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1．一般事項 

1.1. 目的 

本仕様条件書（以下「本書」という）では、大和川左岸（三宝）地区における仮設事務所（以

下「仮設事務所」という）設置に伴う仕様・検査等を定める。 

 

1.2. 設置対象範囲 

設置対象範囲を以下に示す。 

(1) 仮設事務所（給排水・電気設備・ガス設備・設備機器等一式を含む）２棟 

 （２棟の内、１棟） 

 階数：２階建て 

面積：約 60 ㎡ 

（２棟の内、１棟） 

階数：平屋建て 

面積：約 40 ㎡ 

別紙「大和川左岸（三宝）地区仮設事務所調達業務 仕様書（別表）」による施設を設置  

(2)その他屋外設備配管等（その他法令上必要な施設） 

 

1.3. 法令手続き等 

(1)区画整理法 76 条申請業務・建築物許可申請業務・建築確認申請又は計画通知申請業務等

の各種申請等法令手続きのうち必要となるものについて、受注者の責において、行政協議・

申請を実施すること。また必要に応じて建築基準法 85 条５項に関して協議すること。 

   (2)法申請手続きに要する申請手数料についても費用に含めるものとする。 

   (3)行政協議によって新たな許認可が発生する場合は、機構担当者と協議すること。必要に応

じて追加費用・工期延長の扱いとする。 

（4）供給処理施設については、各企業者及び管理者と計画通知前に協議し了解を得ること。 

(5) 防火施設については、堺市消防局と計画通知前に協議し了解を得ること。 

                                                                                                                             

    

1.4. 提出書類等 

本調達の受注者は以下の資料を提出すること。なお、資料フォーマット等においては、機構

が定めた担当者と受注者の協議のもとで決定することとする。 

・実施計画書 ：3 部（設置前） 

・製作・設置要領書 ：3 部（設置前） 

・完成図書（検査成績書、検査済証、完成図面、

完成写真等） 

：3 部（設置後） 

・取扱説明書 ：3 部（設置後） 

・鍵 等 ：4 本 

・官公庁等申請書類 ：3 部（設置後） 

・官公庁との打合せ記録 ：1 部（設置後） 

 

2．要求条件 

(1)別紙「大和川左岸（三宝）地区仮設事務所調達業務 仕様書（別表）」に示す基準と同等

以上の性能を有すること。 

(2)上記の性能確保が難しい場合には、代替案を機構担当者に示し、事前に承諾を得ること。 

(3)建物の配置計画、プランについては、添付資料を標準とし、計画すること。 

 

      

3．設置 
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3.1. 設置 

3.1.1. 設計 

(1) 契約締結後７日以内に機構担当者に工程表（2 部）を提出し、承認を得ること。 

(2) 1.2 項に示す設置対象物の設計を行い、設計図一式（2 部）を機構担当者に提出し、承認

を得ること。 

(3) 設計の前段で現地測量及び地質調査を実施し設計に反映すること。なお、地質調査は、

スクリューウエイト貫入試験（JIS A 1221）を想定（調査数量：1 棟当たり 5 箇所、1 箇

所当たりＬ＝6.0ｍ）しているが、事前に調査方法及び調査数量等について機構担当者と

協議すること。 

 

3.1.2. 設置 
(1) 1.2 項に示す設置対象物については、3.1.1 項（2）の承認後、搬入、設置、及び調整を

行うこと。 

(2) 週間工程表を作業前日まで（翌週の週間工程表を毎週金曜日まで）に機構担当者に提出

すること。作業の変更が生じた場合はその都度提出すること。 

(3) 設置に当たっては、近隣住民に十分配慮し、騒音・振動・粉塵を極力抑えるよう努める

こと。なお、近隣住民からの要望等があった場合は真摯に対応し、その旨を速やかに機

構担当者に報告すること。 

(4) 設置に当たり事故が発生した場合は、速やかに処置を行うこと。また機構担当者に速や

かに報告をすること。 

 

3.1.3. 検査、試験 

建物位置の確認（なわ張り、遣り方完了時）及び完成検査を機構担当者が行う。 

(1) 建物位置の確認・完了検査を希望する日のそれぞれ 14 日前までに機構担当者に必要な書

類（検査願等）提出すること。 

(2) 機構完了検査の実施前に社内検査を行うこと。 

 

提出図書  

 受注者の標準的な引渡し図書に以下を加えること。 

(1)構造計算書 

(2)建築確認申請又は計画通知図書 

(3)竣工図（建築（意匠、構造）、設備、屋外） 

 

3.2. その他 

(1) 工期内の仮設事務所完成に向けスケジュール管理を徹底すること。 

(2) 本工事を通じて開示した情報等を本調達の目的以外に使用、または第三者に開示、若し

くは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。（公知の情報等

除く） 

(3) 本工事を通じて開示した情報等を本調達の目的以外に使用、または第三者に開示、若し

くは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。（公知の情報等

除く） 

(4) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に該当する調

達品は、適合品を納入すること。 

(5) 本仕様書と添付図面：位置図、配置図、仕上表、平面図、立面図に相違がある場合、本

仕様書に記載の内容を優先すること。 

 

 

【添付資料】 

別紙  ：「大和川左岸（三宝）地区仮設事務所調達業務 仕様書（別表）」 

添付図面：「A-01：全体平面図」 

「A-02：休憩室棟 設計概要・室内仕上表」 
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「A-03：休憩室棟 平面図・立面図・断面図」 

「A-04：事務所棟 設計概要・室内仕上表」 

「A-05：事務所棟 平面図」 

「A-06：事務所棟 立面図・断面図」 
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大和川左岸（三宝）地区 仮設事務所調達 仕様書（別表） 
【一般事項】松屋町二丁地内 敷地面積 約 453.73 ㎡ 
      ・用途地域 第一種住居地域 
      ・建蔽率 60％ 容積率 200％ 
      ・防火地域の指定：準防火地域 
      ・都市計画区域：市街化区域 
【基本事項】 
建築概要 平屋建てを①とする。 2 階建てを②とする。 
延床面積 30 ㎡以上 40 ㎡未満①、 50 ㎡以上 60 ㎡未満② 
モジュール 900 および 1800 を基本とする。①② 

【諸室と面積等】 
 ※別添「添付図面」を参照のこと 
平屋建て①について 
【構造】軽量鉄骨造等（天井高は 2.3～2.4ｍ程度） 
【基礎】鉄筋コンクリート布基礎など、上部構造を支持できる構造 
    ※30kn／㎡で想定すること。（地耐力確認に伴い基礎が変更される場合は契約変更

する。） 
【床 】１階は、木製床パネル（地盤から床面までの高さが 450 以下の場合は地盤に防湿

処理を施すこと） 
   （各室の床仕上げ） 
   １階 木製床パネルの上、下地と仕上げ 
   ・休憩室①②・台所・脱衣室：長尺シート（下地合板ｔ＝12、捨て貼り t=4） 

・押入：合板ｔ＝12、捨て貼り t=4 
   ・浴室：ユニットバス 1216 サイズ（耐水合板ｔ＝12 下地） 
       
【屋根】ガルバリウム鋼板 H=88 ｔ＝0.5 折板葺き 1/90 勾配、鼻隠し、裏面 t=4 ペフ付 
【壁 】 
（外壁）落とし込みパネル（不燃材料認定パネル同等品） 
（内壁）１階 各室の外壁面側は落とし込みパネル現し（カラー鋼板） 
       押入、浴室以外 ビニールクロス貼、石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ下地 
       押入、浴室 石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ下地 

【天井】 1 階 浴室以外 化粧石膏ボードｔ＝9.5、ＬＧＳ下地 
        浴室 石膏ボードｔ＝9.5、ＬＧＳ下地 
【断熱材】小屋裏 グラスウールｔ＝100 24ｋｇ/ｍ３品、 

 
【窓建具】アルミサッシ（落とし込み型） 
【出入口】玄関口：アルミ製引き違いドア（落とし込み型Ｈ2080 程度） 

勝手口：アルミ製片開きドア（落とし込み型Ｈ2080 程度） 
延焼ライン内の外部建具は防火設備とする。 
 

2 階建て②について 
【構造】軽量鉄骨造等（天井高は 2.3～2.4ｍ程度） 
【基礎】鉄筋コンクリート布基礎など、上部構造を支持できる構造 
    ※30kn／㎡で想定すること。（地耐力確認に伴い基礎が変更される場合は契約変更

する。） 
【床 】１階は、木製床パネル（地盤から床面までの高さが 450 以下の場合は地盤に防湿

処理を施すこと） 
   （各室の床仕上げ） 

別紙 
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   １階 木製床パネルの上に各下地と仕上げ 
   ・事務所：長尺シート（下地合板ｔ＝12、捨て貼り t=4） 

・倉庫：（下地合板ｔ＝12、捨て貼り t=4） 
   ・トイレ（大、小）：長尺シート（耐水合板ｔ＝12 下地、捨て貼り t=4）       

２階は、デッキプレートＥＺ50 +構造合板ｔ＝12 二重張り、捨て貼り t=4 
の上、タイルカーペット 

【屋根】ガルバリウム鋼板 H=88 ｔ＝0.5 折板葺き 1/90 勾配、鼻隠し、裏面 t=4 ペフ付 
【壁 】 
（外壁）落とし込みパネル（不燃材料認定パネル同等品） 
（内壁）１階 各室の外壁面側は落とし込みパネル現し（カラー鋼板） 
       倉庫以外 ビニールクロス貼、石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ下地 
       倉庫 石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ下地 

2 階 各室の外壁面側は落とし込みパネル現し（カラー鋼板） 
       事務所 ビニールクロス貼、石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ下地       

【天井】 1 階 倉庫以外 化粧石膏ボードｔ＝9.5、ＬＧＳ下地 
        倉庫 天井なし 

2 階 事務所 化粧石膏ボードｔ＝9.5、ＬＧＳ下地         
【断熱材】2 階小屋裏 グラスウールｔ＝100 24ｋｇ/ｍ３品、 
【窓建具】アルミサッシ（落とし込み型） 
【出入口】玄関口：アルミ製引き違いドア（落とし込み型Ｈ2080 程度） 

延焼ライン内の外部建具は防火設備とする。 
※詳細は【諸室その他要件】に示す。 
【諸室その他要件】 
（トイレ） 
・大便器、小便器を間仕切り壁で区切ること② 
・手洗い付きロータンク式の洋式便座で洗浄便座機能を持っているものとすること② 
・タオル掛、手すり、紙巻き器を設置すること② 
・自動洗浄式の小便器、省スペース型手洗い器を設置すること② 
・換気扇を設置すること② 

（台所） 
・5 号程度の瞬間湯沸し器を設置すること① 
・給湯能力 24 号程度の給湯器（屋外設置）を設置すること① 
・流し台（Ｌ＝1800）とし、都市ガス式コンロ台①、コンロ台なし② 

（ユニットバス） 
 ・浴室換気扇、追い炊き機能付き、手すりを設置すること① 
【インフラ】 
建築先には、上水道、ガス、下水道（汚水・雨水）の供給処理施設が設置されております。

供給処理施設に宅内配管をつなげてください。 
（電気）関西電力と協議を行ったうえで、最寄りの電柱から架空で供給を受けること。 
    ※キュービクルは設置しない前提とする。（必要な場合は契約変更する） 
（電話）NTT と電柱移設協議を行ったうえで、電柱から架空で供給を受けること。（図面参

照） 
（テレビ）地上デジタル放送受信用のアンテナを設置すること。 
（電気共通項目）・「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産

業省令第五十二号」及び「内線規程(JEAC8001-2016)」に適合しているこ

と。 
（電気設備）・エアコン：100Ｖ仕様①、単相 200Ｖ仕様②、壁付け外灯 2 基設置（駐車場

の照明）①  各室弱電配線（ＴＶ・電話・インターネット） 
【その他備品】 
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・ガスファンヒーター用のガス栓を各階に 1 カ所設けること。①② 
【外構】 
・敷地内にメッシュフェンスを設置。敷地内砕石敷きとし、駐車スペース 5ｍｘ5ｍには雑

草よけシートを設置。足洗い場と洗濯機置場の設置① 
【特記事項】 
（内装材等）・使用材料（接着剤共）はすべてＦ☆☆☆☆以上。石綿・クロルピリホス・ホ

ルムアルデヒドは使用しない。 
（耐風性）・34m/s の風力に耐える構造とすること。 
（法令の順守）・関係法令を順守するとともに、地方公共団体、建築主事及び消防署等（以

下、「官公庁等」）の指導に従うこと。 
（打ち合わせ記録）・官公庁等、電力会社、ガス事業者及び通信事業者等との打ち合わせ記

録を提出すること。 
（消防法上の取り扱い）・本建物は消防法上の有窓階の建物とする。また、必要な設備は消

防署との協議による。 
 

 














