
 

高崎市児童相談所建設工事設計業務委託仕様書 

 

1. 委託業務の名称 

高崎市児童相談所建設工事設計業務 

 

2. 建設場所等 

・建設場所  

高崎市問屋町四丁目 4番１  

・敷地面積   

約 8，150 ㎡（令和 4年度に測量予定） 

・用途地域等  

都市計画区域  用 途 地 域： 商業地域 

                    建 ペ い 率： 80％ 

容 積 率： 400％ 

                        日 影 規 制： 規制なし 

            地 区 計 画： 高崎問屋町駅西口周辺地区 地区計画 

 

３．設計対象建築物等の概要 

〇用  途      児童相談所、一時保護所、こども発達支援センター等 

〇構造規模   状況により構造・階数を選択 

（ただし、一時保護所の居室は 1階に計画することが望ましい） 

〇延床面積 約 3,200 ㎡（予定） 

〇設計留意   ・設計業務の着手にあたり、事前に設計対象敷地及びその周辺の現

状を十分に調査し、建築物の主要目的を十分理解把握し、与えら

れた条件の範囲内で設計を行うものとする。 

・なお、付随する施設についても当然必要とされる場合には、監督

員と協議の上設計を行うものとする。 

・耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類、建築非構造部材Ａ類、建築設

備乙類、重要度係数は 1.25 とする。（詳細は協議による。） 

・省エネルギーやメンテナンス性を重視した計画とすること。 

・開発の事前協議は不要であるが、開発許可の基準に準じた計画を

行うこと。 

・敷地南西部にあるゲートボール場は工事着手後も出来るだけ長く

使用できるように配慮し、ゲートボール場西側の地下に設置され

ている防火水槽は極力、現状を維持すること。 

・基本設計の確定前に着色パースを提出し、最終的な成果品として

はそのパースを修正したものを提出すること。 

・事業の進捗等に伴い必要となる説明会等の説明資料作成に協力し、

必要な場合は出席し、説明等を行うこと。 



 

・市の行うインフレスライド等で工事内訳書等の変更が必要な場合、

見積り採取等の協力をおこなうこと。 

・必要な国庫補助申請、施設管理上必要なゾーン、エリア等別面積、

各室の面積表、図等を作成すること。（詳細は協議による。） 

・高崎市地場産材の利用を検討すること。 

・既存の樹木を活かした外構計画を検討すること。 

・解体工事設計は、解体に伴う有害物の有無の調査をおこない関係

法令に則り解体計画すること。 

①アスベスト ②ダイオキシン ③蛍光ランプ、水銀ランプ（水銀） 

④蛍光灯用安定器（PCB） ⑤非常用電源電池（Ni-Cd） 

⑥アルカリ乾電池（電解液 KOH） ⑦イオン化式煙感知器 ⑧フロ

ンガス ⑨空調機冷媒（フロン） ⑩その他 

特にアスベスト含有建材の有無については、資格者（一般建築物

石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者）により資

料調査、目視調査をおこない報告書を提出すること。また、分析

調査でしか判断できないものがある場合は、別途発注で分析調査

をおこなう予定なので、早めに報告すること。 

〇業務範囲   ・本設計は、高崎市児童相談所におけるすべての建設工事の設計委

託である。 

・外構工事設計（必要な道路改修を含む）、既存野球場等の設備や

障害となる樹木等の解体工事設計、周辺の道路冠水に関する改良

事業が行われた場合の協力も業務範囲とする。 

・電波障害対策の検討（机上検討、必要ならば受信レベル測定等の

現地調査、各戸対策方法の提案を含む。）も範囲内とする。 

〇工事種別 建築主体工事（建築意匠、建築構造） 

  電気設備工事 

  機械設備工事（空調換気設備、給排水衛生設備） 

 外構工事、解体工事 等 

 

４．設計条件 

（１） 建築条件等 

①施設規模 延床面積：約３，２００㎡（予定） 

②構造及び階数 

構造 自由。ただし、関係法令に準拠すること。 

階数 自由。ただし、関係法令に準拠し、建物用途の特性や周辺環境に配慮

すること。 

③事業計画（予定） 

令和 4年度 基本設計、実施設計、現地測量、ボーリング調査 

 令和 5年度前半 文化財発掘調査 

 令和 5年度後半から令和 6年度 本体工事 



 

 令和 7年度 開所 

詳細は高崎市児童相談所 建築概要書（別紙１） による 

 

５．所要図書等 

・設計にあたっての考え方  A4 もしくは A3判-10 部、PDF データ 

・コスト縮減に対する考え方 A4 もしくは A3判-10 部、PDF データ 

・打合せ議事録     A4 判-３部、PDF データ 

・基本設計説明書       A3 判製本横綴じ-10部、PDF データ 

・設計図 （原図）    A１判-１部 

・縮小版      B4 判-１部（上質紙） 

・製 本        A1 判二つ折り-各２部、縮小 A3 判二つ折り-各 11部 

（建築工事と設備工事は、別冊とする。） 

・左綴図        A1 判-1 部 工事ごとに 

・着色パース    外観 A2 判-２アングル(最終成果品は額入り)、PDF データ 

          内観 A2 判-２アングル(最終成果品は額入り)、PDF データ 

・ＣＡＤデータ   CD-R 等（JWWで読み込め編集できるものを提出） 

・ＰＤＦデータ     CD-R 等 

・工事内訳書    設計者による単価入内訳書 A4 判-１部 工事ごとに 

           Excel による単価入内訳書 CD-R、A4 判-各１部 

            Excel による単価抜内訳書 CD-R、A4 判-各１部 

・その他 構造計算書、各種計算書、積算調書、見積調書、見積書、 

 計画通知手続き業務(手数料の納付は含む)、省エネルギー関係

計算書の作成及び申請手続き業務、その他、計画する上で必要

となる諸手続きのための各官公庁提出書類の作成、手続き。庁

内調整会議、市議会や住民説明会等に必要な資料作成、印刷を

含む。電波障害調査をおこなった場合は電波障害調査報告書。 

       

※ 提出書類には､請負者名住所等を記入押印して、提出してください。 

 

６．所要図書の内容 

○設計にあたっての考え方 

配置及びアプローチ計画、平面計画の考え方、外観計画、使用材料の選定方法、

その他設計概要を具体的に記入し、設計に着手する前に提出すること。 

○コスト縮減に対する考え方 

計画手法・技術基準・設計手法・新技術の活用等、根拠を明らかにすること。イ

ニシャルコスト・ランニングコストを算出し、効果を明らかにすること。 

○打合せ議事録 

設計の各段階における設計案ができたとき、又は特に必要と認められるときは監

督員と十分に協議のうえ、確認を受けること。また、協議内容についてはその都

度設計記録を整備し、その都度提出し監督員の了承を得た後、最後にまとめて提

出すること。 



 

 

○基本設計説明書 

基本設計の概要をまとめたもので、詳細は協議による。 

・設計要旨 

・意匠、構造、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備及び外構について、

計画概要を記載したもの（比較検討を含む）。 

・色彩計画 

・概算工事費 

・工事工程表 

○設計図（工事種別） 

CAD を使用すること。 

建築図面は、工事名称、図面リスト、特記仕様書、案内図、配置図、公図、面

積表、仕上表、平面図、立面図等の順番で番号を付し（その他必要図面は監督員

と協議）、設備図面は、工事名称、図面リスト、特記仕様書、メーカーリスト、

機械表、管種表、工事区分表、案内図、配置図、平面図等の順番で（以下建築と

同じ）作成すること。その番号は、建築意匠 100～、建築構造 200～、電気設備

300～、機械設備 400～、解体 500～とする。 

原図に設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印すること。 

○設計図縮小版 

B4 判上質紙（4/6 版 90ｋｇ相当品）に縮小し、横綴じバインダー（26 穴）に収

納し提出。 

○設計図製本 

A1 及びＡ３判二つ折製本（表紙及び背表紙に工事名称を刷り込む） 

○設計図左綴図面（A1 版） 

建築主体（意匠、構造）工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事等、各工

事ごとに作成すること。 

○工事内訳書 

工事ごとに、高崎市仕様設計書作成システム Excel の CD-R と、それを印刷した

A4 サイズの各々の内訳書を提出する。 

○電波障害調査報告書（必要があれば） 

各測定結果及び図面（地図等に転写したもの）と、測定状況写真、測定画像デー

タ写真を取りまとめたものとする。諸条件を考慮し対策方法を比較検討すること。 

○構造計算書 

A4 版にて工事名を書いた表紙を付けて提出する。PDF データでも提出 

○各種計算書 

設計根拠となる重要な資料であり、使用数量や容量等は、計算式に沿って間違い

のないように注意し設計すること。 

特に、設備工事においてはメンテナンスの計算等も考慮のこと。 

○積算調書 

（財）建築コスト管理システム研究所発行「建築数量積算基準・同解説」により

直接工事の順に解りやすくまとめること。 



 

○単価調書 

工種別にまとめ、根拠（出版物、頁数）を明示すること。Excel にて作成しデー

タも提出すること。 

○見積書 

１物件３社以上見積りとする。同一業者から複数の工種の見積りを取るときは、

必ず工種ごとに提出させること。 

○官公庁届出書 

事前協議、許認可等の届出、計画通知等は、工期内に完了すること。 

 

※ 所要図書等の納品においては、納品書に記入のうえ提出すること。 

 

７．設計契約工期 

  令和 5年 3月 24 日（金）（予定）まで （設計工期厳守) 

・ 令和 4年 8月 3１日（水）までに概算の工事費を算出すること。 

                                         

８．その他 

   ・令和 4年度初旬に地質調査委託を発注する予定。 

   ・明記がない項目については国土交通省公共建築設計業務委託共通仕様書に準ずるもの 

とする。 

・その他不明な点は協議による。 


