。

        d   インターホン設備及びオートロック設備修繕計画の策定

既設インターホン設備及びオートロック設備の老朽化に伴い、既設建物の状況、コス

トの観点から費用対効果を総合的に検討し設備修繕計画の策定を行う。合わせて住戸内

インターホンのモニター化についても検討し、改修設計を行う。

    e 屋外全体の改修計画の策定

トータルコーディネート計画案を基に団地屋外を対象とした演出方法を検討したう

えで、屋外全体改修計画を策定する。当該計画の策定に際しては、管理実態を考慮し

て、効果的かつ経済的な面に配慮して行う。計画案の具体化に際しては、図面図書に

加えて、スケッチや簡易なパースを用いて、第三者にわかりやすいイメージ作成を心

がけると共に、建築・電気設備・機械設備との調整を図り、適切な図面作成を行うこ

と。

① 街区空間・団地エントランス空間の演出方法の策定

現地調査および住まいセンター、UR 担当職員との打合せ等を踏まえ、屋外空間の魅

力向上を念頭に、複数のスケッチ等によるイメージ案作成を行い比較検討しながら、

費用対効果を勘案した改修計画の策定を心掛けること。特に、敷地南西の団地エント

ランス部分については、団地の顔を意識した空間を作りこみ、価値向上に資する計画
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内容とすること。また、建物玄関前については建物内玄関からの連続性や安全性等を

考慮した空間を作りこみ、価値向上に資する計画、演出の策定を行うこと。

② 管理実態の把握及び維持管理を勘案した改修計画の策定

住まいセンター管理担当者および設計担当職員へヒアリングを行い整理した上で、

現状の団地管理頻度で維持管理ができる水準で計画を行うこと。

③ 演出方法に適した施設・植栽計画の策定

舗装等屋外施設の劣化状況や、植栽の生育状況等を現地調査した上で、適した施設・

植栽計画を行うこと。特に、敷地南西の団地エントランス部分、建物エントランスま

わり、ごみ置場および広場（敷地中央のプレイロット等）については、団地景観に重

要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を

行うこと。また、各棟の駐輪場・駐車場については、利用状況調査および設置位置、

形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修・新設案の作成すること。

④ 屋外サイン計画の立案

意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージ向上を喚起でき

るフォント選定など、サインに係るコンセプトを以て計画を策定する。

⑤ 公開空地指定部分の施設・植栽計画を行う。

公開空地に指定されている部分については、現地調査の上、行政協議を行い、協議

の中で指定された書類（主に公開空地指定部分の現況、計画、各面積等、について記

載）の作成を行うこと。

f 照明全体（屋外・屋内）の改修設計の実施

       検討報告書及び既設計成果物資料等を踏まえ、屋外・屋内空間の魅力向上を念頭に、

改修設計を実施する。団地全体の照明によるデザイン及び空間の質の向上化を図るため

色温度や灯具、照明の設置位置についてもメリハリをつけ省エネも考慮した改修設計を

実施する。
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② 外壁修繕他改修設計

アーベイン美野島について以下の項目の外壁修繕改修設計を実施する。

団地名称 187 アーベイン美野島

所在地 福岡市博多区美野島四丁目 1番 22

対象範囲 22 号棟敷地（付属棟含む）

対象住棟 22 号棟（全 1 棟）

22 号棟 RC 造  14F 建 196 戸

付属棟 RC 造  ゴミ置場等

・外壁修繕他工事に係る改修設計

  外壁塗装、モルタル等のクラック・浮き・欠損補修、鉄部塗装（3・6年周期）、バルコ

ニー床防水、階段室床防水、屋上防水等

・エントランス及びエレベーターホール（ＥＶ三方枠、扉の改修も含む）改修設計（色彩、

照明、サイン等含む）

・共用部（オートロック化、共用廊下、玄関廻り）改修設計（色彩、照明、サイン等含む）

・仮設計画の作成

  各棟の状況に応じた仮設計画の検討・図面作成

（足場に係る植栽撤去等の図面反映も含む）

・参考設計図と現地との整合確認

・上記工事にかかる積算業務一式

上記の内、調査職員と協議の上、必要な箇所について実施する。

  ※参考設計図と現地との整合を事前に確認すること

  ※補修数量については、別途、当機構で発注し実施している計画点検・安全点検の内

容を整理し、外壁の浮き・欠損等の調査結果を、設計図書に反映すること。

※成果品はＣＡＤ図で提出すること。

③ ①～②に関わる下記の事項

・電気設備改修設計（住戸内モニター付インターホンを含む）

・機械設備改修設計

・土木・造園改修設計

・照明計画、サイン計画

・数量計算書を含む積算業務

・各種法申請

・仮設計画の作成

・関係官庁、供給事業者等との打合せ

・居住者・近隣説明のための資料作成

・その他、調査職員の指示による

④ 設計監修業務

イ 業務の目的

上記した①、②、③の内容を含めて実施することとなるため、設計者として対象工

事に係る設計意図・方針について、設計受注者及び設計受注者の規定により定められ

た監理技術者、工事請負契約の受注者並びに工事請負契約者の規定により定められた
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現場代理人、対象工事に係る工事監理業務の受注者及び監督職員（対象工事の工事請

負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括

監督員、主任監督員、監督員を総称していう。以下、同じ。）等に伝えるものである。

ロ 業務の内容及び範囲

A 本業務の監理技術者等は、設計意図・方針を上記イに記載の者等に正確に伝えると

共に、設計の意図・方針を工事の施工において適切に反映させるために調査職員に

協力し、Ｂに掲げる設計監修業務を行うものとする。

B 設計監修業務の範囲

業務の範囲は、次のとおりとする。

a 設計意図・方針を正確に伝えるための説明、質疑応答等の実施。

b 改修設計等の設計意図・方針を踏まえた施工状況等の確認(素材、色彩の確認、

重要部分の施工図の確認を含む)。
c 設計又は工事総合定例会議等への出席及び検討事項に対する対応策の提案等

（図面作成、数量積算含む(但し、費用については作業内容に基づき設計変更に

より別途対応する。）。

d その他で、検討をする必要が生じた業務で調査職員の指示によるもの。

⑤ 積算関連

改修設計図書に基づく積算図書の作成

・建築（意匠・構造）

積算基準は「保全工事積算基準（平成 29 年 10 月 1日）」による。作成物は機構所定の

様式を用いること。

(イ)数量計算

   設計図書を基に工事に要する数量を計算する。

(ロ)見積り収集

特殊な修繕項目及び工法等がある場合等は、メーカー等から見積りを収集する。収集

対象は調査職員の指示によることとし、収集方法等は「保全工事積算基準（平成 29 年

10 月 1 日）」による。

(ハ)内訳書作成

   工事発注区分毎に直接工事費内訳書を作成する（値入補助業務含む）。

(ニ)公開数量表作成

工事発注区分毎に工事入札時に使用する公開数量表を作成する。

・設備（電気・機械）

A 数量計算書

B 見積り徴収及び見積り比較作成補助業務

C 代価計算作成補助業務

D 積算内訳書作成補助業務

※D については、事連協内訳作成システムにて実施

・土木・造園

積算基準は「土木・造園工事積算要領」による。作成物は機構所定の様式を用いること。

     積算は URの積算システム(TSS)を利用して実施するものとする。

イ)業務内容
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A 積算数量計算書及び算出根拠

B 材料計算書及び算出根拠

C 刊行物比較表

D 市場単価比較表

E 見積り比較表及び見積書

ロ)積算書の様式等

G 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。

H 概算工事費内訳書

⑦ 申請関連

・当該団地の下記申請に係る図書作成

・下記に付随する事前協議資料及び協議議事録並びに上記以外の関連法令等に準拠する申請

及び届出資料の作成

A 計画通知（消防特例、12 条 5項含む）

B 法第 56 条の 2

C 法第 86 条の 12 条 5項報告、法第 86 条

D 未申請建物是正計画書

E 中高層建築物の建築に係る紛争防止及び調整に関する指導要綱

F エネルギーの使用の合理化に関する法律 第 75条第 5 項 書類作成

G 福祉の街づくり条例など、その他調査職員の指示による

H 土壌汚染対策法第４条（3,000 ㎡以上の土地の改変時に土地改変の届出）

Ｉ 景観法・福岡市景観条例に基づく届出

J 公開空地等変更承認申請書等の作成

    ・これら以外に必要があるものについては、調査職員の指示による。

2）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 1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、当該団地の魅力

を生かし、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 建築・電気・土木・造園の各職種の設計についてもその内容について各々十分把握し整合

性を持った設計を行うこと。

③ 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設計を行うこと。

④ 仮設計画図の作成においては、緊急時の活動動線も考慮し、必要に応じて行政協議を行う

こと。

⑤ 設計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、埋設管及び周

辺環境の把握に努めること。
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⑥ 工事車両の搬入計画に基づいた現況調査を行い、改修計画に支障がないようにすること。

⑦ 改修部分の配管（埋設管の確認を含む）、配線、ピットの有無、工事車両の搬入計画等の調査

を入念に行うこと。

(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

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。

（5）電気設備にかかること

①建築・土木・造園等関連設計の動線計画等を考慮した効果的効率的改修設計の立案し団地価

値向上に係る電気設備計画案・図面等の作成を行うこと。

②共用灯・屋外灯計画については、夜間景観、安全、省エネを考慮した図面、パース等の作成

を行うこと。なお、器具の選定については、デザイン性も十分配慮し、質の高い空間を実現

するアイテムの一つとして、十分配慮をすること。また、照明器具については、既設住棟と

の意匠の整合を図り、団地としての一体感を演出する改修手法を検討すること。

③居住者に配慮した停電・停波の少ない計画の検討を行うこと。

④住戸内の電気設備については、コンセント、スイッチ等のプレートに至るまで、デザイン性

に十分配慮し、色彩、形状に配慮した製品の選択を実施すること。

⑤エントランス照明計画を策定するにあたっては、照度に極端なバラつきが出ないように

   灯具の配置検討を行い、防犯カメラ、宅配ボックスについても設置を検討すること。

（6）土木・造園にかかること

① 街区・団地エントランス空間などを含め、団地の演出方法に適した舗装、施設・植栽等屋

外全体の設計を行う。

改修計画の内容を踏まえ、費用対効果を勘案した舗装、施設、植栽、排水等設計を行うこ

と。

特に、敷地南西の団地エントランス部分、建物エントランスまわり、ごみ置場および広場

（プレイロットなど）については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置
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及びデザインについても考慮した改修設計を行うこと。また、各棟の駐輪場・駐車場につ

いては、利用状況調査および設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修設計を

行うこと。

② 改修計画で策定した計画に基づき、維持管理を見越した設計を行うと共に、設計趣意書を

作成する。設計趣意書には修繕工事完了後の管理計画を記載すること。

③ 改修計画を踏まえ、屋外サインについて、設置位置・意匠設計を行う。

④ 行政協議を踏まえ、公開空地指定部分の施設・植栽設計を行う。

⑤ 建築・電気設備・機械設備との整合を図り、適切な修繕設計を行う。

⑥ 貸与する当該団地の植物管理台帳へ今回の設計内容を反映させる。

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案の提出とともに、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。

（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
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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
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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

建築積算 建築積算資格者

電気設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士（電気・電子）、建築設備士

機械設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士

土木・造園設計・積算 技術士（建設部門）、技術士（総合技術監理部門:建設

部門関連科目）、ＲＣＣＭ

(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
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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。

・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）に規定する貸

与品等は次のものとする。

貸与品等

の品名
数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等

(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
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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

託できる

業務※１

一部専門分野の業務

〔例〕

・積算    ・電気

・機械    ・土木

・造園    ・構造など

一部専門分野の業務

〔例〕

・積算    ・電気

・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。

   ②再委託先における必要な資格は以下のとおりとする。

イ 機械設備設計・積算

設備設計一級建築士、技術士（衛生工学）、建築設備士のいずれかの資格を有した者が

いること。

ロ 電気設備設計・積算

設備設計一級建築士、技術士（電気・電子）、建築設備士のいずれかの資格を有した者

がいること。

ハ 屋外設計・積算（土木・造園）について

Ａ 技術士（建設部門又は総合）、ＲＣＣＭのいずれかの資格を有した者がいること。

Ｂ 過去 10年以内に機構または公的機関（国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人

又は地方公共団体が設立した公社）が発注し、完了した、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住

中の共同住宅の屋外修繕工事に関する設計の実績を有していること。

二 建築積算について

Ａ 積算資格者がいること。

Ｂ 過去 10 年間において機構または公的機関の発注した積算業務の元請け又は下請け

を有していること。

ホ 構造設計について

Ａ 一級建築士事務所登録がされていること。

Ｂ 過去に携わった機構または公的機関の物件において、不適切と判断される設計を行

っていないこと（但し、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね 5 年程度

を経過した事務所、または、概ね 5 年程度を経過していなくても業務上の改善が成

されたと機構にて判断した事務所を除く）。
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※再委託（変更等）承諾申請書の提出にあわせて、上記イ～ホの資格者が分かる書面及び、

実績が分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

    受注者は、別途「重要な情報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）届出等チェックリスト

法令等に基づく届出について、受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要
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があるものについて「届出等チェックリスト」（様式-3）を必要に応じ加筆・修正し、同チ

ェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて、同

チェックリストの「設計者」欄に「－」印を記入の上、設計図書等と併せ、成果品として提

出すること。なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。

（24）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．提出する設計図書等および記載内容

(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)提出する設計図書等は次のとおりとする。

【基本設計検討資料】

検討の種類   記  載  概  要

現地調査・全体計画

周辺状況写真、敷地建物状況写真、道路状況調査記録、屋外サイン状況

写真、課題検討資料等、コンセプト、ダイアグラム、トータルコーディ

ネートプランニング案、全体カラーガイド、イメージパース（全体鳥瞰

図、部分鳥瞰図）等

外壁色彩計画図 各住棟の色彩計画図（景観届必要資料等）

エントランス改修

計画図
各住棟のエントランスイメージ、照明イメージパース

共用部改修計画図

オートロック改修

計画図

屋外改修計画図
空間に求められる機能、舗装、施設、植栽等について記載し、演出方法

を計画する。スケッチ等を含む。

サイン改修計画図 サインの配置検討案、意匠検討案について記載（版下作製を含む）

設計趣意書
住まいセンターヒアリング結果、施設・植栽の設計趣旨・管理計画につ

いて記載

照明改修計画図
照明計画コンセプトシート、照明位置図、灯具、色温度計画、空間イメ

ージ等を策定（A4 判または A3 判で作成）

設計概要書 上記資料のとりまとめ

【共通図】

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
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仮設計画図 A3 版

工事車両進入路(高さ･回転半径)、足場設置範囲、鉄骨

建方影響範囲、仮囲い範囲、鉄板敷き範囲、仮設駐車場・

駐輪場・倉庫の設置

工事工程表 A3 版

仮設計画(仮設駐車場・駐輪場・倉庫、仮囲い、)、既存

埋設管切り回し、杭、土工事、基礎、鉄骨、ＥＶ、仕上、

外構を含め、EV を工事する工程

申請図 A3 版等

日影図、斜線図、平均地盤算定図、配置断面図、公開空

地の変更協議に係る資料等その他行政協議の上、必要な

図面

【改修設計】（意匠）

設計図書の種類 縮  尺 記  載  概  要

表紙・概要・図面目

録

特記仕様書

安全管理指針

計画周期塗装区分

表

配置図 1:50～1:300

仕上表 既存・改修

仮設計画図 既設駐車場移転計画図含む

平面図 1:50～1:200 地階・各階（同じ場合は基準階平面図で可）・屋上

立面図 1:50～1:200 各面

屋上防水改修図 1:50～1:200

平面詳細図 1:50～1:100

階段室詳細図 1:50

断面詳細図 1:50

各部詳細図 -

その他詳細図 4．業務内容による

鉄部塗装図 1:30 ３、６年周期

エントランス改修

図
1:50～1:200

平面図（既存・改修）、展開図（既存・改修）、矩計図、

部分詳細図等

【改修設計】（電気）

設計図書の種類 縮  尺 記  載  概  要

表紙、図面目録

特記仕様書

屋内設備改修図・撤

去図
1:100 程度

エントランス改修に係る共用灯(ＬＥＤ化等)、電灯・幹

線・弱電設備の改修図（平面図及び系統図）及び撤去図

等（平面図及び系統図）

屋外引込設備図 1:500 程度 電灯・動力・弱電の引込図
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屋外灯設備図 1:500 程度 屋外灯の設備の既存撤去図及び改修図（ＬＥＤ化等）

各部詳細図 1:10 程度 位置は担当者の指示による

盤結線図 電灯・動力・弱電に係る既存、改修及び新設図

参考姿図 盤類、照明器具などの主要機器

設計計算書 電圧降下計算、照度計算他必要なもの

その他 4.業務内容による

【屋外改修設計】（土木・造園）

設計図書の種類 縮  尺 記  載  概  要

表紙・図面目録 -

全体計画図 1/250～1/500

特記仕様書 －

数量総括表 －

寸法図 1/250～1/500 主要部分の寸法を記載

舗装平面図 1/250～1/500 道路、通路等について記載

施設平面図 1/250～1/500
駐輪場、バイク置場、プレイロット、広場、雑工作物等

について記載

排水平面図 1/250～1/500 排水、排水構造物等について記載

植栽平面図 1/250～1/500 高木、中低木、地被類、支柱について記載

撤去平面図 1/250～1/500 撤去施設、排水、植栽（伐採）について記載

駐車場検討平面図 1/250～1/500 駐車場について記載

施設・部分詳細図

（構造図）
適宜 ディテール、主要部分詳細平面について記載

屋外施設管理台帳

植物管理台帳
－ 貸与する台帳へ今回設計内容を反映させ更新を行う。

※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、4.業務内容（3）⑤積算関連に記載の図書一式のデータも併

せて納品すること。

【建築積算】

1)提出図書

  ①数量計算書

  ②積算内訳明細書（金入）、公開数量表
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  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）

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。

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。

【設備積算(電気)】

1)提出図書

    ①積算数量計算書

  ②積算内訳明細書（金抜）

     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。

【土木・造園積算】

1）提出図書

①積算数量計算書及び算出根拠

②材料計算書及び算出根拠

③刊行物比較表

④市場単価比較表

⑤見積り比較表及び見積書

⑥概算金額の算定書

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 とする。

積算は、URの積算システムを利用して実施するものとする。

(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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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 九州支社

支社長  西周 健一郎    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 30－アーベイン美野島トータルコーディネート設計業務

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九州支社

支社長  西周 健一郎    殿

受託者 住所

氏名 株式会社○○○○

○○ ○○   印

契約名称：30－アーベイン美野島トータルコーディネート設計業務

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。
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様式－3

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

建設リサイクル法

1 届出書 建設工事に係る資材の再資源化等に関する
都府県知事

市長
支社長 請負代金の額が五百万円以上

都 市計画法

2 開発協議申請関連
都市計画法29条等

(34条の2)
知事等 支社長

3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長

4
宅地造成工事規制区域内におけ る宅地造成に 関する工事の

許可申請書、工事完了届
宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長

高さが二メートルを超える擁壁、地

表水等を排除するための排水施設

5
急傾斜地の崩壊による災害の防 止に関する法 律に基づく許

可申請
知事等 支社長

道 路法

6 自費工事申請 道路法第24条 道路管理者 支社長

7 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長

8 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長

9 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長

道 路交通法

10 道路標識移設（撤去）承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長

11 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

12 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長
対象は施行令1条旅客施設3条公園施

設，4条特定建築物などが該当

13 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長

14 ハートビル法に基づく報告、申請 ハートビル法 知事等 支社長

景 観法

15 景観計画の区域内における行為の届出書 景観法第16条 景観行政団体の長 支社長

水 道法

16 専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項 行政長 支社長 給水施設の規模による

17 専用水道給水開始届 水道法第13条第1項 知事 支社長 給水施設の規模による

18 簡易専用水道設置届・給水開始報告書 水道法施工細則23条 保健所長 支社長 給水施設の規模による

下 水道法

19
下水道施設自費工事申請書

（着手届、竣工届、検査願）
下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長

20 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長

21
河川法許可申請

（河川管理者以外の者の施工する工事等）
河川法第20条 河川管理者 支社長

22
河川法許可申請

（流水の占用の許可）
河川法第23条 河川管理者 支社長

23
河川法許可申請

（土地の占用の許可）
河川法第24条 河川管理者 支社長

24
河川法許可申請

（工作物の新築等の許可）
河川法第26条 河川管理者 支社長

25
河川法許可申請

（土地の掘削等の許可）
河川法第27条 河川管理者 支社長

26
河川法許可申請

（河川保全区域における行為の制限）
河川法第55条 河川管理者 支社長

海 岸法、砂 防法、 港湾法

27 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長

28 海岸保全区域における掘削の許可申請書 海岸法第8条 海岸管理者 支社長

29 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長

30
砂防指定地内制限許可申請

（砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等）
砂防法４条 知事等 支社長

31 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長

32 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長

文 化財保護 法

33 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 教育委員長 支社長

34 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長

緑化関連条例

35 緑化計画書、完了届
都・府・県

緑化関連条例
都府県知事 支社長

36 緑化計画書、完了届
市・23区

緑化関連条例
市長、区長 支社長

37 「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届 保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長

38 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 街路樹整備関連条例 市長 支社長

その他条例

39 福祉のまちづくり条例届出書 福祉のまちづくり条例 市長 支社長

40 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長

排 水関連条 例

41
排水設備等新設等計画届出書

（着手届、竣工届、検査願等）
条例 市長等 支社長

42 公共下水道使用届出書　等 条例 市長等 支社長

43 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長

44
雨水浸透施設等設置工事計画届

（着手届、完了届）
条例 市長等 支社長

45 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長

水 道関連条 例

46 給水関係事前協議に関する申請書 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長

47 上水道施設の開発に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長

48 上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

49 上水道施設の工事に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

50 上水道施設の移管に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

51 給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

52
給水装置工事施工承認申込書

給水装置（新設・改造・撤去）工事申込書

給水条例 市町村町又は水道事業管理者
支社長

53 その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

54 給水開始申込書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長

55 その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長

道 路関連条 例

56 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長

57 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長

58 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長

59 埋設標の道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長

設計者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

建設業者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

・各支社からのヒアリングに基づき、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

設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高 齢者、身 体障害 者等の 公共交通 機関を 利用した 移動の 円滑化 の促進に 関する 法律（ 交通バリ アフリ ー法）

高 齢者、身 体障害 者等が 円滑に利 用でき る特定建 築物の 建築の 促進に関 する法 律（ハ ートビル 法）

法令等に基づく届出等チェックリスト（造園）

河 川法

公園整備に係る開発事前審査願協議

書完了届引継書

宅 地造成等 規制法 、急傾斜 地の崩 壊による 災害の防 止に関 する法 律


