
国際教養大学こまち寮改修基本設計業務委託 

仕様書 

Ⅰ 業務概要 

１．業務名称 （国際教養大学こまち寮改修基本設計業務委託 ） 

２．業務内容 

老朽化したこまち寮の改修工事を実施するにあたり、概算工事費を算出するための必要な設計図書等の作成

を行うものである。 

３．計画施設概要 

(1) 施設名称 （国際教養大学こまち寮 ） 

(2) 敷地の場所 （秋田市雄和椿川字奥椿岱） 

(3) 施設用途 （寄宿舎 ） 

(4) 構造・規模 （RC 造、４階建) 

４．設計与条件 

(1) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積 （46221 ㎡ ） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  

（ 都市計画区域内用途地域指定なし（建ぺい率 70％ 容積率 200％） 

ｃ．接道条件 （ 北・南側：法第 42 条第 1 項第１号道路） 

(2) 施設の条件 

ａ．施設の延床面積と規模・構造 

対象部分の名称 延べ面積（㎡） 構造 備 考 

こまち寮 5798.95 ㎡ RC 造 4 階建て 平成 2 年竣工 

平成 15 年改修工事 

(3) 建設の条件 

ａ．工事費 （ 未定 ） 

ｂ．建設工期 （ 未定 ） 

(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、別紙による。 

  



Ⅱ 業務仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省）」による。 

１．作業計画書の適用 

仕様書に記載された特記事項の中で、「□」印の付いたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 

２．管理技術者の資格要件 

a．管理技術者の資格要件 

■建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 

□建築士法による一級あるいは二級建築士 

□建築士法による一級あるいは二級建築士又は建築設備士 

b．建築設備に係る設計における意見の聴取 

□昭和 60 年建設省告示第 1526 号に規定する資格を有する者（建築設備士）の意見を聴取し、

建築士法第 20 条第 5 項を適用する。 

３．設計業務の内容及び範囲 

(1)設計業務の内容 

ａ．設計条件等の整理 

発注者から提示される要求や諸条件等（以下に整理）を設計条件として整理する。整理した条件に

ついては発注者と協議を行いながら、要求に合致していることについて確認を行う。 

ｂ．基本設計方針の策定 

設計条件に基づき、基本設計方針案の検討を行い、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討

し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 

また、総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、発注者に対して説明する。 

ｃ．基本設計図書の作成 

基本設計方針に基づき、発注者と協議の上、基本設計図書を作成する。 

ｄ．概算工事費の検討 

基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する

費用を概算し、工事費概算書（工事費内訳明細書、数量調書等を除く）を作成する。 

なお、概算工事費の算出に当っては、建設時の建設物価の上昇等を勘案し算出する。 

 (2) 業務の範囲 

ａ．基本設計 

■建築（意匠）基本設計 

□建築（構造）基本設計 

■電気設備基本設計 

■機械設備基本設計 

□外構整備基本設計 

■工事費概算業務 

ｂ．実施設計 

□建築（意匠）実施設計 



□建築（構造）実施設計 

□電気設備実施設計 

□機械設備実施設計 

□外構整備実施設計 

 (3) 追加業務の内容及び範囲 

□積算業務 

□透視図、模型の作成 

□建築確認申請手続き業務 

□建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく通知書の作成及び通知手続き業務 

□景観法に基づく景観計画区域内行為通知書の作成及び通知手続き業務 

□エネルギーの利用の合理化に関する法律に基づく届出書及び計算書の作成及び届出手続き業務 

□中高層建築物指導要綱に基づく中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務 

（標識看板の作成、設置報告書の届出） 

□防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務 

□コスト縮減検討報告書の作成 

□リサイクル計画書の作成（「建設リサイクルガイドライン」） 

□仮設計画等を含めた工事工程表の作成 

□敷地測量図の作成 

□各種の法令の事前協議 

□敷地内の文化財遺跡を配慮した計画 

□現場説明用図及び質問回答書の作成 

□工事発注後、現場と図面で相違があった場合の対応への協力 

  



４．業務の実施 

(1) 一般事項 

ａ.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

(2) 打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。 

ａ.業務着手時 

ｂ.監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

ｃ.その他 

(3) 適用基準等 

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

ａ.共通 （年版等） 

■官庁施設の基本的性能基準 （最新年） 

■官庁施設の基本的性能に関する技術基準 （最新年） 

■官庁施設の総合耐震計画基準 （最新年版） 

■官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （最新年版） 

□公共建築工事積算基準 （最新年版） 

ｂ.建築 

■建築工事設計図書作成基準 （最新年版） 

□敷地調査共通仕様書 （最新年版） 

■公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （最新年版） 

■公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（最新年版） 

■建築設計基準 （最新年版） 

■建築改修設計基準 （最新年版） 

□建築構造設計基準 （最新年版） 

□建築鉄骨設計基準 （最新年版） 

■建築工事標準詳細図 （最新年版） 

□擁壁設計標準図 （最新年版） 

□構内舗装・排水設計基準 （最新年版） 

ｃ.建築積算 

□公共建築数量積算基準 （最新年版） 

□公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（最新年版） 

□公共建築工事見積標準書式（建築工事編） （最新年版） 

ｄ．設備 

■建築設備計画基準 （最新年版） 

■建築設備設計基準 （最新年版） 

■建築設備工事設計図書作成基準（案） （最新年版） 

■公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （最新年版） 

■公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （最新年版） 



■公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新年版） 

■公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （最新年版） 

■公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （最新年版） 

■公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新年版） 

□排水再利用・雨水利用システム計画基準 （最新年版） 

■建築設備耐震設計・施工指針 （最新年版） 

■建築設備設計計算書作成の手引き （最新年版） 

□高圧受電設備規程 （最新年版、日本電気技術規格委員会） 

ｅ．設備積算 

□公共建築設備数量積算基準 （最新年版） 

□公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（最新年版） 

□公共建築工事見積標準書式（設備工事編） （最新年版） 

ｆ．その他 

■秋田県バリアフリー社会の形成に関する要綱 

(3) 資料の貸与及び返却 

貸 与 資 料 摘 要 摘 要 

雄和町育英会施設大規模改修工事設計図及び完成図  

(4) 成果物の提出場所 （国際教養大学総務課 ） 

提出は、印刷物及び電子データとし、CD-R 等で提出のこと。（データ形式は､協議による。） 

(5) 成果物の取り扱いについて 

著作権は大学に帰属する。 

 

  



5．成果品の内容・部数 

以下については、「□」印の付いたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 

成果物等 原 図 複製版 製本形態等 

ａ．説明書 

■基本設計説明書 

■改修項目一覧表 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

ｂ．基本設計図 

1) 建築（意匠） 

■建築（意匠）基本設計概要書 

■建築（意匠）基本設計図 

仕上表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

2) 建築（構造） 

□構造基本設計概要書 

□構造基本設計図 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

3) 電気設備 

■電気設備基本設計概要書 

■電気設備基本設計図 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

4) 機械設備 

■機械設備基本設計概要書 

■機械設備基本設計図 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

ｃ．工事費概算書 

■改修項目別一覧表 

■建築（意匠） 

□建築（構造） 

■電気設備 

■機械設備 

各１部 各１部 Ａ４判、CD-R 

d. その他資料 

■現地調査資料 

■各種技術資料 

■各記録書 

一式 各１部 Ａ４判、CD-R 

上記に記載なきもの等については、監督員と協議し、決定することとする。 



別紙  改修計画方針  

項目 設計内容・設計方針 

建物外部 

・屋根・屋上防水改修 

・外壁改修 

・建物周辺アプローチ改修 

・外部建具改修 

・その他提案内容 

建物内部 

・内部建具改修 

・内装仕上改修 

・電気設備改修 

・機械設備改修 

・昇降機設備改修 

・防災設備改修 

・その他提案内容 

その他 

・施設利用状況・運用状況を把握して適切な基本設計を行うこと。 

・建物外部改修においては、周辺の景観及び既存建物との整合を検討すること。 

・設備等においては、環境に配慮し、メンテナンス向上、・ランニングコストの削減を図ること。 

・障害者等へ配慮したユニバーサルデザインの取り入れ、利便性の向上を図ること。 

・設計するにあたり、建築基準法及び関係法令等による設計上の基本条件について整理し確認

すること。 

 

 


