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第1章 総 則 

第1節 本書の位置づけ 

実相寺ウェイトトレーニング施設整備業務委託仕様書（以下「本仕様書」という。）は、別

府市（以下「本市」という。）が発注する実相寺ウェイトトレーニング施設整備に係る業務

（以下「本業務」という。）全般に適用する。 

 

第2節 概要 

1. 概要 

本業務は、実相寺ウェイトトレーニング施設（以下「本施設」という。）を設置するにあた

り「建築物および附帯設備等の施設整備」を行うものである。 

 

本仕様書の対象となる業務範囲 

本仕様書の対象となる業務の範囲は以下のとおりとする。 

事前調査業務 

設計業務 

建設業務 

監理業務 

各種申請等業務 

 

施設整備の範囲 

本業務における施設整備の対象範囲は以下に示すとおりとする。 

建築本体 

建築附帯設備 

外構 

仮設 

 

2. 施設概要 

建設する施設の概要は以下のとおりとする。 

主要用途 スポーツ練習場（ウェイトトレーニング施設） 

階  数 1階 

構  造 鉄骨造 

最高高さ 7.51ｍ以下 

建築面積 496㎡以下 

延床面積 480㎡以上 492.5㎡以下 

天井高さ 4.00ｍ以上 
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3. 敷地 

本計画地は以下のとおりである。 

場所 別府市大字鶴見 3763 番地の 1 

敷地面積 1,693.42㎡ 

用途地域・地区    第１種低層地域 第３種風致地区（実相寺荘園） 

添付資料-1「敷地図」参照。CADデータ(JWW)については、開札後、落札者のみに提供す

る。 

 

4. 立地条件 

地形・地質等 

添付資料-2「地質調査報告書」による。 

敷地西側にある樹木については本業務において撤去（伐採・抜根）を行い、樹木撤去による

地盤変化に伴い必要となる地盤改良等についても本業務にて行うものとする。 

 

インフラ等 

敷地周辺のインフラ等整備は以下のとおりとする。 

 電力 

電力は市道目歯頭古屋敷線からの引込みとする。ただし、現状では配電がないため、引

込みについては、九州電力㈱と協議を行うこと。また、計画に応じて必要な電力を確保で

きるものとすること。 

 ガス 

都市ガスを利用する。ただし、現状では供給がないため、計画に応じて大分瓦斯㈱と協

議を行い、必要なガスを確保できるものとすること。 

 給水 

上水道を利用する。隣接する実相寺中央公園管理棟給水管（50mm）に子メーターを取付

け、取水できるものとするが、計画に応じて必要な給水量を計算し、同管理棟に影響を及

ぼすことが想定される場合には、別府市水道局と協議を行い、必要な給水を確保するこ

と。また、水道の引込みに必要となる加入金および手数料は、受注者の負担とする。 

 排水 

汚水排水は、隣接する実相寺中央公園管理棟敷地内の最終汚水枡に接続するものとす

る。 

 雨水排水 

雨水は、敷地内の既設雨水側溝へ放流する。 

 電話・通信回線 

電話及びインターネット配線は別途工事とするが、配管は本業務に含む。 

 

5. 業務期間 

  本業務の業務期間は、平成 31年 5月 31日（木）までとする。 
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第3節 一般事項 

 

1. ウイルス対策 

受注者は電子成果品が完成した段階で、ウィルスチェックを行うこと。 

ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、信頼性の高いものを利用すること。 

最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新

（アップデート）したものを使用すること。 

電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス（パターンファイ

ル）定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日（西暦表示）」を明記するこ

と。 

 

2. 適用法令・基準 

本業務の実施にあたり、遵守するべき関係法令及び基準等（いずれも最新版とする）等を以

下に示す。 

法令等 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

建設業法（昭和 24年法律第 100号） 

建築士法（昭和 25年法律第 202号） 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

消防法（昭和 23 年法律第 186号） 

景観法（平成 16 年法律第 110号） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）（平成 18

年法律第 91号） 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成 12年法律第

104 号） 

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第 48号） 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネルギー法）（昭和 54年法律第 49

号） 

労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

ガス業務法（昭和 29年法律第 51号） 

電気業務法（昭和 39年法律第 170号） 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

その他関連法令等 

 

条例等 

大分県建築基準法施行条例（昭和 46年大分県条例第 27号） 

別府市建築基準法施行細則（平成 28年別府市規則第 45号） 

大分県福祉のまちづくり条例（平成 7年大分県条例第 7号） 
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別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例（ともに生きる条例）（平成

25 年別府市条例第 32 号） 

その他関連条例等 

 

基準等 

ラグビーワールドカップ 2019TM公認チームキャンプ地ガイドライン（添付資料-3） 

建築工事安全施工技術指針・同解説 

官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

その他関連する基準・指針等 

 

3. 仕様の変更 

仕様等の変更事由 

本市は、次の事由により、業務期間中に要求する仕様を変更する場合がある。 

法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。 

災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更さ

れるとき。 

その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。 

 

仕様の変更手続き 

本市は、仕様を変更する場合、事前に受注者に通知する。仕様の変更に伴い、契約書に基づ

く受注者に支払う委託料を含め契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものと

する。 

 

業務完了時の仕様 

受注者は、業務完了時において、本施設のすべてが本仕様書で提示した性能及び機能を

発揮でき、著しい損傷がない状態で本市へ引き渡すこと。 

引き渡しに当たり、受注者は本市と協議のうえ日程を定め、本市の立会いのうえ確認を

受けること。 

 

4. 保証事項 

本施設に採用する建材、設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な能力と

規模を有たものでなければならない。 

本仕様書等に明記されていないものであっても、仕様達成のため、又は性能を発揮するため

に必要な設備等は受注者の負担で整備すること。 

 

かし担保 

本施設のかし担保期間は引渡し後 2年間とする。 

設計、屋根に係る部分及び構造に係る部分については引渡し後 10年間とし、保証書を提

出する。 
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3) シーリング材については引渡し後 5年間とし、保証書を提出する。 

 

5. 施工体制台帳の提出 

受注者は、下請契約を締結した場合には、以下に示すものを下請契約締結の日から１０日以

内に本市に提出すること。 

時期等 提出書類 

1次下請契約時 ・施工体制台帳の写し 

・1次下請の請書の写し 

・1次下請の建設業許可書の写し（建設業許可を有する者の

み） 

・1次下請の主任技術者資格者証等の写し 

2次以降の 

下請契約時 

・再下請負通知書の写し 

・2次以降の下請の請書の写し 

 

6. 配置技術者に関する情報公開 

本業務における配置技術者氏名に係る情報公開請求がなされた場合は、元請負人又は下請負

人を問わず、情報公開の対象とする。 

 

7. 暴力団関係者等による不当介入の排除対策 

受注者は、本業務等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒否するとと

もに、本市に報告し、かつ、警察に届け出なければならない。なお、下請業者等に対しても同

様の対応を行うよう周知徹底すること。 

 

8. 暴力団等の契約からの排除 

受注者は、次の以下に示す事項のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当すること

が確認された場合は、契約書に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。なお、下

請契約等の相手方に対しても、この趣旨について周知すること。また、落札者が次の(1)から

(5)のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約をしない。 

役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である

と認められるとき。 

暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していると認められるとき。 

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
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役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

が（1）から（5）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認

められるとき。 

契約に関し、受注者が、（1）から（5）までのいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（（6）に該当する場合を除く。）

に、本市が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 
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第2章 業務執行に関する事項 

第1節 事前調査業務 

本業務で必要と思われる調査について、受注者は、関係機関と十分協議を行ったうえで

実施すること。 

調査を行うために申請手続きが必要な場合は、適宜、実施すること。 

調査を行うにあたっては、必要に応じて説明を行う等、近隣に配慮して業務を進めるこ

と。 

 

第2節 設計業務 

1. 基本的事項 

受注者は、本仕様書に基づき、本施設を整備するために必要な設計を行うこと。 

建築確認申請等に伴い必要な法的手続き等は、受注者の責任により実施すること。 

建築基準法第 48 条による建築許可申請については、審査中であり、本業務の対象外とす

る。ただし、本業務内の設計は、この許可内容の範囲で実施することとする。 

ボーリング調査は、本市において実施しており、受注者の責任において当該調査報告書

の内容を必要に応じて解釈するとともに、利用すること。また、受注者が必要とする場合に自

らの費用負担で地質調査を行うことは差し支えない。 

設計対象の範囲は、すべての建設業務範囲とする。 

 

2. 設計計画書の提出 

受注者は設計業務着手前に、設計業務の実施体制等を含む設計計画書を作成し、本市に

提出すること。 

設計業務の実施体制には、責任者を配置した実施体制を定め、明記すること。 

 

3. 設計内容の協議等 

本市は、受注者に設計の検討内容について、随時報告を求めることができるものとする。設

計は、本市と十分に協議を行い、実施するものとする。 

 

4. 進捗状況の管理 

設計の進捗管理を受注者の責任において実施すること。 

 

5. 設計の変更について 

設計の変更について詳細は契約書において定める。 

設計期間中、本仕様書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うする

ことが出来ない箇所が発見された場合は、受注者の負担において改善変更を行うものとする。 

設計図書に対して部分的な変更を必要とする場合には、同等以上の機能が確保できる場

合において、本市の指示または承諾を得て変更することができる。 

 



 

8 

 

6. 業務の報告及び設計図書等の提出 

受注者は、設計業務完了時に、以下に示す設計図書等を本市に提出して承諾を得るこ

と。また、全ての電子ファイル一式を提出すること。図面データは jww形式とする。なお著作

権が生じるものについては、本市に帰属させるものとする。 

 

 設計図     1部 

 パース図（内観・外観各１案以上）   1部 

 各種計算書（構造計算書含む）   1部 

 各種申請等関係図書     1部 

 その他指示する図書           1部 

 諸官庁協議書、打合せ議事録   1部 

 地質調査報告書     1部 

※地質調査報告書は、本市が提供したもの以外に受注者が独自に調査を行った場合

のみ提出すること。 

 

留意事項 

受注者は、契約書に基づき、管理技術者届（経歴書を添付）を提出すること。 

内訳書（各内訳明細書）は部分払い及び設計変更等のため、十分なものを作成するこ

と。 

設計完了後、設計内容が本仕様書に適合していることについての確認を受け、建設業務

を行うこと。 
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第3節 建設業務 

1. 基本的事項 

各種関連法令等を遵守し、本仕様書等に基づき、本施設の建設業務及び関連業務を行う。 

 

2. 基本要件 

建設業務実施期間中は近隣住民および近隣施設の利用者等の安全確保及び快適な利用に

十分配慮すること。関連施設の運営に影響が予測される場合には本市と協議をすること。 

騒音、振動、悪臭、公害、粉じん発生、交通渋滞、関係車両（通勤車両含む）の走行経

路、その他建設業務が近隣の生活環境等に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近

隣対応を実施すること。受注者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する

こと。 

関係車両は、敷地前面道路の当該敷地から東側への経路は使用しないこと。 

建設業務実施期間中に第三者に及ぼした損害については、受注者が責任を負うものとす

る。 

建設業務実施に伴い必要な準備等は、全て受注者が行うものとする。 

建設業務実施に伴い必要となる有資格者を、関係法令等に則り、適切に配置すること。 

資材の仮置場、仮設事務所等の設置場所及び関係車両の駐車スペース用地は、本市の確

認を受けて設置する。なお、この用途に供する範囲は本市および管理者と協議の上、無償で貸

与するものする。ただし、使用した土地は業務完了時に現状復旧して返却すること。 

現場代理人は、本業務の履行に関し、業務現場に常駐しなければならない。ただし、本

市との連絡体制が確保され、かつ、次に該当する場合等業務現場において作業が行われていな

い期間において、本市が認めた場合には業務現場における常駐を要しない。 

設計業務期間、資機材の搬入又は仮設事務所や仮囲い等の設置が開始されるまでの期

間。 

契約書の規定により、建設業務の全部の施工を一時中止している期間。 

受注者が配置する現場代理人及び主任（監理）技術者は、腕の見やすい箇所に腕章を着

用するものとする。なお、着用状況の写真を必ず完成図書に添付すること。 

建設リサイクル法の適用 

本業務は建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄か

ら成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）にかかる分別解体・再資源化等を遵守

すること。 

工場製作を含む監理技術者等の途中交代 

監理技術者等の途中交代は、監理技術者制度運用マニュアルの二一二の（４）の規定に

基づき、監理技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合の他、工場製作のみ

の施工から現地施工へ移行する場合にも認めるものとする。なお、交代の時期は工場製作の途

中であっても、業務現場に着手する時期とする。 

交代して新たに配置される技術者は入札説明書に記載の資格要件を満たす技術者とす

る。 

監理技術者等を途中で交代する場合は、本市と受注者で協議を行うものとする。 
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主任（監理）技術者の要件及び専任を要する期間等 

受注者は、建設業法第２６条に定める主任（監理）技術者として、直接的な雇用関係を有す

る者を配置しなければならない。なお、配置期間は業務期間の始期日から目的物引渡の日まで

とする。入札参加表明書の提出日以前３箇月以上前に雇用された者を本業務に専任で配置しな

ければならない。ただし、配置技術者の専任期間については、契約期間を原則とし、以下のと

おり取り扱う。 

本契約の締結後、業務現場に着手するまでの期間については、配置技術者の専任を要し

ない。なお、業務現場に着手する日については、本契約締結後、本市との協議において定め

る。 

配置技術者は、原則として業務完了期限までの専任を要するものとするが、業務完了期

限までに完了検査が終了した場合（本市の都合により検査が遅延した場合を除く。）について

は、その後の事務手続、後片付け等の期間における専任を要しない。なお、検査が終了した日

とは、本市が業務の完了を確認した日（検査結果通知書における検査年月日）とする。 

本業務の落札者は、「現場代理人及び主任（監理）技術者等選任（変更）通知書」を落札決

定から１０日以内に本市に提出すること。また、提出にあたり、当該配置技術者と直接的な

雇用関係を有すること又は、入札の執行日以前３箇月以上前に雇用された者であることを証

する客観的資料として、健康保険被保険者証等の写しを添付しなければならない。本業務の

落札者が、上記要件を満たす主任（監理）技術者を配置できない場合は、契約を締結しない

こととなるため、契約辞退届を本市へ提出すること。また、落札決定後に上記要件を満たす

主任（監理）技術者を配置できずに契約の締結ができないときは、別府市物品等供給契約に

係る競争入札参加制限基準（平成７年別府市告示第１７７号）又は別府市が発注する建設工

事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領（昭和

６０年別府本市告示第７６号）の規定に基づき、指名停止措置となることがある。 

建設業務に関する保険等 

受注者は、建設業務着手後建設業務目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険そ

の他の保険に加入しなければならない。 

受注者は、工事の施工に伴い第三者に与えた損害を補填する保険（請負者賠償責任保険

等）に加入し、本市に通知すること。 

 

3. 着手前の業務 

準備調査等 

建設業務着手に先立ち、近隣関係者との調整等を十分に行い、建設業務の円滑な進行と近隣

の理解及び安全を確保すること。 

施工計画書等の提出 

受注者は、建設業務着手前に施工計画書を作成し、次の書類とともに工事監理者の承諾

を得たうえで、本市に提出すること。 

使用する書式は本市指定の様式に拠ること。ただし、本市と協議のうえ、これに拠らな

いことができるものとする。 

 実施体制 



 

11 

 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者届（経歴書を添付） 

 施工計画書 

 使用材料一覧表 

 必要な届出等 

 その他、本市が建設業務の適切な管理のために定める関係書類 

 

4. 建設期間中の業務 

施工管理等 

受注者は業務対象の管理状況が確認出来る写真や検査記録を常に整備すること。 

本市は、何時でも建設業務実施状況の確認を行うことができるものとする。 

周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、受注者の責めにおいて苦情処理等に対応する

こと。 

近隣住民や近隣施設利用者等の安全確保できるよう仮囲いを設置し、施業務期間間中の

維持管理を十分に行う。 

関係車両の出入口には、大型車両通行時や資材搬入時等、必要に応じて交通誘導員を配

置し、一般車両および通行者の安全を図る。なお、配置する交通誘導員は、交通誘導警備業務

に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員、または、交通誘導に関して専門的な知識

及び技術を有する警備員等を配置すること。また、受注者は、上記のことを示す資料を本市に

提出すること。 

資    格 資  格  要  件 

交通誘導警備業務に係る一級検定合

格警備員又は、二級検定合格警備員 

改正後の警備業法による検定合格者 

交通誘導に関し専門的な知識及び技

術を有する警備員等 

・警備業等における指定講習を受講したもの 

・警備業等における基本的教育及び業務別教育（警備業

法第２条第１項第２号の警備業務）を現に受けている

者で交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務

経験）が１年以上であるもの。 

 

建設業務から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適正に処理する

こと。 

建設業務により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再

利用を図ること。 

隣接する道路等に損傷を与えないよう留意し、建設業務期間中に汚損、破損した場合の

修繕及び補償は、受注者の負担において行うこと。 

建設業務期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万一火災、災害等が

発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努めること。なお、建設期

間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、契約書にて詳細を示すものとする。 

排ガス対策型建設機械の使用 

本業務において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排ガスの規制等に

関する法律（平成１７年法律第５１号)｣に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、また
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は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付け建設省経機発第２４９号最

終改正平成１７年４月１日付け国土交通省総施発第２２５号）」、「排出ガス対策型建設機械の

普及促進に関する規定（平成１８年３月１７日付け国土交通省告示第３４８号)」もしくは

「第３次排出ガス対策建設機械指定要領（平成１８年３月１７日付国総施第２１５号)｣に基づ

き指定された排出ガス対策型建設機械（以下、「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用

しなければならない。 

 

表 2－1 排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする機種（一般工事） 

機      種 備      考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクターショベル（車輪式） 

・ブルドーザー 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは、独立したデ

ィーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの。油圧ハン

マ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜

機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーシ

ョンドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシ

ング掘削機） 

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 

・ホイールクレーン 

ディーゼルエンジン（エ

ンジン出力 7.5kw以上

260kw 以下）を搭載した建

設機械に限る。 

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの 

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの 

 

手すり先行工法による足場設置 

受注者は、足場の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省，

平成２１年４月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常

時、すべての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければならな

い。ただし、これにより難い場合は本市と協議のこと。 

工事写真の品質 

デジタルカメラで撮影する場合の画素数は 700 万画素以上とし、用紙および印画品質は協議

による。このとき、データはＣＤ－Ｒ等にすべて焼き込み提出すること。 

提出図書 

受注者は、建設期間中には次の書類を工事監理者の承諾を得たうえで、当該事項に応じて遅

滞なく本市に提出すること。 

 施工計画書 

 施工図 

 計算書、検討書 

 産業廃棄物処分計画書 

 生コン配合計画書 

 各種試験結果報告書 
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 各種出荷証明 

 マニュフェスト 

 段階確認書及び業務実施状況把握報告書 

 打合せ簿 

 その他、本市が建設業務実施の適切な管理のために定める関係書類 

 

5. 完了後の業務 

完了自主検査及び本市による完了検査 

完了自主検査等 

受注者は業務期間内に次の規定に即して以下の検査を実施し、全ての業務を完了させるこ

と。ただし、それらの規定のうち該当する業務内容がない部分については、これを適用しな

い。なお、業務期間中に部分引渡ししたものも含めすべての業務範囲を対象に完了自主検査等

を実施するものとする。 

 シックハウス対策の検査 

 受注者は本市による完成検査に先立ち、居室におけるホルムアルデヒド、トルエン、キ

シレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンについて室内空気中化学物質濃

度を測定し、その結果を本市に報告すること。 

 測定値が、厚生省生活衛生局長通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的

測定法について」に定められる値を上回った場合、受注者は、自己の責任及び費用負担におい

て、本市の完了検査等までに是正措置を講ずること。 

 完了自主検査等 

ア 受注者は、建築基準法等に基づく本施設の「完了検査」を行うこと。完了検査の日程は

事前に本市に通知すること。また、関係法令等の検査についても同様とする。 

イ 受注者は、本市に対して、完了検査の結果を検査済証及びその他の検査結果に関する書

面の写しを添えて報告すること。 

 本市は、受注者による完了自主検査、法令による完成検査の終了後、本施設について完

了検査を実施するものとする。 

 本市は、受注者の立会いの下で、完了検査を実施するものとする。 

 

完成図書の提出 

受注者は、本市による完了検査に必要な次の完成図書を工事監理者の承諾を得たうえで、提

出すること。電子データも併せて提出すること。図面データは jww形式とし、その他データ形

式については協議によるものとする。著作権が生じるものについては本市に帰属させるものと

する。 

提出書類等 

 竣工図 

見開き製本（見開き A1版）    2部 

 取扱説明書      2部 

 業務実施状況写真      2部 
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 保証書      2部 

 構造計算書、確認申請等     2部 

 予備品、消耗品台帳      2 部 

 検査及び試験成績書      2 部 

 計算書等      2 組 

 自主検査報告書                2部 

 揮発性有機化合物の測定結果報告書    2部 

その他本市が定める関係書類一式    適宜 

 

写真の著作権等については、以下のとおりとする。 

受注者は、本市による写真の使用が、第三者の有する著作権を侵害するものでないこと

を本市に対して保証する。受注者は、かかる写真が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者

に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠

償額を負担し、又は必要な措置を講ずること。 

受注者は、写真の使用について次の事項を保証すること。 

 写真は、本市が行う事務、本市が認めた公的機関の広報等に、無償で使用することがで

きるものとする。この場合において、著作権名を表示しないことができるものとする。 

 受注者は、あらかじめ本市の承諾を受けた場合を除き、写真が公表されないようにし、

かつ、写真が本市の承諾しない第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにすること。 

 

第4節 監理業務 

1）受注者は、「建築基準法」及び「建築士法」に規定される工事監理者を設置し、監理業務

を行うこと。また、１名以上の工事監理体制（非常駐も可）を整えること。 

2) 受注者は、監理業務の着手に際し、実施体制、スケジュール等の内容を含んだ本業務に

係る「監理業務計画書」を作成し、本市に提出すること。受注者は、「監理業務計画書」に基

づき、監理業務を行うこと。 

3) 監理業務内容は、「四会連合協定・監理業務委託契約書」に示されている業務とする。 

4) 受注者は、工事監理者に監理業務を行わせ、監理業務の状況について本市へ報告するこ

と。また、本市が必要に応じて確認及び協議を求めた場合は、随時応じること。 

5) 本市への完了検査報告は、工事監理者が受注者を通じて行うこと。 

 

第5節 各種申請等業務 

本業務を実施するに当たり、本仕様書及び契約書で示す法令及びその他関係法令で必要

な申請がある場合は、業務実施に支障がないよう、各種申請等を適切に実施すること。 

関係官庁へ認可申請、報告、届出などの必要がある場合には、受注者はその手続を速や

かに行い、本市に報告すること。本市は、受注者からの要請があった場合、必要に応じて資料

の提供その他の協力を行う。 

申請や届出に係る手数料を含む諸費用は受注者の負担とする。 

本市が本業務を実施するうえで必要な申請を行う際、受注者は必要な協力を行うこと。 
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第6節 その他施設整備上必要な業務 

本業務を実施するに当たり、本仕様書及び契約書で示す内容を満たすうえで、その他に施設

整備上必要な業務がある場合は、本業務に支障がないよう、適切に実施すること。  
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第3章 施設仕様書 

第1節 基本要件 

1. 基本的事項 

本仕様書では基本的事項を定めるものであり、これを上回る施設を整備することを妨げ

るものではない。施設整備に際しては、本市の意図を反映させ、機能性、経済性の高い合理的

計画とすること。 

本仕様書に明記されていない事項であっても、施設の性能及び機能を発揮するために必

要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・完備させなければならない。 

 

2. 基本方針 

主にウェイトトレーニングに利用するスポーツ練習場を整備する。 

運営や維持管理における効率性、経済性を考慮した施設とする。 

近接する施設利用者が多いため、近接施設の利用者の安全性を確保し、運営への影響を

最小限とできるよう配慮する。 

快適に利用できる機能性や、意匠性・耐久性・維持管理性に留意した合理的な施設とす

る。 

高齢者や障がいのある人を含むすべての人が安全かつ安心して利用できるように、ユニ

バーサルデザインの理念に基づいた施設とする。 

設計時には、図面及び現地にて詳細な調査を行い、最適な計画とすること。 

関係機関と協議し、法令を遵守した設計を行うこと。 

本業務において撤去するものは、法令に準拠し適切に処分すること。 

 

第2節 施設整備要件 

1. 基本的事項 

参考図に示す場所に整備する。 

公園内の景観を考慮したうえで、スポーツ施設に相応しい外観とすること。 

建築附帯設備においては、現地調査を踏まえ、機能性、経済性、美観及び環境負荷低減

に配慮すること。 

 

2. 建築本体 

整備諸室 

トレーニング室 

 別紙で提示するトレーニング内容が可能な計画とする。 

 設置する各機器による積載 

 荷重およびトレーニングによる衝撃荷重に配慮した計画とする。 

 外部から直接、機器等の搬入出が可能な両開き戸を設け、有効巾 2,200mm高さ 2,200mm

以上とする。また、そのポーチの奥行きは 2,000mm以上とし、全面に階段を設ける。 

 出入口には、有効巾 1,200mm高さ 2,100mm 以上の親子開き戸または引き戸を設ける。 
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更衣室 

 シャワー室を設ける 

 視線および動線に配慮した計画とする。 

 出入口には、開き戸または引き戸を設ける。 

シャワー室 

 ２室ある更衣室内に各 1室設ける。 

 ユニット型シャワー（800×1200程度）を各２基ずつ設け、隣接して同時に２名以上が

利用可能な脱衣室を設ける。 

 シャワーはサーモ付き混合栓とし、屋外にガス給湯器を設ける。 

 出入口には、開き戸または引き戸を設ける。 

便所Ａ・Ｂ 

 便所を２室（便所ＡおよびＢ）設ける。 

 便所Ａにはブース付き洋便器２基、洗面台１基を設ける。 

 便所Ｂにはブース付き洋便器１基、洗面台 1基、掃除用流し台１基を設ける。 

 出入口には、開き戸または引き戸を設ける。 

多目的便所 

 車いす利用者が利用可能な多目的便所を設ける。 

 洋便器２基、洗面台１基を設ける。 

 Ｌ型手すり 1基、可動式手すり１基を設ける。 

 出入口には、有効巾 900mm高さ 2,100mm以上の引き戸（自動閉鎖式）を設ける。 

事務室 

 施設の受付および管理を行う室とする。 

 トレーニングルームとの間に管理用出入口および窓を設け、管理の利便性を考慮した配

置とする。 

 出入口には、開き戸または引き戸を設ける。 

応接室 

 応接室および施設利用者のミーティングルームとして使用する。 

 事務室に隣接し、トレーニングルームからの動線に配慮した配置する。 

 出入口には、開き戸または引き戸を設ける。 

廊下 

 幅員 2,000mm程度を確保する。 

玄関 

 80人分の下足箱・傘立の配置を考慮した計画とする。 

 外部からの入口には、有効巾 1,600mm高さ 2,100mm以上の引分け自動ドアを設ける。 

 事務室側に受付カウンターを設ける。 

倉庫 

 施設で使用する器具、予備品、台車等を保管する室とする。 

 物品の搬入出の利便性を考慮した有効巾の開き戸または引き戸を設ける。 
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 3－1 必要諸室 

名称 
床面積
（㎡） 

備考 

トレーニング室 288.0  

更衣室Ａ・Ｂ 各 36.5  

シャワー室 各 6.5  

便所Ａ・Ｂ 各 6.5      

多目的便所 4.5  

事務室 15.0  

応接室 17.0  

廊 下 適宜  

玄 関 6.0  

倉 庫 4.5  

 

 

構造計画 

構造については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省）」に準拠するも

のとすること。 

表 3－2 耐震安全性の分類 

 安全性の分類 耐震化の割り増し係数 

構造体 Ⅱ類 1.0 

非構造部材 Ｂ類 ― 

建築設備 乙類 ― 

 

 

 

構造は鉄骨造とすること。 

鉄骨製作工場は Rグレード以上とし、ISO9001,14001 の認定を受けているものであるこ

と。 

各機器の設置について、周辺機器との関連を考えるとともに、構造物に強固に据え付

け、機器の配管・配線の接続には十分な余裕及び柔軟性を持たせること。 

建築物は上部・下部構造とも十分な強度及び剛性を有する構造とすること。 

 

3. 仕上げ計画 

仕上げの選定にあたっては、各種基準、表 3-3及び表 3-4と同等以上にあることを原則

とすること。 

各室の用途に合わせ、耐摩耗性・耐荷重性・防滑性および耐水性などに配慮した仕上げ

を選定すること。 
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維持管理について留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮し、内外装

については、使用材料はホルムアルデヒド等の有害物質が発生するおそれのあるものを避け、

断熱方法・工法も十分検討し建物の耐久性を高めるよう努めること。 

施設案内板や室名札等のサインは、日本語・英語の２ヶ国語とし、ピクトサインについ

ては国際基準に適合した表記とする。また、各室の使用目的や仕様条件を考慮し、それぞれの

空間構成にふさわしい文字の大きさ、書体、色彩を考えたわかりやすい計画とすること。 

 

表 3－3 外部仕上げ表（参考） 

部 位 仕上げ 

屋 根 カラーガルバリウム鋼板 t=0.6（はぜ葺） 

外 壁 
窯業系サイディングボード t=16以上 

または、金属系サイディング 

開口部 アルミサッシ（強化ガラス） 

   庇 アルミ製 

 

表 3－4 内部仕上げ表（参考） 

室名 
仕上げ 

 床 巾木 壁 天井 備考 

トレーニング室 ＲＣ金ゴテ ビニル巾 H=100 PBt=12.5 の上 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

下地：LGS 

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 

        t=9.5 

下地:LGS 

換気扇 

（熱交換

型） 

更衣室Ａ・Ｂ ココフロアシー

ト同等品以上 

（抗菌・防滑

性） 

下地:RC金ｺﾞﾃ 

同上 同上 同上 換気扇 

洗面器各 2

基 

シャワー室 ﾁｪｯｶｰﾏｯﾄ t=15 

下地: RC金ｺﾞﾃ 

 耐水 PBt=12.5 の

上 

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 

EP-G塗装 

下地：LGS 

バスリブ 

下地:LGS 

換気扇 

ユニット型

シャワー各

２基 

便 所 同上 同上 PBt=12.5 の上 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

(水がかり部分の

み耐水 PB=12.5） 

下地：LGS 

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 

        t=9.5 

下地:LGS 

換気扇 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 

洗面器各１

基 

ＳＫ 

多目的便所 長尺塩ビシート 

（防滑性） 

下地:RC金ｺﾞﾃ 

同上 同上 同上 換気扇 

Ｌ型手すり 

可動手すり 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 

洗面器 

事務室 同上 同上 PBt=12.5 の上 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 

下地：LGS 

同上   
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室名 
仕上げ 

 床 巾木 壁 天井 備考 

応接室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 一部 

長尺床ｼｰﾄ（防

滑性） 

下地:RC金ｺﾞﾃ 

同上 同上 同上   

廊下 同上 同上 同上 同上 流し台

L1200 

（混合水栓

２口付） 

玄関 100角磁器質ﾀｲﾙ 

下地:ﾓﾙﾀﾙ 

100角磁器質ﾀｲﾙ 同上 同上 受付ｶｳﾝﾀｰ 

倉庫 長尺塩ビシート 

（耐荷重性） 

下地:RC金ｺﾞﾃ 

ビニル巾 H=100 PBt=12.5 の上 EP 

下地：LGS 

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 

        t=9.5 

下地:LGS 

換気扇 

※室内出入口は全て LSDとし、その他の建具は全てアルミ製とする。 

 鍵の種別は、利用状況に適したものとすること。 

 

 

 

4. 建築附帯設備 

 

強電設備 

 本施設に必要な電気容量に準じた受変電設備を設け、配管配線及び幹線布設等を行う。 

 本施設に必要な電気容量に準じた動力設備を設け、配管配線及び幹線布設等を行う。 

 分電盤は、事務室に設置する。 

 コンセントは２口を基本とし、設置数は以下のとおりとする。 

 

          表 4-4 コンセント設置か所数 

名称 コンセント（か所） 備考 

トレーニング室 ８  

更衣室Ａ・Ｂ 各３  

シャワー室 ０  

便所Ａ・Ｂ 各１     

多目的便所 １  

事務室 ３  

応接室 ２  

廊 下 ４  

玄 関 １  

倉 庫 １  
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 各室に適切な照度を確保できる照明設備を設ける。 

 照明設備は JIS照度基準に基づく照度を確保する。 

 照明設備は LED照明設備を採用し、規格の統一を図り、球替え等のためのストックの保

管を最小限にできるよう配慮する。 

 照明スイッチの種類および配置は、施設の利用状況に配慮したものとする。 

 便所の照明設備は、人感センサーライト仕様とする。 

 玄関・勝手口およびスロープには、夜間の施設利用に対応した照明を設ける。 

弱電設備 

① 別途、Wi-Fi、インターネット回線を発注者側が取付けるが、平行して工事できるよう現

地での協議・調整を行う。 

② 電話配管配線、情報配線配管、消防設備、テレビ共聴設備を設ける。なお、テレビ共聴

設備については、視聴可能な状態とする。（テレビ本体は別途） 

空調設備 

 各居室ごとに、空調設備を設ける。 

 空調設備は仕上げおよび用途から熱負荷等を検討し、系統および方式について十分配慮

したものとする。なお、室温が２４℃以下に保たれるよう、機種選定を行う。 

 更新性を考慮し規格の統一化を図る。 

 室外機は硫化水素および塩害対策を行うこと。 

換気設備 

 ユニット型シャワー、シャワー室、便所には防臭および湿度調整のための換気設備を設

ける。 

 法令に基づき居室には必要な換気設備を設ける。 

給排水衛生設備 

 洗面台および掃除用流し台には、すべて水栓を設ける。 

 屋内の水洗は掃除用流しを除き、すべて自動水洗とする。 

 ユニット型シャワーおよび流し台混合栓にはガス給湯設備を設け、その能力は用途に十

分なものとする。 

 ユニット型シャワーに設ける水栓は、サーモスタットシャワーとする。 

 トイレは「大分県福祉のまちづくり条例」に準拠したものとし、温水暖房付便座を採用

すること。 

 屋外に散水栓を２か所設ける。 

 給排水は適切に本業務で新規に設置する上下水道に接続すること。 

消防設備 

 関係機関と協議のうえ、必要な設備を設ける。 

排煙設備 

① 関係機関と協議のうえ、必要な設備を設ける。 

 

5. 外構 

スロープ 
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 車いす等の利用者の利便性を向上させるため、玄関にスロープを設ける。 

 スロープはコンクリート造とし、床面は磁器質タイルとする。 

 スロープは「大分県福祉のまちづくり条例施行規則」の基準に準拠したものとする。 

舗装 

 掘削や車両の通行により破損した舗装については、本業務において復旧する。 

雨水排水設備 

 本業務により既存側溝に著しいずれ等が生じた場合は、下地調整の上、更新する。 

(4)おもてなし駐車場 

①スロープからの動線に配慮した場所に、車いす利用者用駐車場２台分（おもてな

し駐車場）を確保する。 

②駐車場および駐車場からスロープまでの間はアスファルト舗装とする。 

③駐車場には区画線およびサインを設ける。 

④駐車場は「大分県福祉のまちづくり条例施行規則」の基準に準拠したものとす

る。 

 

6. 仮設 

本業務に必要となる仮設事務所、作業員休憩所および仮設便所等は、受注者の責務にお

いて適切に設けること。 

本業務に必要となるの仮設電気、仮設水道等は、必要に応じて受注者が設けること。 

(3本業務範囲および資材の仮置場、仮設事務所等の設置場所、工事用車両の駐車スペース

用地（合計４５ｍ×４０ｍ程度）については、防音シート(H=2,000)等で囲い、受注者の責

務において適正に管理すること。 

(4) 本業務で使用した仮設については、業務完了後、速やかに現状に復すること。 


