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本文中のゴシック体太字斜体 で示す箇
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第１章 設計方針等 

第１節 設計方針 

１ 公共建築物にふさわしい安全性、耐久性、機能性、経済性及び快適性に

配慮して設計する。 

２ 地球環境、周辺環境など、各レベルでの環境配慮を考慮して設計する。 

３ 周辺地域の景観と調和するように設計する。 

４ 公共建築物として長期にわたる社会的役割に留意し、省エネルギー対策

及び高齢者、障害者等の使用上の対策、その他の諸要求に配慮して設計す

る。 

５ 維持管理が容易で、計画的に保全できるように、材料、工法及び機器の

選定を行う。 

６ 敷地、道路、周辺等の環境等の施工条件を考慮して設計する。 

７ 品質の確保、規格の統一、作業能率の向上等のため、標準仕様のあるも

のは、原則としてこれに基づいて設計する。 

８ 必要な性能、機能等を確保しつつ、工事費、ライフサイクルコストの適

正化に配慮する。 

９ 監督員から提示された参考設計事例を尊重して設計する。 

 

第２節 設備設計 

１ 設備設計は、設計図書に基づき、工事概要、工事特記仕様書、設計図、

計算書等を作成する。 

２ 設計業務は、一般業務及び追加業務とする。一般業務の内容は、平成21

年国土交通省告示第15号 別添一第１項に掲げるものとし、範囲及び成果

物の内容は仕様書及び特記による。また、追加業務の内容及び範囲は特記

による。 

３ 建築物の環境配慮は、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO２）をで

きる限り削減することを目標にし、「公共建築物の環境配慮整備指針」（名

古屋市住宅都市局）等に基づいて設計を行う。 

 

第３節 工事共通仕様書 

設計業務に適用する工事共通仕様書は、設計業務委託特記仕様書（建築

機械設備・建築電気設備編）（以下「特記仕様書」という。）による。 

 

第４節 調査 

増築、改修工事等の設計にあたっては、既存建物を現地調査のうえ、設

計を行う。 

 

第５節 分割発注の区分 

工事を分割して発注する場合の工事範囲及び図面上の分割方法は、監督

員の指示による。 

 

第６節 工事の区分 

建築工事、建築設備工事等の区分は、事前に監督員の指示を受けて、関
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連設計者と確認し合い、くい違い及び漏れのないようにしなければならな

い。 

 

第７節 特殊工法等 

１ 受注者は、特殊工法又は特殊材料等を採用する場合は、監督員の承諾を

受けなければならない。 

２ 受注者は、監督員が信頼度を立証する公的機関の試験成績書等を求めた

ときには、これを提出しなければならない。 

 

第８節 設計図書の作成 

１ 設計図の作成は、「設計業務委託成果物作成要領」（名古屋市上下水道

局）による。 

２ 受注者は、CADを使用する場合は、あらかじめ監督員と協議しなければな

らない。 

３ CADデータファイルは、DWG(AutoCAD)ファイル、JWW（JWCAD）ファイル又

はDXFファイルとし、1図面1ファイルとなるように作成する。ただし、DXF

ファイルの場合は、補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理している

独自のデータ形式（オリジナルデータ形式）も併せて提出する。 

第９節 用語の定義 

本仕様書記載の実施設計とは、設計業務委託共通仕様書(共通編)における 

詳細設計(実施設計)とする。 
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第２章 基本設計 

第１節 設備基本設計 

以下の事項のうち必要なものについては、建築基本計画書と整合させて

記述する。A4版又はA3版で製本し、特記仕様書に指示する部数を提出する。 

(１) 関係法令等調査報告書 

(２) 建物の機能計画（将来計画を含む。） 

(３) 建築物の省エネルギー計画 

(４) 各設備の配置計画（屋外共） 

(５) 機器一覧表 

(６) 負荷計算等計算書 

(７) 保守管理計画（管理区分共） 

(８) 料金システムの検討 

(９) ダクト、パイプシャフトスペースの検討 

(１０) 電源計画 

(１１) 照明計画 

(１２) 通信計画 

(１３) 放送設備計画 

(１４) 電気時計計画 

(１５) 防犯・防災計画 

(１６) 昇降設備計画 

(１７) 屋外設備計画（景観を含む。） 

(１８) 自動制御計画 

(１９) 空調計画（経済性の検討共） 

(２０) 給排水計画 

(２１) 消火設備計画 

(２２) ガス設備計画 

(２３) 搬送設備計画 

(２４) 概算工事費 

(２５) その他監督員の指示によるもの 
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第３章 実施設計(詳細設計) 

第１節 実施設計(詳細設計) 

実施設計(詳細設計)は、基本設計で確定した事項を根幹として設計する。 

 

第２節 報告書の作成 

受注者は、特記仕様書に指示する場合及び監督員が指示する場合は、報

告書等を作成する。(１)～(５)の項目については、下記により報告書等を

作成する。 

(１) 敷地調査報告書 

設計着手前に敷地調査を行い、現況写真を添えた報告書を提出す

る。 

なお、障害物、工事、公害等について問題が予測される場合は、

事前に監督員と協議する。 

(２) 建築物の省エネルギー計画届出書 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」の対象と

なる建築物の場合は、建築（PAL計算）と設備（CEC計算）が協力し

て計画書を作成する。 

(３) 建築物環境計画書届出書 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（環境保

全条例）」による建築物環境計画書届出書は、建築と設備が協力して

計画書を作成する。 

(４) 関係法令等調査報告書 

設計着手前に、建築基準法、消防法はじめ建築を規制する法令、

条例などの調査を行い、報告書を提出する。 

(５) 経済性検討報告書 

ア 建設費、運転・維持費、及び修繕費を総合的に考慮した経済性の

検討を行い、報告書を提出する。 

イ 構造、設備方式等については、数種の案を作成し、安全性、経済

性などの検討を行う。 

 

第３節 概略案の作成 

１ 受注者は、監督員の指示により、実施設計(詳細設計)に先立ち、配置計

画（屋外設備を含む。）、意匠計画、構造計画、設備計画、工事費等につい

て検討を加えた概略案を作成する。 

２ 実施設計(詳細設計)は、事前に概略案について監督員の承諾を受けてか

ら行う。 

 

第４節 積算業務 

受注者は、特記仕様書に指示する場合、監督員の指示する基準及び図書

により積算業務を行う。 

(１) 「工事費積算書」は、単価項目、名称、品種、形状・寸法、数量、

単位、備考等を記入する。 

(２) 「数量調書」は、各工種ごとに見出しをつけ、一覧表に整理し、第
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三者が容易に判別できるように作成する。 

(３) 「概算工事費計算書」は、工事費積算書の写しに市況を調査した単

価を入れ、概算工事費を計算したものとする。 

 

第５節 参考見積 

１ 受注者は、特記仕様書の指示により参考見積を徴収する場合は、適正に

内容を理解できる資料を明示する。ただし、工事件名等は明示してはなら

ない。 

２ 参考見積は、原則として3社から徴収、整理して、見積比較表を提出する。 

 

第６節 計画通知書類等の作成 

１ 受注者は、計画通知必要書類を「事務取扱要領」（名古屋市住宅都市局建

築指導部）の「確認申請書並びに添付図書の作成」に基づき作成する。 

２ その他各種法令手続きのための申請書類は、監督員の指示により作成す

る。 

 

第７節 審査会・聴聞会資料の作成 

受注者は、監督員の指示により、監督員と協議して、建築審査会資料、

聴聞会資料を作成する。 

 

 

 


