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岩倉北小学校屋内運動場等複合施設基本設計業務特記仕様書 

 

（共通事項） 

１ 委託業務名  

岩倉北小学校屋内運動場等複合施設基本設計業務（以下、「本業務」という。） 

２ 委託業務場所  

岩倉市本町南新溝廻間２番地（岩倉北小学校内） 

  ・都市計画区域  都市計画区域内 

  ・建築基準法   第２２条区域内 

  ・公共下水道施設 供用開始区域（平成３０年度接続） 

３ 業務内容 

   岩倉北小学校（以下「本校」という。）の敷地内に設置されている市立体育館は、

昭和４０年５月に開館されており、建設後５０年以上が経過し、老朽化が進んでい

る。 

そのため、本校の屋内運動場を新たに整備するとともに、併せて放課後児童クラ

ブを整備するもの。 

建設予定場所は、既存市立体育館北側の既存プールを取り壊し、その用地周辺と

し、児童、教職員、保護者及び一般市民の利用動線等を考慮した計画とすること。 

また、将来、既存市立体育館を取り壊し、プールを新設する予定であるため、そ

の利用動線も考慮すること。 

本業務は、上記施設の整備計画を具体化するとともに学校運営や災害時の避難場

所としての利用にも配慮した計画を策定するための基本設計とする。 

 (1) 現地測量 

      基本設計に必要な岩倉北小学校の敷地及び現況建物配置の現地測量及び図面の

作成を行う。 

      岩倉北小学校施設台帳敷地面積 １７，３４２㎡ 

 (2) 地質調査 

   基本設計に必要な建設用地の地質調査の実施及び地質調査報告書の作成を行う。 

 (3) 基本設計 

  ア 計画条件を満たす適切な施設規模の算定と学校運営や災害時の施設利用に配

慮した計画を行い、基本設計としてふさわしい施設配置案を作成し、教職員や児

童・生徒の保護者、地域住民など（以下「学校関係者等」という。）及び関連部局

の合意形成を図る。 

  イ 施設計画に必要な要求事項、計画条件等を明確にし、誰もが利用しやすく、災

害に強い安全な施設であり、環境にも配慮した基本設計案を作成し、学校関係者

等及び関連部局の合意形成を図る。 
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  ウ 基本設計案に基づき、実施設計に必要な技術的検討、法的検証、関係部局との

連絡調整を緊密に行い、基本設計図書の作成を行う。 

 (4) その他 

   基本設計内容に基づく透視図の作成（２枚）及び概算工事費の算出を行う。 

４ 業務の処理 

(1) 受託者は、監督職員の指示に従い業務に必要な調査を行い、関係法令に基づき資

料を作成するものとする。 

(2) 受託者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、監督職員と連絡を取りかつ

十分に打ち合わせを行い、業務の目的を達成すること。 

(3) 受託者は、業務の進捗に応じ業務の区分ごとに監督職員に中間報告を行い、その

承認を得ること。 

(4) 受託者が設計上の参考として使用する仕様書は、「小学校施設整備指針」（平成 

３１年３月・文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）、「岩倉市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成２６年１２月２４日施

行）のほか、市が指定した仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建

築工事標準仕様書」（平成３１年度版）を参考とする。 

(5) 委託者は、簡易な敷地図、学校施設設計図書、施設台帳等、業務に必要な関係資

料を受託者に貸与する。本資料は業務終了後速やかに監督職員に返却すること。 

(6) 図面の用紙及び縮尺については、監督職員の指示を受けること。 

(7) 各調査において現地調査を伴うものについては、作業日程及び作業内容について、

監督職員と打ち合わせの上、事前に施設管理者へ通知し行うものとする。 

(8) 受託者は、委託者の要請に応じ関係機関打ち合わせ及び作業に協力すること。 

(9) 受託者は、次のスケジュールに基づき基本設計業務実施工程表を作成し監督職員

の承認を得ること。また、毎月の月末には監督職員の指示に従い成果品の一部を提

出するなど、業務進捗状況を監督職員に報告すること。 

 （スケジュール） 

 ・令和元年  ９月中旬 施設配置案の作成・提出 

 ・令和元年１２月中旬 基本設計案の作成・提出 

 ・令和２年  ３月中旬 基本設計成果図書の作成・提出 

             概算工事費の作成・提出 

５ 業務内容の疑義 

受託者は業務内容に疑義があるときは、速やかに監督職員と協議を行い、疑義の解

消に務めること。 

６ 手続書類の提出 

 (1) 受託者は、業務に着手するときは次の書類を監督職員に提出し、その承認を受け

ること。 
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  ア 業務計画書（業務工程表を含む。） 

  イ 管理技術者及び主任技術者届（技術者資格を有することを証する書面の写し又

は経歴書を含む。） 

  ウ 主任技術者及び協力会社届（技術者資格を有することを証する書面の写し又は

経歴書を含む。） 

 (2) 業務を完了したときは、完了届を提出するものとする。 

 (3) その他、監督職員の要請に基づき各種資料を提出すること。 

７ 機密の保持 

(1) 受託者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに市から提供を受けた関連

資料を本業務に関わる者以外に漏らしてはならない。 

(2) 特に積算関係資料については厳重な管理を行うこと。 

８ 委託期間 

  契約日の翌日から令和２年３月１９日までとする。 

９ その他 

  監督職員の承諾があった場合は、本特記仕様書によらないことができる。 

 

（基本設計条件） 

１ 計画条件 

 (1) 敷地 

  ア 敷地面積 １７，３４２㎡（施設台帳敷地面積） 

  イ 用途地域 第２種中高層住居専用地域 

  ウ 建ぺい率 ６０％ 

  エ 容積率  ２００％ 

  オ 防火地域 なし ※建築基準法第２２条区域内 

  カ 日影規制 ５～１０ｍ：４時間、１０ｍ超：２．５時間 

 (2) 屋内運動場区画 

  ア 構造規模 ＲＣ造又はＳ造１階一部２階建 １，２５０㎡程度 

  イ 要求施設 

   (ｱ) アリーナ１室       ７５０㎡以上 

      (ｲ) ステージ１室       １２５㎡以上 

      (ｳ) 放送室  １室 

      (ｴ) 器具庫  ２室       １２０㎡以上 

      (ｵ) 防災備蓄倉庫１室（内外から出し入れ可能な構造とする。） 

      (ｶ) 市民体育祭物資用倉庫１室（内外から出し入れ可能な構造とする。） 

      (ｷ) 玄関１室 

      (ｸ) 更衣室２室（男女各１室） 
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 (3) 放課後児童クラブ区画 

  ア 構造規模                  ３５０㎡程度 

  イ 要求施設 

 (ｱ) クラブ室３室        ７８㎡程度×３室 

      (ｲ) 静養室            ９㎡程度 

      (ｳ) 事務室・湯沸室       ２０㎡程度 

      (ｴ) 物置            ２０㎡程度 

 (4) 共用部分 

  ア 要求施設 

(ｱ) トイレ２室（男女各１室） 

      (ｲ) 多目的トイレ１室 

      (ｳ) 渡り廊下（校舎等との接続に必要最小限の面積とする。） 

２ 基本設計業務の内容 

本業務の内容は、各種条件の技術的検討を行い、建築物の機能と空間構成を具体

化した設計図書を作成する業務とする。 

 (1) 次に掲げるものを内容とする基本設計説明書の作成 

  ア 設計条件 

  イ 基本設計方針、概要 

  ウ 建築の設計概要、構造概要、仕様概要及び仕上概要 

  エ 設備の設計概要、仕様概要及び各種技術資料 

  オ 設計経過説明書 

  カ 設計与条件等の比較 

  キ 同種施設との比較 

  ク 特殊な工法、材料、意匠の妥当性 

  ケ 施工計画の妥当性 

  コ 工事費概算書 

  サ 工事計画の概要 

  シ 施設計画策定にあたっての環境配慮事項及び省エネルギーの検討報告書 

 (2) 次に掲げるものを内容とする基本設計図の作成 

   実施設計の基本となる案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、日影規制

の検討図、現況図、設備概要図外 

 (3) 業務に伴う各種会議での説明資料の作成 

  ア 学校関係者等が設計に参画できるようなワークショップ等を開催し、学校関係

者等の要望を把握し計画を策定すること。必要に応じて図面や資料など、設計内

容を伝達する説明資料を作成すること。 

  イ 学校関係者等との協議結果は協議議事録を作成し、市監督職員に提出して承認



－5－ 

 

を得ること。 

 (4) その他基本設計に必要な業務 

基本設計では、屋内運動場と放課後児童クラブをそれぞれ別棟とした独立施設案

と、屋内運動場に放課後児童クラブを併設した複合施設案を作成すること。また、

それぞれの概算工事費を算出し、関連部局と協議を行い総合的な評価を行った上で、

その方針を決定することとする。 

３ 設計上の留意事項 

 (1) 建設コスト縮減のため、経済性を考慮した設計に努めること。 

  ア 明確な平面計画 

  イ 限られた敷地の有効利用と効果的な配置計画 

  ウ 華美な仕上材の使用自粛 

  エ 見積単価の厳選 

  オ 維持管理が容易で過大な修繕費用がかからない計画 

  カ 適切な設備計画 

 (2) 鉄道事業者との協議 

  ア 当該建設用地西側は、名鉄犬山線の線路敷地に隣接するため、建設工事にあた

っては鉄道の安全な運行に配慮しなければならない。 

  イ 本業務にあたっては、鉄道事業者と設計及び工事に伴う必要な対策措置につい

て協議を行い、その結果を協議議事録に記録するともに設計に反映させること。 

４ 成果品の提出 

  受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく次の設計図書を提出すること。 

 (1) 基本設計説明書（内容は２(1)による） 

 (2) 基本設計図（内容は２(2)による） 

    ア 案内図 

  イ 配置図 

  ウ 各階平面図 

  エ 立面図（４面） 

  オ 断面図（２面） 

  カ 各設備概要図 

  キ 透視図（２枚） 

  ク 日影図・道路車線図 

  ケ その他 

上記成果品の製本を１部提出するとともに、上記成果品の電子データを記録した記

録媒体（ＣＤ－Ｒ）を提出すること。 

電子データの形式は監督職員の承諾を得たもので提出すること。 


