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稚内中学校等基本設計業務委託仕様書 

 

稚内中学校等基本設計業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）は、稚内市教育委員会（以下「委託者」

という。）が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものであ
る。 

 

第１ 業務概要 

１ 業務名 

稚内中学校等基本設計業務委託 

 

２ 業務目的 

本業務は、現学校施設が抱える耐震性の不足、施設の老朽化、バリアフリー性能の不足などの問題を解決し

つつ、北地区における小中一貫教育を強化するため、稚内中央小学校に隣接させ、義務教育学校への移行を視
野に入れた学校改築にあたり、令和３年２月に策定した「稚内中学校改築基本方針」(以下、基本方針とい

う。)に基づき、その基本理念、基本方針を実現した設計を行うものである。 
 

３ 委託内容 

（１）稚内中学校改築工事及びにこれに附帯する外構（改築に伴う既存公共施設解体後の市有地並びに周辺道路

環境を含む。（以下同様。））工事等に係る基本設計 

（２）現稚内中学校校舎及び屋内運動場並びにこれに附帯する施設解体工事等に係る基本設計業務 

（３）稚内中学校との小中一貫教育及び学童保育所機能の移転に伴う稚内中央小学校の改修に係る基本設計業務 

（４）稚内中学校改築工事及びにこれに附帯する外構工事等に伴う支障物件（既存公共施設等）解体に係る検討 

業務 
 

４ 履行期間 

契約締結の翌日から、令和４年３月31日まで 
 

５ 計画施設概要 

（１）施設名称    

ア 改築施設   稚内中学校（校舎及び屋内運動場） 

イ 改修施設   稚内中央小学校 

（２）敷地の場所   宝来４丁目839番２、-12、-13、-19、-28（現稚内中央小学校用地（別添現況図参照）） 

宝来４丁目839番26、-29、-30、-33（既存公共施設用地（別添現況図参照）） 

（３）施設用途   学校（国土交通省告示第 98号別添二第七号第１類）、附属棟（部室、駐輪場等） 

 

６ 設計与条件 

（１）敷地の条件 

ア 敷地面積   現稚内中央小学校用地 約 23,500㎡（既存施設及びグラウンドの面積を含む。） 

既存公共施設用地 約  11,400㎡ （既存施設の面積を含む。） 
※既存公共施設用地については、施設を解体し、学校用地として利用予定。 

但し、総合福祉センターについては既存のままとし、基本設計時に今後の施設利用方 

針について決定する。 

イ 区 域 等   都市計画区域内（区域区分非設定）、法22条区域、DID区域内 

用途地域 第一種住居地域（建ぺい率60％、容積率200％） 

現稚内中央小学校用地：土砂災害警戒区域（土石流）（※グラウンド部分一部未指定） 

本仕様書は、技術提案書提出依頼時における仕様書であ

り、今後、追加又は変更の可能性があります。 



 

既存公共施設用地：土砂災害警戒区域（土石流） 

  ウ 隣接道路   別添現況図参照。 

（２）稚内中学校改築の施設条件 

ア 規 模    

①   校舎     延床面積 約 2,920㎡（普通教室３、特別支援教室２、特別教室、管理諸室等） 

② 屋内運動場  延床面積 約 1,210㎡（アリーナ、ステージ、器具庫、放送室、トイレ、ボイラー室、 

玄関等の他、日中・夜間に一般利用開放ができるための設備 

を要する。） 

※その他必要な諸室及び規模については、稚内中央小学校との小中一貫教育が可能であり、教職員、

児童生徒が行き来しやすい校舎とし、義務教育学校への移行を視野に入れ、教職員組織が一体とな
る事から、職員室の共有化、稚内中央小学校の空き教室を有効活用した規模を想定しているが、本

業務により決定する。（別添施設台帳参照） 

イ 主要構造   未定 ※本業務により決定 

ウ 付帯施設  グラウンド、屋外駐車場、駐輪場、部室、門、塀、広場、緑地等 ※本業務により決定 

エ 設備概要 未定 ※本業務により決定 

オ 耐震安全性の分類 

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成25年３月29日付け国営計第126号）による耐震安全性の

目標については、次のとおりとする。 

① 構造体      Ⅱ類 
② 建築非構造部材  Ａ類 

③ 建築設備     乙類 

（３）稚内中央小学校内の放課後開放施設設置の条件 

  ア 規 模  192㎡～384㎡程度 

  イ その他  既存校舎の改修を最小限に抑え、放課後は校舎と分離できるつくりとし、学童保育所にお

いては、令和4年度中の改修工事を実施、令和5年4月からの供用開始ができるものとする。

※参考  普通教室数 15教室 うち6教室を主に授業で使用。 

     （別添施設台帳参照） 
現学童保育所 70㎡ 利用実人数 24人（令和２年３月31日現在） 

（４）既存公共施設の概要 

  ア 稚内市体育館 

① 構造規模  鉄骨造１階建 延床面積 1,648㎡ 
② 用途    体育館 

  イ 稚内市総合福祉センター 

① 構造規模  鉄筋コンクリート造４階建 延床面積 2,764㎡（その他附属棟あり） 

② 用途    老人研修室、児童館、学童保育所、会議室 

  ウ 旧稚内市社会教育センター北分館 

① 構造規模  鉄筋コンクリート造２階建 延床面積 727㎡（その他附属棟あり） 

② 用途    研修室、書庫 

  エ 稚内市宝来庭球場 

① 構造規模  クレー２面（その他附属棟あり） 

（５）建設及び改修の条件 

ア 概算工事費  約 27億円（税込）  

（内部改修、備品等購入費、既存公共施設解体費、移転経費等は含まない。） 

イ 予定工期  稚内中学校改築工事（グラウンド等の付帯施設整備を除く。）は、令和５年度～７年

度 

の予定。※基本方針策定時の想定 
 



 

（６）設計の条件 

基本方針に示す基本理念や考え方に沿った設計とするほか、以下の点に留意すること。 

ア 地域ぐるみで児童生徒を見守り、子どもたちの主体性を育む校舎 

地域住民が子どもたちを見守る環境ができ、子どもたちの主体性を育み、多様な学習活動ができるよ

うに検討すること。 

イ 義務教育学校への移行を視野に入れた柔軟性 

稚内中学校改築後、稚内中央小学校との小中一貫教育を目指すことから、教職員、児童生徒が行き来
しやすい校舎とし、また、義務教育学校への移行を視野に入れ、職員室の共有化、稚内中央小学校の空

き教室を有効活用した諸室配置等の検討を行いながら設計を行うこと。 

ウ 各種スポーツ大会に対応できる屋内運動場 

屋内運動場については、市民体育館の代替え施設としての機能を兼ね備えていることから、大規模な

大会や、一般競技の大会においても対応ができ、スムーズな人の動きが確保され、効率の良い大会運営
が可能な改築とすること。 

エ 地域住民の避難場所としての校舎・屋内運動場 

    津波等の災害時には防災拠点として機能し、地域の避難場所としても活用できるものとすること。 

オ 環境にやさしく、効率的な校舎・屋内運動場のコスト縮減対策 

環境に配慮した学校施設の整備を推進し、事業費の縮減に努めるとともに、基本設計の各段階におい

て、ライフサイクルコストの比較検討を行いながら設計を進めること。 

カ 建築・解体のスケジュールについて 

現校舎・屋内運動場及び稚内市体育館の解体については、新校舎・屋内運動場が完成後、生徒が完全
に移動してから作業を取り進めるものとする。 

キ 建設副産物対策 

建設副産物対策として、発生の抑制、再利用の促進並びに適正処理の徹底について、十分に検討し設 

計に反映させること。 

ク 地域材の使用 

当該工事の設計に当たり、木材又は木材を原料とする資材を積極的に使用するとともに、地域材を優 

先的に使用するよう努めること。なお、使用に当たり、事前に担当員と協議すること。 

ケ シックハウス対策 

「北海道公共建築物シックハウス対策マニュアル」に基づき、特に換気計画、使用する建築材料等及 

び化学物質の濃度測定について十分に検討し設計に反映させること。 

  コ 工事施工工法の選定 

    受託者は、当該設計業務の遂行に当たり、工事施工に関わる工法選定を行う上で、汎用的な工法を含 

めて検討すること。また、施工業者が限定されるような特許取得工法等は原則活用しない。 

サ 業務スケジュールへの留意 

本業務は、庁内会議や市議会への報告、市民説明会等を行うため、業務スケジュールについて留意す

ること。 

（７）その他 

  ア 受託者は、委託者が実施する本業務に関する検討会、庁内会議や市議会への報告、市民説明会等に際

し、委託者の指示に従い必要な書類を作成して提出するものとする。また、必要に応じて委託者から指

示があれば検討会等に出席するものとする。 
  イ 補助金等の交付対象となるものがないか調査を行うとともに、交付が見込まれるものについては、積

極的に提案すること。また、補助金申請、起債申請等に必要な資料作成に協力すること。 

ウ 次に掲げる関連業務の受注者と協力体制を構築し、業務が円滑に執行するよう必要な調整を行うこ 

と。 
① 敷地測量委託業務（令和３年度実施予定） 

エ 本業務を手戻りなく、また、迅速に進めるため、発注者との十分な協議のもと、目的を明確にして業

務を進めること。 

オ 業務完了後において、成果品の時点修正など必要な資料作成に協力すること。 



 

第２ 業務仕様 

この仕様書は、受託者が本業務を履行するために必要な事項を定めるものとし、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」（平成31年３月29日付け国営整第200号）によるものとする。 

  この場合、同共通仕様書における「調査職員」は「業務担当員」に、「検査職員」は「検査員」と読替え
て適用する。 

 

１ 配置技術者の資格要件 

（１）統括責任者（主任技術者）（以下「統括責任者」という。）の資格要件 

ア 一級建築士で免許を受けた後５年以上の実務経験を有する者 

イ 平成17年４月１日以降に履行が完了した、北海道内の国又は地方公共団体が発注する延べ床面積 が

3,000 ㎡以上の小学校、中学校（小中一貫校を含む）、義務教育学校の新築、改築又は増築（当該増築

部分の床面積が3,000㎡以上であるものに限る。）のうち、施工中又は完成した施設の基本設計又は実施
設計業務の実績があること。 

（２）主任担当技術者（建築総合）の資格要件 

ア 一級建築士で免許を受けた後５年以上の実務経験を有する者 
イ （１）イに同じ。 

（３）主任担当技術者（建築構造）の資格要件 

構造設計一級建築士又は一級建築士 

（４）主任担当技術者（電気設備及び機械設備）の資格要件 

設備設計一級建築士、建築設備士又は一級建築士 

 

２ 業務の履行体制 

受託者は、プロポーザル方式による手続きで提案した履行体制（配置予定技術者）により当該業務を履行す
ることとし、原則として変更することはできない。 
ただし、病休、死亡、退職等やむを得ない理由による場合には、委託者の了解を得た上で、資格及び業務

実績について同等以上の技術者に変更することとする。 

 

３ 業務の種類 

（１）基本設計 

ア 建築（総合）基本設計 

イ 建築（構造）基本設計 
ウ 電気設備基本設計 
エ 機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備）基本設計 

オ 昇降機設備基本設計 

カ 外構基本設計 
キ 工事費概算（校舎、屋内運動場、外構、解体、改修、その他建替工事に必要な費用） 
ク 各種技術資料（経済比較や工法検討資料等）の作成業務 

 

４ 業務の内容及び範囲 

（１）基本設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容とする。 

項目 業務内容 

(1)設計条件の

整理 

①条件整理 

委託者から提示される稚内中学校改築基本方針等に基づ

き、基本理念や改築方針、耐震性能や設備機能の水準など
様々な要求その他諸条件を設計条件として整理する。 

②設計条件の変更等の 
場合の協議 

委託者から提示される要求の内容に相互矛盾がある場合

又は整理した設計条件に変更がある場合において、委託者

に説明を求め協議する。 



 

(2)法令上の諸
条件の調査及

び関係機関と

の打合せ 

①法令上の諸条件の調査 
基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及

び条例上の制約条件を整理する。 

②建築確認申請に係る関
係機関との打ち合わせ 

基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必
要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 

(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給 

状況の調査及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガ

ス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関

係機関との打合せを行う。 

(4)基本設計方
針の策定 

①総合検討 
設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じ

て、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。 

②基本設計方針の策定 

及び委託者への説明 

総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、委託

者に対して説明する。 

(5)基本設計図書の作成 
基本設計方針に基づき、委託者と協議の上、基本設計図

書を作成する。 

(6)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
設計図書に基づく工事に通常要する費用を積算し、工事費
概算書を作成する。また、概略工事工程表を作成し、それ

に合わせて年度毎の概算工事費を積算する。 

(7)基本設計内容の委託者への説明 

基本設計を行っている間、委託者に対して、作業内容や
進捗状況を報告し、必要な事項について委託者の意向を確
認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点におい

て、基本設計図書を委託者に提出し、設計意図説明書によ
り基本設計内容の総合的な説明を行う。 

 
（２）手続き業務に要する追加業務の内容は、下表に掲げる内容とする。 

項目 業務内容 

(1)補助事業応募申請に関する業務 
本工事に活用可能な補助事業を調査し、申請資料等の作

成を行う。 

(2)その他の手続き 基本設計を進めるにあたり必要となる手続きを行う。 

 

（３）追加業務の内容は、下表に掲げる内容とする。 

項目 業務内容 

(1)外構工事基本設計 

基本方針に基づき、立地条件及び施設利用（新校舎及び
新屋内運動場建設計画用地並びに既存公共施設解体後の跡
地、周辺道路）に適した検討、設定を行い、それらの結果

を外構基本設計成果として取りまとめる。（詳細は別途仕

様書（別紙１）による。） 

(2)現稚内中学校解体工事基本設計 

現校舎（延床面積 5,879㎡、鉄筋コンクリート造、地上３
階)及び現屋内運動場（延床面積1,215㎡、鉄骨造、地上１

階）並びに部室、外構など付帯施設一式を対象とし、基本

設計及び実施設計時に必要な調査、分析、図面の作成、概
算工事費算出を行い、それらの結果を解体基本設計成果と
して取りまとめる。 



 

(3)稚内中央小学校改修基本設計 

小中一貫教育（義務教育学校への移行も視野）及び学童

保育所の機能移転に伴う学校利用に適した検討、設定を行
い、基本設計及び実施設計時に必要な調査、分析、図面の

作成、概算工事費算出を行い、その結果をそれぞれ基本設

計成果として取りまとめる。 

(4)既存公共施設解体に係る検討 

新校舎及び新屋内運動場建設（外構整備を含む。）に伴

い、学校用地確保の為に支障物件となる既存公共施設につ

いて、必要な調査、分析を行い、当該基本設計図書に基づ
く工事に通常要する費用を積算し、工事費概算書を作成す
る。また、概略工事工程表を作成し、それに合わせて年度

毎の概算工事費を積算する。 

※解体が決定している施設 

 ・旧稚内市社会教育センター北分館（工事着手前に解
体可） 

・稚内市宝来庭球場（工事着手前に解体可） 

・稚内市体育館（新屋内運動場完成後に解体可） 

 ※基本設計時に今後の施設利用方針を決定する施設 

  ・稚内市総合福祉センター（工事着手前に解体不可） 

(5)透視図の作成 
基本設計時において、鳥瞰図、外観図、内観図をそれぞ

れ作成する。 

(6)市民説明会等の資料の作成 

庁舎の設計にあたっては、基本設計書（案）を作成し、

市議会や市民の意向等を的確に反映させながら進める必要
があり、これに伴う資料作成と説明会対応を行う。 

(7)検討会等への運営支援 

稚内中学校改築に向けた検討会等の開催に際し、委託者

の指示に従い必要な書類の作成、検討会等への出席、実施
後における議事録の作成及び意見の整理を行う。 

(8)庁内会議資料の作成 庁内会議に必要な資料の作成を行う。 

 

５ 業務の実施 

（１）一般事項 

ア 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。 

イ 積算業務は、業務担当員の承諾を受けた基本設計図書及び適用基準等によって行う。 
ウ 北海道建設部建築局制定の「営繕業務電子納品運用ガイドライン」に基づき、業務書類を電子成果品

として納品すること。 

（２）業務計画書等の提出 

ア 受託者は、契約締結後速やかに、次の書類を作成の上、業務担当員に提出すること。 

① 業務着手届 
② 業務工程表 

③ 統括責任者選定通知書 

④ 経歴書及び資格証の写し 
イ 受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成の上業務担当員に提出し、承認を得ること。 

ウ 業務計画書には 次の事項を記載すること。（任意様式） 
① 業務工程表 
② 統括責任者選定通知書 

③ 各主任担当技術者の一覧表及び経歴書 

④ 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者 
⑤ 業務実施体制 

⑥ 業務方針 



 

⑦ 協力者へ業務の一部を再委託する場合には、再委託承諾書 
⑧ その他、業務担当員が必要に応じ指定する事項 

エ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都 度業務担当員に

変更業務計画書を提出しなければならない。 

（３）打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録し、業務担当員に提出する。 
ア 業務着手時 

イ 定例打合せ（１か月に２回程度とし、協議により決定する。） 
ウ 業務担当員又は統括責任者が必要と認めた時 

（４）適用基準等 

本業務の実施に当たっては、建築基準法その他関係法令及びその他これに基づく条例規則等の規定のほ
か、以下に掲げる技術基準等（最新版）を適用する。 

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

  ・官庁施設の基本的性能基準 

  ・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 
  ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 
  ・官庁施設の環境保全性基準 

  ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

  ・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針 
  ・学校施設整備指針 
  ・学校環境衛生基準 

  ・学校施設バリアフリー化推進指針 
  ・業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針 

  ・防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン 
  ・建築物等の利用に関する説明書作成の手引き 
  ・地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き 

・コスト縮減のための公共建築設計指針 

    ・北海道福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 
・北海道公共建築物シックハウス対策マニュアル 

・北海道地球温暖化防止対策条例 
・北海道景観計画 

イ 建築・設備 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 
・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

・建築物解体工事共通仕様書 
・建築設計基準及び同解説 

・建築構造設計基準及び同解説 
ウ 積算 

  ・公共建築工事積算基準 

・公共建築数量積算基準・同解説 
・公共建築設備数量積算基準・同解説 
・北海道建設部営繕工事積算要領 

（５）資料の貸与及び返却 

ア 貸与資料 
・地盤調査資料（近隣施設の成果品） 

・敷地測量資料（別途発注する予定の成果品） 

・その他必要な図書 
イ 貸与された資料は、紛失、汚損しないように取り扱うものとし、これを貸与し、又は複製してはならな 
い。 

ウ 貸与された資料は、業務が終了した時は、速やかに委託者に返却すること。 

エ 委託者が貸与する以外の業務に必要な資料は、受託者がその収集、整理等を行うものとし、委託者は業務 

の遂行に協力するものとする。 



 

（６）成果品に係る著作権等 

ア 受託者は、本業務に係る成果品、資料等の所有権及び著作権は全て成果品の引渡し時に委託者に譲渡する 
ものとする。 

イ 受託者は、委託者の承諾を得ることなく成果品等の内容を公表してはならない。 
ウ 受託者は、著作権法第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。 

エ 受託者は、委託者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものではないこ 
とを保証するとともに、第三者の有する著作権等を侵害した場合は、その損害を補償し、必要な措置を講じ 

なければならない。 
オ 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使用するときは、その 

使用に関する責任を負わなければならない。 

（７）その他 

ア 個人情報の取扱いについては、稚内市個人情報保護条例を遵守しなければならない。 

イ 本業務の履行に当たり、地方自治法、地方自治法施行令、本市条例・規則等の関係法令を遵守しなけれ 
ばならない。 

ウ 本業務で作成した資料は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく、公表、貸与又は複写して 

はならない。 

エ 本業務に必要な書籍等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。 
オ 受託者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。  
カ 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国内の法令に基づき保護される第三者の権利 

対象である履行方法を委託者が指定した場合、その履行方法の使用について協議しなければならない。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

６ 提出書類及び報告書（成果品） 

（１）基本設計業務の成果品及び提出部数 

成果品等 提出部数 製本形態等 

１. 基本設計図書 

【建築（総合）】 

計画説明書、配置計画、建替計画、平面計画、動線計画、立面計
画、断面計画、ゾーニング計画（フロア・バーチカル）、サイン基
本計画、ユニバーサルデザイン計画、外観・景観計画、色彩計画、

防災計画、インフラ計画、避難計画、セキュリティ計画、省エネル

ギー計画、情報化計画、環境配慮計画、雨水排水計画、義務教育学
校移行利用計画、改修計画（稚内中央小学校）、仕様概要書、仕上

概要表、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） 、矩計図（主要部）、基本レイアウト図、レ

イアウト基準書、日影図 

【建築（構造）】 

基本構造計画案、構造計画概要書、仕様概要書 

【電気設備】 

電気設備計画概要書、仕様概要書 

【機械設備】 

空気調和設備計画概要書、給排水衛生設備計画概要書、仕様概要書 

【昇降機】 

昇降機設備計画概要書、仕様概要書 

【外構・解体】 

外構計画説明書（現稚内中央小学校用地及び既存公共施設等の跡地

利用並びに周辺道路を含む。）、仕様概要書位置図、土地利用計画
図、造成計画平面図、造成計画断面図（主要箇所）、施設計画平面

図、雨水排水計画平面図、防災計画平面図、植栽計画平面図 

３部 Ａ4ファイル綴じ 

２. 概略工事工程表 ３部 Ａ3（Ａ4ファイル綴じ） 

３. 工事費概算書 

建築（総合・構造）、電気設備、機械設備、昇降機設備、外構、解

体（現稚内中学校施設及び既存公共施設）、改修（稚内中央小学

校）、概算ランニングコスト（電気・機械・昇降機） 

３部 Ａ4ファイル綴じ 

４. 仮設計画概要書 ３部 Ａ3（Ａ4ファイル綴じ） 

５. 関係法令チェックリスト ３部 Ａ4ファイル綴じ 

６. 透視図 

鳥瞰パース（アルミ枠・電子データ付） 
外観パース（アルミ枠・電子データ付） 
内観パース（アルミ枠・電子データ付） 

 

１面 
１面 
１面 

 

Ａ3 
Ａ3 
Ａ3 

７. ライフサイクルコスト概要書・比較表 ３部 Ａ4ファイル綴じ 

８. 各種技術資料・比較検討資料 

建築（総合・構造）、電気設備、機械設備、昇降機設備、外構   
※構造比較表（免震・耐震・制震）を含む。 

３部 Ａ4ファイル綴じ 

９. 調査分析報告書（解体） ３部 Ａ4ファイル綴じ 



 

10. 基本設計説明書 10 部 Ａ3冊子綴じ 

11. 基本設計説明書概要版 10 部 Ａ3冊子綴じ 

12. 協議簿、各種会議録 １部 Ａ4ファイル綴じ 

13. その他業務担当員が必要と認めるもの 適宜  

14. 電子データ（成果品の電子データを収納したCD-R） １部  

注）：１ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 
：２ 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる 

設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を 
いう。 

：３ 「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。 

：４ 「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 
：５ 電子データは、最新のウィルスチェックを行うこと。 

 



 

別紙１ 
外構基本設計業務仕様書 
 

１ 業務目的 

稚内中学校改築（現在の稚内中央小学校用地及び既存公共施設等解体後の跡地利用並びに周辺道路環境を含
む。）に伴う外構基本設計を行うにあたり、基本方針に基づき、立地条件及び施設利用に適した検討、設定を行

い、それらの結果を外構基本設計成果として取りまとめる。 

 

２ 業務区域 

外構設計対象面積、約3.58haを対象とする。（稚内中学校建替計画対象区域（現稚内中央小学校用地及び既存

公共施設用地）及び周辺道路） 
 

３ 業務内容 

（１）基本設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容とする。 

 

４ 適用基準等 

（１）適用基準等 

本業務は「北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書」（北海道建設部監修）に基づき履行すること。 

ただし、本仕様書を含む設計図書に記載された事項については、重複する事項は適用しない。 

（２）土木工事積算基準等 
ア 本業務の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成するものとする。 

・「土木事業委託積算基準」、「土木工事積算基準(下水道編)」、「土木工事工種体系化の手引き」、「下水道
工事工種体系化の手引き・数量算出要領」 

 

５ 成果品 

仕様書第２．６（１）による。 

 

６ その他の事項 

（１）測量調査、用地所有者の調査、用地確定測量等については別途とする。 

（２）雨水の集水流域を調査し、計画地周辺の雨水排水検討を行う。 

（３）諸施設の検討及び設定に伴う構造物については、必要な構造検討を行う。 
（４）各種関係法令、規制を遵守すること。 

（５）その他記載のない一般事項等については、仕様書による。 
 

(1)与条件の細部検討 
整備対象地の地形及び環境要件、整備に係る諸条件について把握し、整備の

与条件を細部に渡り検討する。 

(2)諸施設の検討及び設定 

与条件に基づき、グラウンド、広場、駐車場、緑地、地形造成、道路、雨水

排水、門、塀、植栽等の諸条件について検討・設計し、土地利用計画図を作成
する。 

(3)法令上の諸条件の調査
及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、外構に関する法令及び条例上の制約条件を整理
し、手続きを行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 

(4)基本設計図の作成 
上記の検討を踏まえ、位置図、造成計画平面図、造成計画断面図（主要箇

所）、施設計画平面図、雨水排水計画平面図、植栽計画平面図等を作成する。 

(5)概算工事費の算出 
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工

事に通常要する費用を積算し、工事費概算書を作成する。また、概略工事工程
表を作成し、それに合わせて年度毎の概算工事費を積算する。 

(6)外構計画説明書の作成 基本設計の検討内容を説明書としてまとめる。 


