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津久見市新庁舎建設実施設計等業務委託特記仕様書 
 

 

１ 業務名 津久見市新庁舎建設実施設計等業務委託 

 

２ 業務の目的 

  本業務は、津久見市庁舎の建設に当たり、「津久見市新庁舎建設基本構想」（以下

「基本構想」という。）「津久見市新庁舎建設基本計画」（以下「基本計画」という。）に基づ

いて、市民等の意見を聞きながら検討を行い、実施設計（基本・詳細）をまとめる

ことを目的とする。 

 

３ 計画施設概要  

本業務の対象となる施設の概要は、次のとおりとする。 

（１）施設名称   津久見市本庁舎 

（２）計画予定地   大分県津久見市中央町７６０－５１、中央町７６０－５４ 

高洲町３８２４－２４、高洲町３８２４－８４ 

（３）施設用途   庁舎(平成 31 年国土交通省告示第 98 号 別添二 第四号 第２

類） 

（４）予定事業     

① 庁舎新築工事(建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事） 

  ② 外構工事 

 ③ その他附帯する工事 

 

４ 設計与条件 

設計与条件は、「基本構想」「基本計画」によるほか、下記（1）から（4）による。 

（１）敷地の条件 

 

① 敷地の面積  １０，５３３㎡ 

② 用途地域等  商業地域（準防火地域） 

③ その他地区  津波浸水想定区域 

 

（２）施設の条件 

① 施設の規模・構造・工事概要 

施設名称 延べ床面積 構造階数 工事概要 

新庁舎 約 6,000 ㎡ 設計検討による 新築工事 

・建築主体工事 

・電気設備工事 

・機械設備工事外構工事 

その他附帯工事 

※延べ床面積は、実施設計（基本）により必要面積を検討すること。 
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② 耐震安全性の分類 

   「官庁施設の総合耐震・津波計画基準（平成 25年３月 29日国営計第 126号、 

国営整第 198号、国営設第 135号）」による、耐震安全性の分類は次のとおり 

とする。 

ア 構造体    Ⅰ 類 

   イ 建築非構造部材   Ａ 類 

   ウ  建築設備      甲 類  

③ 津波避難ビルとして整備すること。 

 

（３）建設の条件 

ア 概算事業費単価     約 50万円/㎡（※庁舎新築工事に限る。） 

イ 建設工事発注予定時期  令和５年度（※「基本計画」参照） 

 

（４）その他 

① 「基本構想」「基本計画」に示す考え方に沿った設計とすること。 

② 監督職員との協議により、変更や条件を付すことがある。 

③ ライフサイクルコストの比較検討を行うこと。 

④ 事業費の縮減に努めること。 

⑤ 工期短縮を図る設計に努めること。 

⑥ 設備計画については、現庁舎設備の調査を十分に行い、ライフサイクルコスト

を比較検討し、移設・新設・廃止等を決定すること。 

⑦ 建物周辺への振動・騒音に配慮した設計とすること。 

⑧ 本業務を手戻りなく、また、迅速な方針決定のもと進めるため、業務着手後速

やかに、庁舎規模や概算事業費の増減に影響する項目と論点、選択肢を提示し、

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。 

 

（５）他計画等との整合性 

市の各種計画との整合性を図ること。なお、下記資料は、津久見市ホームペー

ジ上で閲覧できるが、実施中・策定中のものについては、現時点での参考資料を

プロポーザルに参加する各事業者に対し、参加表明受付期限後に、別途送付する

ものとする。特に①、⑤については、本業務と密接な連携を図る必要があるため

十分に留意していただきたい。 

① 津久見市グランドデザイン構想（実施中） 

② 津久見市都市計画マスタープラン（実施中） 

③ 津久見市新庁舎建設基本構想（平成 29年８月策定） 

④ 津久見市新庁舎建設基本計画（令和３年１月策定） 

⑤ 街なか拠点整備等基本構想（令和２年３月策定） 

⑥ 津久見市観光戦略（平成 29年３月策定・平成 29年度～令和３年度） 

⑦ 第５次津久見市総合計画（令和元年９月一部改訂、後期５か年基本計画策定

中） 

⑧ 津久見市総合戦略（令和２年３月一部改訂、次期総合戦略策定中） 

⑨ 津久見市地域防災計画（令和２年２月改訂） 

⑩ 津久見市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定） 

⑪ 集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査事業報告書（平成 29年度実施） 

⑫ 市民アンケート調査・分析結果（令和２年７月～実施中） 
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（６）会議等への運営・支援業務 

① 市議会・庁内、専門家検討委員会等への出席（数回程度）、議題提案・資料の

作成、意見集約、議事録等の作成 

② 庁舎建設市民委員会への出席（数回程度）、資料の作成、意見集約、議事録の

作成、市民説明用の資料作成など。 

③ パブリックコメントの実施等に係る検討・支援 

 

（７）業務の委託期間 

契約締結の日から令和４年１２月２６日までとする。 

 

５ 業務仕様 

本特記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 国営整第 200号）による。ただし、当該共通仕様書中の「調

査職員」については、全て「監督職員」と読み替えるものとする。なお、特記・共

通仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために性質上

当然必要と思われるものについては、設計業務を受注した者の責任において完備

するよう努めること。 

 

（１）一般業務の範囲 

① 実施設計（基本） 

平成 31年国土交通省告示第 98号（以下「告示」という。）別添一第１項第一

号イに掲げるものとし、範囲は全てとする。 

なお、駐車・駐輪場、その他建築に付随する部分の外構整備についても標準業務

に含むものとする。 

② 実施設計（詳細） 

告示別添一第１項第二号イ、第三号に掲げるものとし、範囲は全てとする。 

なお、駐車・駐輪場、その他建築に付随する部分の外構整備についても標準業

務に含むものとする。 

 

（２）追加業務の内容及び範囲 

追加業務の内容及び範囲は、下記のとおりとする。 

① 実施設計（基本） 

ア 設計のための企画及び立案並びに事業計画に係る調査及び検討並びに報告

書の作成等の業務 

（ア） 官庁施設の基本的性能基準に定める性能基準に分類するための協議、検

討及び企画書の作成 

（イ） 企画・立案に必要な職員からの情報収集、打合せ 

（ウ） 企画・立案に必要な敷地及び地盤の情報の収集 

イ 建築物の立地、規模又は事業の特性により必要となる許認可等に関する業 

 務 

（ア） 津波浸水想定区域内の施設の避難確保・浸水防止計画（出水時のＢＣ

Ｐ計画及び対策等）の作成 

ウ 評価、調整、調査、分析、検討、技術開発又は協議等に関する業務 

（ア） 電源・熱源・水源の二重化等自立・予備インフラに関する協議、検討 

（イ） 汚水貯留槽、雨水等貯留槽の検討 
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（ウ） 再生可能エネルギーに関する検討 

（エ） ＺＥＢ化に関する分析、検討 

（オ） ＬＣＣ、ＬＣＣО２の算出、評価、検討 

（カ） 各種助成に必要となる資料の作成及び付随する調査、分析、協議 

エ オフィス環境整備業務 

（ア） 新庁舎の必要面積の算定・ゾーニング計画の作成 

（イ） 執務スペースを含めた書庫等の機能的、効率的な利用計画の提案 

（ウ） 基本レイアウト図の作成（図面提示による各課ヒアリングによるレイ

アウト調整作業を含む。） 

（エ） サイン基本計画の作成 

オ 透視図の作成（エスキス等に伴う簡易な透視図の作成は除く。） 以下の透

視図を作成し、データを提出する。 

（ア） 鳥瞰パース（２面）Ａ２版 

（イ） 外観パース（２面）Ａ２版 

（ウ） 内観パース（３面）Ａ３版 

カ 特殊設備（電磁シールド設備、セキュリティ関連設備、議会情報表示設備

等）の検討に係る業務 

キ 地盤調査（調査ボーリング８箇所述べ 325ｍ、標準貫入試験 325回乱れの

少ない試料採取４本（別孔掘削 32ｍ）、土質試験１式、孔内水平載荷試験４

個所（別孔掘削８ｍ）現場透水試験１個所、ＰＳ検層 45ｍ、密度検層 45

ｍ、常時微動測定１式、液状化検討１式） 

ク 地盤特性等に応じた設計をするために必要な分析 

ケ 新庁舎新築工事の工程の検討及び工程表の作成（ただし、標準業務に含ま

れるものは除く。） 

② 実施設計（詳細） 

ア 建築物の立地、規模又は事業の特性により必要となる許認可等に関する業

務 

（ア） 建設工事に伴って発生する騒音についての規制協議 

（イ） 大臣認定を取得するための申請に係る業務 

イ 評価、調整、調査、分析、検討、技術開発又は協議等に関する業務 

（ア） ＬＣＣ、ＬＣＣО２の算出、長期修繕計画の作成 

（イ） 光熱、使用水量算定書作成 

（ウ） 各種助成に必要となる資料の作成及び付随する調査、分析、申請等に係

る業務 

（エ） 建設リサイクルガイドラインによる建設リサイクル計画書の作成 

（オ） 建築主が行う関係機関による各種検査等の申請、届出への協力、立会 

ウ  温熱環境、照明、通風等の各種性能シミュレーションの作成、検討 

エ オフィス環境整備業務 

（ア） 実施レイアウト図の作成 

（イ） サイン実施計画の作成 

オ 模型の製作 

（ア） 展示用模型（縮尺：1/200、材質：提案による、その他：アクリルケース

に納めること） 

カ 透視図の作成（エスキス等に伴う簡易な透視図の作成は除く。） 

以下の透視図を作成し、それぞれ額に入れて提出する。 
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（ア） 鳥瞰パース（２面）Ａ２版 

（イ） 外観パース（２面）Ａ２版 

（ウ） 内観パース（３面）Ａ３版 

キ 工事費内訳明細書、数量調書の作成や工事費算定等に係る業務（標準業務に

含まれるものを除く。） 

ク 代価表、見積り比較表の作成 

ケ 積算数量調書チェックリストの作成に係る業務 

コ 納品後の単価入替等に係る業務 

サ 発注に関する見積要綱書等の作成 

シ 新庁舎新築工事の工程の検討及び工程表の作成（ただし、標準業務に含まれ

るものは除く。） 

ス 会計検査立会、検査向け準備及び資料作成に係る業務 

 

６ 業務の実施 

（１）一般事項 

① 一般事項 

業務は、提示する設計与条件及び適用基準に基づき行う。積算業務は、監督職

員の承諾を受けた実施設計図書及び適用図書に基づき行うこと。 

② 適用基準等 

適用基準等は、次によるものとする。（最新版）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 

（ア） 営繕事業のプロジェクトマネジメント要領 

（イ） 官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 

（ウ） 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 

（エ） 新営予算単価 

（オ） 新営一般庁舎面積算定基準 

（カ） 緊急度判定基準 

（キ） 官庁施設の基本的性能基準 

（ク） 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

（ケ） 官庁施設の環境保全基準 

（コ） 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

（サ） 官庁施設の防犯に関する基準 

（シ） 建築工事設計図書作成基準、同資料 

（ス） 建築設備工事設計図書作成基準 

（ソ） 建築設計業務等電子納品要領 

（タ） 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 

（チ） 各所修繕費要求単価 

（ツ） 庁舎維持管理費要求単価 

（テ） 建築保全業務共通仕様書 

（ト） 建築保全業務積算基準、同要領 

（ナ） 業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針 

（ニ） 建築ＣＡＤ図面作成要領（案） 

（ヌ） 標準案内用図記号ガイドライン（公財）交通エコロジーモビリティ財団 

（ネ） 大分県福祉のまちづくり条例 
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イ 建築 

（ア） 建築設計基準、同資料 

（イ） 建築構造設計基準、同資料 

（ウ） 構内舗装・排水設計基準、同資料 

（エ） 建築工事標準詳細図 

（オ） 木造計画・設計基準、同資料 

（カ） 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（キ） 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）  

（ク） 公共建築木造工事標準仕様書 

（ケ） 建築物解体工事共通仕様書 

（コ） 敷地調査共通仕様書 

ウ 設備 

（ア） 建築設備計画基準 

（イ） 建築設備設計基準 

（ウ） 雨水利用・排水再利用設備計画基準 

（エ） 官庁施設におけるクールビズ／ウォームビズ空調システム導入ガイドラ

イン 

（オ） 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事） 

（カ） 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事編） 

（キ） 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 

（ク） 建築設備設計計算書作成の手引 

（ケ） 建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築センター） 

エ 工事費積算 

（ア） 公共建築工事積算基準 

（イ） 公共建築工事標準単価積算基準 

（ウ） 公共建築数量積算基準 

（エ） 公共建築設備数量積算基準 

（オ） 公共建築工事共通費積算基準 

（カ） 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

（キ） 公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 

（ク） 公共建築工事積算基準等関連資料 

 

（２）提出書類 

① 着手時 

ア 建築士法第 22 条の 3の 3の規定に基づく書面 

イ 建築士法第 24 条の 7の規定に基づく重要事項説明書 

ウ 管理技術者及び照査技術者届（設計業務用） 

エ 業務計画書 

オ その他業務上必要となるもの 

② 業務中 

ア 業務打合せ簿 

イ その他業務上必要となるもの 

 

③ 完了時 

ア 業務完成通知書 
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イ 業務引渡書 

ウ 委託料支払請求書 

エ その他業務上必要となるもの 

 

（３）業務計画書 

① 業務計画書は、次の内容を記載する。 

ア 業務工程表 

イ 作業項目別業務工程表 

ウ 打合せ計画表 

エ 業務実施体制 

 

（４）管理技術者等の資格要件 

① 管理技術者の資格要件 

建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

② 主任担当技術者の資格要件 

担当分野の業務を担当する主任担当技術者の資格要件は、次による。 

ア 管理技術者 

建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

イ 建築担当主任技術者 

建築士法第２条第２項に規定する一級建築士 

ウ 構造分野主任担当技術者 

建築士法第 10条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士 

エ 電気設備分野主任担当技術者 

建築士法第 10条の２の２第４項に規定する設備設計一級建築士又は建築設

備士 

オ 機械設備分野主任担当技術者 

建築士法第 10条の２の２第４項に規定する設備設計一級建築士又は建築設

備士 

カ コスト担当主任技術者 

建築コスト管理士、建築積算士又は、一級建築士のいずれかの資格を有す

る。 

③ 履行体制 

受注者は、プロポーザル方式による手続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、発注者の了解を

得たうえで、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。 

 

（５）打合せ及び記録 

① 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し監督職員に提出すること。 

ア 業務着手時 

イ 定例打合せ（２週間に１回程度とし、協議により決定する。）  

ウ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

７ 設計業務の成果物 
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（１）実施設計（基本） 

成果物等 提出部数 

庁舎新築工事に関する図書 

告示別添一第 1 項第一号ロ（１）に掲げる成果図書 
Ａ４ファイル綴じ：１部Ａ

３冊子綴じ：２部 

※工事費概算書のみは、別冊 

（Ａ４ファイル）とし、３部提出

すること。 

関係法令チェックリスト Ａ４ファイル綴じ：３部 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ記録 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

インフラの供給状況表、打合せ記録 Ａ４ファイル綴じ：３部 

企画書（官庁施設の企画書の標準的書式による） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

市民ワークショップに関する図書 

（当日資料、報告書） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

施設避難確保・浸水防止計画 Ａ４ファイル綴じ：３部 

自立・予備インフラに関する図書 

（協議録、提案書） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

汚水貯留槽、雨水等貯留槽に関する提案書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

再生可能エネルギーに関する提案書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

ＺＥＢ化に関する提案書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

ＬＣＣ、ＬＣＣО２に関する図書 

（概要書、計算書、比較表） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

各種助成に関する図書 

（協議録、提案書） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

オフィス環境整備に関する図書 

（アンケート集約表、現況調査報告書、協議会議事

録、新庁舎必要面積提案書、ゾーニング計画（平面・断

面）書庫・倉庫等利用計画提案書、基本レイアウト

図、レイアウト基準書、サイン基本計画、什器備品概

算書） 

Ａ４ファイル綴じ：３部 
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透視図 

鳥瞰パース（２面） 

外観パース（２面）  

内観パース（３面） 

電子データのみ 

ＨＰ掲載用資料（実施設計（基本）概要版） 電子データのみ 

市民説明会用資料（実施設計（基本）ダイジェスト版

１）Ａ３ 電子データのみ 

市民説明会案内ポスター Ａ４ 電子データのみ 

議会説明用資料（実施設計（基本）ダイジェスト版２）

Ａ３ 電子データのみ 

敷地調査業務に関する図書 

（調査方針書、調査報告書） Ａ４ファイル綴じ：３部 

基礎構造に関する図書 

（地盤概要書、提案書） Ａ４ファイル綴じ：３部 

概略工事工程表 Ａ４ファイル綴じ：３部 

協議簿、各種会議録 Ａ４ファイル綴じ：１部 

その他監督職員が必要と認めるもの 適宜 

（注）告示別添一第 1 項第一号ロ（１）に掲げる成果図書「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。 

：告示別添一第 1 項第一号ロ（１）に掲げる成果図書「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。 

：設計図は適宜、追加してもよい。 

：各種資料は、監督職員と協議し、関係資料の合冊に努めること。 

：電子データは、監督職員の求めに応じて随時提出すること。 

：図面の電子データは、ＪＷＷ又はＤＸＦ形式とすること。 

：成果物の著作権及び所有権は、原則発注者に帰属するものとし、ホ

ームページ等にて使用することができるものとする。 

：成果物は、監督職員の承諾後に、製本すること。 
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（２）実施設計（詳細） 

成果物等 提出部数 

庁舎新築工事に関する図書 

告示別添一第 1 項第二号ロ（１）に掲げる成果図書 

Ａ４ファイル綴じ：１

部Ａ３冊子綴じ：２部 

※工事費概算書のみは、別冊 

（Ａ４ファイル）とし、３部

提出すること。 

関係法令チェックリスト Ａ４ファイル綴じ：３部 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ記録 Ａ４ファイル綴じ：３部 

建築確認申請図書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

騒音・振動規制法に基づく協議録 Ａ４ファイル綴じ：３部 

免震構造の大臣認定に係る性能評価申請書、 

認定申請書 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

ＬＣＣ、ＬＣＣО２に関する図書 

（概要書、計算書） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

長期修繕計画 Ａ４ファイル綴じ：３部 

光熱、使用水量算定書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

各種助成に係る申請図書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

建設リサイクル計画書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

市民ワークショップに関する図書 

（当日資料、報告書） 
Ａ４ファイル綴じ：３部 

各種性能シミュレーション報告書 Ａ４ファイル綴じ：３部 

オフィス環境整備に関する図書 

（実施レイアウト図、サイン実施計画、什器備品整備計

画、什器備品概算書） 

Ａ４ファイル綴じ：３部 

模型 １体 

透視図 

鳥瞰パース（２面）  

外観パース（２面）  

内観パース（３面） 

Ａ２：１部（額入り） 

Ａ２：１部（額入り） 

Ａ３：１部（額入り） 

積算資料 

（工事費内訳明細書、数量調書、代価表、見積比較表、

見積書、見積徴収業者リスト、査定率検討書、刊行物

単価比較表、数量拾い図、年度別概算工事費内訳書、

積算数量調書チェックリスト） 

Ａ４ファイル綴じ：３部 
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什器備品に関する図書 

（発注仕様書、提案書） Ａ４ファイル綴じ：３部 

記念碑、記念樹等の移設に関する図書 

（改修図面、工事費内訳明細書、数量調書、代価表、見積

比較表、見積書、見積徴収業者リスト、査定率検討書、刊

行物単価比較表） 

 

 

Ａ４ファイル綴じ：３部 

概略工事工程表 Ａ４ファイル綴じ：３部 

協議簿、各種会議録 Ａ４ファイル綴じ：１部 

その他監督職員が必要と認めるもの 適宜 

（注）設計図は適宜、追加してもよい。 

：各種資料は、監督職員と協議し、関係資料の合冊に努めること。 

：電子データは、監督職員の求めに応じて随時提出すること。 

：積算は、一般財団法人 建築コスト管理システム研究所「営繕積算システムＲＩ

ＢＣ２」により行うこと。 

：図面の電子データは、ＪＷＷ又はＤＸＦ形式とすること。 

：成果物の著作権及び所有権は、原則発注者に帰属するものとし、ホーム

ページ等にて使用することができるものとする。 

：成果物は、監督職員の承諾後に、製本すること。 

 

８ 業務計画書の提出 

（１）受託者は、契約締結の日から７日以内に「業務計画書」を発注者に提出するととも

に承諾を得ること。 

 

（２）「業務計画書」には、次の事項を記載すること。 

① 検討する業務内容 

② 業務を実施する上での方針 

③ 業務の詳細な工程 

④ 業務実施における組織体制 

⑤ 担当者一覧表及び経歴書、業務分担表 

⑥ 協力者がある場合は、協力者の概要及び担当者一覧表及び経歴書、業務分担表 

⑦ 発注者との打合せ計画表 

⑧ 業務フローチャート 

⑨ 連絡体制 

⑩ その他発注者が必要とする事項 

なお、上記記載事項に追加又は変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提

出し、承諾を得ること。 
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９ 打合せ及び議事録 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と発注者は定期的に打合せを行い、業務

方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、受託者がその都度記

録し、発注者の確認を得ること。 

 

10 引渡前における成果品の使用等 

委託期間途中においても、発注者は受託者に通知することで、成果品の全部又は一部

を使用することができるものとする。 

 

11 検査 

業務が完了した時は、発注者に完成届の提出をもって通知するとともに、成果品を提

出し検査を受けること。 

 

12 使用言語等 

本業務に使用する言語は、日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法（平

成４年法律第 51号）に定めるものとする。 

 

13 その他 

（１）本仕様書に定めのない事項及び仕様書に疑義が生じた場合は、別途協議するものと

する。 

（２）受託者は、業務の実施に当たり、本仕様書に基づくとともに、関係法令等を遵守す

ること。 

（３）受託者は、業務の実施に当たり、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理

解した上で、適切な人員配置のもとで進めること。 

（４）受託者は、自らの組織から総括責任者を選任し、発注者に通知すること。 

（５）受託者は、本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ発注者に承諾を得ること。 

（６）受託者は、業務中に知り得た内容等について、第三者にその情報を漏らしてはなら

ない。 

（７）委託料の支払いは、受託者からの完了報告を受け、発注者が検収したあと、年度の

予算の範囲内で完了分の委託料を支払うこととする。 

 

 

 

 


