
１． 業務委託名 　水野小学校校舎長寿命化改良工事設計業務委託

２． 適用

業務内容 　水野小学校において、長寿命化改良の実施に必要な設計業務一式

(ア)実施設計 　水野小学校校舎長寿命化改良工事設計要領による。

(イ)調査 ・地質調査

　昇降機設置工事に伴う地質調査（ボーリングφ66　10ｍ　1か所）を

実施し、報告書を作成するもの。

(ウ)許認可申請 　建築関係法令の規定による許認可申請等の作成。

(エ)打合せ 　教育政策課・学校・その他学校関係者との打合せ。

(オ)その他 　委託業務完了後であっても明らかに委託者の責に伴う瑕疵が発見され

た場合は修正等を行うこと。

３． 成果図面の指定

(ア)　実施設計（設計原図はA3で統一すること）

　　　1.   仕様書

　　　2.   仕上表

　　　3.   位置図・・・1/2500～1/5000

　　　4.   配置図・・・1/100～1/300

　　　5.   平面図・・・1/100～1/200

　　　6.   断面図・・・1/100～1/200

　　　7.   立面図・・・1/100～1/200

　　　8.   天井・屋根伏図・・・1/50～1/200

　　　9.   構造図・・・1/100～1/200

　　　10.  構造詳細図・・・1/10～1/50

　　　11.  各詳細図・・・1/10～1/50

　　　12.  電気設備図・・1/100～1/200　

　　　13.  機械設備図・・1/100～1/200　

　　　14.  仮設計画図・・1/100～1/300

特記仕様書

　この特記仕様書は瀬戸市が行う建築設計業務委託に適用する。
　委託業務の施行にあたり、瀬戸市契約規則及び他関係法令を遵守しな
ければならない。なお、閲覧により添付することを省略した愛知県建設
部策定の「建築設計業務委託共通仕様書」は、この業務の設計図書に添
付したものとして遵守すること。



４． 提出書類

(ア)　契約時

２部

２部

(イ)　着手時

１部

２部

２部

２部

２部

２部

(ウ)　業務中

１部

(エ)　完了時

１部

１部

１部

１部

(オ)　成果図書

３部

各２部

各２部

各２部

１部

各１部

各１部

各１部

１部

２部

１部

各１部その他係員の指示するもの

官公庁提出書類（確認申請書等を除く）

構造計算書

リサイクル計画書（詳細設計・実施設計）

地質調査報告書（各種データ共）

確認申請書等（正本、副本、防火対象物工事計画届、建築工事届、建築計画概要書
等　各控え）

土質標本

引渡し図書一覧表

設計図（2つ折製本、文字入A3ｻｲｽﾞ）

設計図（A4折り紐綴）

設計書（A4金入）

積算拾出表（電子データ共）

工事請負契約用A4折袋綴製本（金抜設計書・設計図・文字入）

(建築・電気設備・機械設備として分離発注を予定）

業務組織図（再委託がある場合は再委託先も明示）

業務再委託承諾申出書（再委託がある場合のみ）

業務報告書（業務履行報告、打合せ記録、出来形工程表）　※毎月提出

完了届

請求書

社内検査報告書

建築士法第22条の3の3に定める記載事項

重要事項説明の書面（建築士法第24条の7による）

着手届

業務計画書

管理技術者届出書（資格証明書の写し等）

業務委託工程表



(カ)　原図・原稿等

１式

１式

１式

１式

１式

５． 仕様書等指定

（1）仕様書

ア．公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（電気設備工事編）（機械設備工事編）

　（（一社）公共建築協会発行）

イ．公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（電気設備工事編）（機械設備工事編）

　（（一社）公共建築協会発行）

　上記、国土交通省大臣官房管庁営繕部監修　最新版とする。

ウ．建築物解体工事共通仕様書

　上記、国土交通省大臣官房管庁営繕部監修　最新版とする。

（2）積算・歩掛

ア.   公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、（一財）建築コスト

　 管理システム研究所発行）

イ.   建築数量積算基準・同解説（一財）建築コスト管理システム研究所発行）

上記によることが困難な場合は、積算の根拠を明示すること。

ウ.   根拠が建築施工単価、建築コスト、建設物価、積算資料の場合は、原則として２つ

　を平均して採用単価とすること

エ.   工事費内訳書は、内訳書作成システム（ＲＩＢＣ２）（（一財）建築コスト管理シ

　ステム研究所）による電子データファイルを紙データと併せて提出すること。

６． 単価の優先順位

①　　市指定営繕積算単価表

②　　建築施工単価（市場単価部分）（（一財）経済調査会発行）

　　　建築コスト情報（市場単価部分）（（一財）建設物価調査会発行）

③　　建設物価（（一財）建設物価調査会発行）

　　　積算資料（（一財）経済調査会発行）

④　　メーカー見積（原則として５社以上）

⑤　　その他（一位代価作成により根拠を明確にする）

７． 数量チェックリスト

８． 書類の事前確認

（1）予算資料作成のため、9月上旬までに概算工事費を提示すること。

（2）書類のチェックのため、業務委託期間終了日より１ヶ月前までに成果図書を提出し監督

　　員のチェックを受けること。

設計書　RIBC2データ・エクセルデータ

設計原図

設計書原稿（金入・金抜）

積算拾出表

設計図　CADデータ（DWG又はDXF及びPDFファイル）

　数量チェックリストは、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画がまとめた「営繕工事積算

チェックマニュアル（令和４年３月２８日改定）」を準用すること。



水野小学校校舎長寿命化改良工事設計要領 

 

１ 施設概要 

（１）所在地    瀬戸市小田妻町2丁目22番地 

（２）敷地面積   ２３，３１６．００㎡ 

（３）地域地区等 

ア 用途地域  第一種中高層住居専用地域 

イ 区域区分  市街化区域 

ウ 建ぺい率  ６０％ 

エ 容積率   １００％ 

オ 防火地域  その他（２２条区域） 

カ その他   宅地造成規制区域 

（４）建物用途   小学校 

（５）工事内容 

    校舎の長寿命化改良工事 

（６）対象建物規模・構造 

〈長寿命化改良工事〉 

  建物名 棟番号 構造 延床面積 建築年 備考 

(1) 特別教室棟 ③-1 ＲＣ造２階建 583㎡ 昭和 41年  

(2) 管理・普通教室棟 ③-2 ＲＣ造３階建 1,651 ㎡ 昭和 47年  

(3) 普通教室棟 ⑩-1 ＲＣ造３階建 1,088 ㎡ 昭和 47年  

(4) 普通教室棟 ⑩-2 ＲＣ造平屋建 1 ㎡ 昭和 55年  

(5) 給食室棟 ○25  ＲＣ造平屋建 144㎡ 昭和 55年  

(6) 給食室棟 ○26  ＲＣ造平屋建 6 ㎡ 昭和 55年  

 

 

２ 業務内容 

（１）施設条件 

ア 校舎内部（床、壁、天井等）及び外部（外壁、屋上防水等）の改修 

イ 内装木質化 

ウ 断熱改修及び建具改修 

エ 照明のＬＥＤ化 

オ 電気設備の改修 

（受変電設備、幹線動力設備、電灯コンセント設備、校内交換設備（TV、インタ



ーホン等）、防犯・監視カメラ設備、放送設備、消防設備 等） 

カ 機械設備の改修 

  （給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、浄化槽設備、消防設備、空調設備、換

気設備 等） 

キ バリアフリー改修（屋内外の段差解消、多目的トイレの設置、エレベーターの設

置 等） 

ク 教室の再配置の検討 

ケ 学校要望事項の確認整理調整 等 

 

（２）諸室条件 

  ア 主要室の仕様（案）について下記に示す。 

記載のない室及び設備の仕様は、関係者と協議の上決定する。 

部屋名 普通教室 特別教室 職員室 階段・廊下 便所     

内
装 

天井 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 

床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

塩ビｼｰﾄ 

OA ﾌﾛｱ 

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ 

塗床 

塩ﾋﾞｼｰﾄ 

塗床 

壁 
ＰＢ 

ＥＰ－Ｇ 

ＰＢ 

ＥＰ－Ｇ 

ＰＢ 

ＥＰ－Ｇ 

ＰＢ 

ＥＰ－Ｇ 

ケイカル板 

ＥＰ－Ｇ 

 

備
品
・
設
備
等 

ＬＥＤ照明 ○ ○ ○ ○ ○ 

LAN・スピーカー ○ ○ ○ ― ― 

インターホン ― ― ○ ○ ― 

黒板（ホワイト

ボード） 
〇 〇 ― ― ― 

掲示板（ﾏｸﾞﾈｯ

ﾄ・画鋲併用） 
○ ○ ― ― ― 

ﾛｯｶｰ ○ ― ― ― ― 

掃除道具入れ ○ ○ ― ― ○ 

 

（３）その他条件 

  ア 令和３年度実施「水野小学校長寿命化改良工事基本調査 調査報告書」を基に関

係者と調整し、設計に反映すること。 



  イ 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」中間報告（文部科学

省 令和３年８月）に基づき、新しい時代の学びに対応した教育環境向上を図る

こと。（最終報告が公表された場合は、最新の報告を適用すること） 

  ※必要に応じて教室の再配置を検討すること。 

 

３ スケジュール及び予算 

（１）スケジュール（予定） 

基本設計・実施設計          令和４年度 

長寿命化改良工事（Ⅰ期）       令和５年度 

長寿命化改良工事（Ⅱ期）       令和６年度 

（２）概算工事費 

７１０，６８４千円 

 

４ 貸与資料 

業務に必要な図面（電子データ・ＣＡＤデータ含む）及び資料は貸与する。 

 貸与する図面等は、監督員と協議の上決定する。 

 

主な工事図面・資料リスト（下記以外は別途監督員と協議する） 

 水野小学校 

 確認申請書類（建設時、増築時） 各年 紙 

 耐震改修評定関係資料（コア抜き試験結果を含む） H21 紙 

 水野小学校校舎耐震補強工事 H22 CAD有 

 水野小学校普通教室改造工事 R1 CAD有 

 水野・下品野小学校空調設備設置工事 R1 CAD有 

 水野小学校電気設備容量増設工事 R2 CAD有 

 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備（その３）工事  R2 CAD有 

 長寿命化改良工事基本調査 調査結果報告書 R3 ﾃﾞｰﾀ有 

 


