
 

 

 

 

 

 

設計及び解析業務委託共通仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月 

 

新 潟 市 



 

 

１．適用 

「設計及び解析業務委託共通仕様書」は、新潟県土木部測量・設計・調査業務委託標準仕様

書（平成２９年１２月）「設計及び解析業務委託標準仕様書」を準用する。 

なお、これによりがたい場合は別途考慮する。 

 

２．改訂履歴 

平成 20年３月 31 日まで「新潟県土木部測量・設計・調査業務委託標準仕様書」を準用 

平成 20 年４月１日制定 

平成 22 年４月１日一部改正 

平成 24 年４月１日一部改正 

平成 28 年４月１日一部改正 

平成 28 年 10 月 30 日一部改正 

平成 30 年４月１日全部改定「新潟県土木部測量・設計・調査業務委託標準仕様書」を準用 

 

 

 

 

 

 

 



３．読み替え表

設計及び解析業務委託共通仕様書において、語句を下記のように読み替えるものとする。

掲載箇所 読み替え前 読み替え後

仕様書内共通 設計業務等標準仕様書 設計及び解析業務委託共通仕様書

仕様書内共通 新潟県土木部 新潟市
仕様書内共通 新潟県 新潟市
仕様書内共通 委託者 発注者
仕様書内共通 受託者 受注者
仕様書内共通 標準仕様書 共通仕様書
仕様書内共通 検査員 検査職員
仕様書内共通 請負者 受注者

第1102条1
「委託者」とは、知事又は地域機関の長をい
う。

「発注者」とは、新潟市財務規則（新潟市規則
第12号）第２条第11号で規定する予算執行職員
（市長及び予算の執行に関する市長の権限を専
決する権限を与えられた者）をいう。

第1102条4 委託契約条項第１３条第１項 委託契約条項第３１条第２項
第1102条5 委託契約条項第６条第１項 委託契約条項第１０条第１項
第1102条6 委託契約条項第７条第１項 委託契約条項第１１条第１項

第1102条10
「設計業務の委託に関する事務について」（平
成９年４月１日付け監第7321号）、別冊委託契
約書

設計業務等委託契約書

第1102条11 数量総括表 設計書
第1102条15 「数量総括表」とは、 「設計書」とは数量総括表をいい、
第1104条 契約締結後15日 契約締結後5日

第1106条 ３．監督員が
３．契約書の規定に基づく監督員の権限は、契
約書第９条第２項に規定した事項である。
４．監督員が

第1111条4 数量総括表 設計書

第1116条4

受託者は、第三者の土地への立入りに当たって
は、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提
出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに
際しては、これを常に携帯しなければならな
い。
なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日以内
（休日等を除く）に身分証明書を受託者に返却
しなければならない。

受注者は、第三者の土地への立入りの際には、
関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係
人の請求があったときは、これを提示しなけれ
ばならない。

第1119条1 委託契約条項第１３条第１項 委託契約条項第３１条第２項

第1121条1
委託契約条項第９条第２項に規定する「不測の
事態の発生」とは、

委託契約条項第１８条第１項第５号に規定する
「予期することのできない特別な状態」とは、
委託契約条項第２９条第１項に規定する

第1123条3 委託契約条項第１０条 委託契約条項第２２条第１項
第1124条1 委託契約条項第９条 委託契約条項第２０条
第1125条1 委託契約条項第１１条 委託契約条項第２７条、第２８条
第1126条1 委託契約条項第１１条 委託契約条項第２７条、第２８条
第1126条1 委託契約条項第１６条 委託契約条項第３９条
第1129条1 委託契約条項第４条（特許権等の使用） 委託契約条項第８条（特許権等の使用）
第1130条1 委託契約条項第１９条 委託契約条項第１条第５項
第1130条3 第112条 第1112条
第6102条2 第1111条業務計画書 第1112条業務計画書
下水道編共通 地盤工 地盤高
第7127条 土質調査書、測量成果書、 測量、土質調査資料、既設管資料、
第7132条(5) 縦１／００ 縦１／１００
第7133条 管種 管きょ
第7134条 補助工法等材料別に 補助工法、事前事後処理等材料別に
第7141条 陽画 白焼き
第7141条 ５部 ３部
第7142条 ＊２ 発注者の下水道設計基準

第7142条 ＊２
管きょ更生工法における設計・施工管理ガイド
ライン（案）（日本下水道協会）



掲載箇所 読み替え前 読み替え後
第7142条 水門鉄管協会 電力土木技術協会

第7210条(2)

管理技術者は、総合技術監理部門技術士（下水
道）水道部門技術士（下水道）または下水道法
に規定された資格を有するものとし、業務の全
般にわたり技術的監理を行わなければならな
い。

管理技術者は、総合技術監理部門技術士（下水
道）水道部門技術士（下水道）または下水道法
に規定された資格を有するものとし、業務の全
般にわたり技術的管理を行わなければならな
い。なお、主要な設計協議ならびに現地調査に
出席しなければならない。

第7225条
(1)(イ)

③　処理区域 ③　処理区域・排水区域

第7225条
(1)(ニ)

③　建築計画等の検討 ③　施設計画等の検討

第7225条
(1)(ホ)

（ホ）施設計画 （ホ）施設設計

第7225条
(1)(ホ)

①　容量計画 ①　容量計算

第7225条
(2)(ロ)④ニ

自家発電機 自家発電機室

第7225条
(3)(ホ)⑧

主要機器構重量表 主要機器重量表

第7226条
(1)(ハ)

部材応力判定 部材応力算定

第7226条
(1)(ハ)

確認又は計画 確認又は検討

第7226条
(3)(ニ)⑤

配管系統説明図 配管系統図

第7232条 陽画焼 白焼き

第7233条

（１）実施設計（基本設計）検討書 Ａ４判製
本　５部と原稿
（２）実施設計（基本設計）図原図 Ａ１又は
Ａ２判　一式
原図用紙は厚紙トレーシングペーパー又はテレ
ファックス、フジゼロ相当品とする。
（３）実施設計（基本設計）図 Ａ１判折たた
み製本　３部
（４）実施設計（基本設計）図 Ａ３判折たた
み製本　５部と原稿
（５）鳥瞰図　Ａ２判着色仕上額縁入　１部
（６）鳥瞰図写真 四ツ切カラープリント ５
部

（１）実施設計（基本設計）検討書 Ａ４判製
本　３部
（２）実施設計（基本設計）図 Ａ３判折たた
み製本　３部
（３）鳥瞰図　Ａ２判着色仕上額縁入　１部
（４）鳥瞰図写真 四ツ切カラープリント ３
部
（５）電子成果品　一式

第7234条(1)

（イ）実施設計（詳細設計）原図 Ａ１判 原
図用紙は第7233条（２）に同じ
（ロ）実施設計（詳細設計）図 Ａ１判折たた
み製本　３部
（ハ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　５部と原稿
（ニ）計算書 Ａ４又はＡ３判製本 ５部と原
稿
（ホ）工事特記仕様書（土木） Ａ４判製本
５部と原稿
工事特記仕様書（建築）　Ａ１判　〃
（ヘ）工事設計書（金抜設計書） Ａ４判 原
稿
（ト）主要建築物透視図 Ａ２判着色仕上額縁
入　１部
（チ）主要建築物透視図 四ツ切カラープリン
ト　５部
写真　原版　１部

（イ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　３部
（ロ）計算書（数量計算書を除く） Ａ４又は
Ａ３判製本　３部
（ハ）工事特記仕様書（土木） Ａ４判製本
３部

工事特記仕様書（建築） Ａ３判折りた
たみ製本　３部
（ニ）工事設計書　Ａ４判　原稿



掲載箇所 読み替え前 読み替え後

第7234条(2)

（イ）実施設計（詳細設計）原図 Ａ１判 一
式（土木建築に準ずる）
（ロ）実施設計（詳細設計）図 Ａ１判折たた
み製本　３部
（ハ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　５部と原稿
（ニ）計算書 Ａ４又はＡ３判製本 ５部と原
稿
（ホ）特記仕様書　Ａ４判製本　５部と原稿
（ヘ）工事設計書（金抜設計書） Ａ４判 原
稿

（イ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　３部
（ロ）計算書（数量計算書を除く） Ａ４又は
Ａ３判製本　３部
（ハ）特記仕様書　Ａ４判製本　３部
（ニ）工事設計書　Ａ４判　原稿

第7234条(3)

（イ）実施設計（詳細設計）図原図 Ａ１判又
はＡ２判　一式（土木建築に準ずる）
（ロ）実施設計（詳細設計）図 Ａ１判折たた
み製本　３部
（ハ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　５部と原稿
（ニ）計算書 Ａ４又はＡ３判製本 ５部と原
稿
（ホ）特記仕様書　Ａ４判製本　５部と原稿
（ヘ）工事設計書（金抜設計書） Ａ４判 原
稿

（イ）実施設計（詳細設計）図 Ａ３判折たた
み製本　３部
（ロ）計算書（数量計算書を除く） Ａ４又は
Ａ３判製本　３部
（ハ）特記仕様書　Ａ４判製本　３部
（ニ）工事設計書　Ａ４判　原稿

第7235条 議事録　Ａ４判　５部
議事録　Ａ４判　３部
電子成果品 一式

第7236条(21) ＳＩ単位版鋼構造設計規準（日本建築学会）
鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（日本建
築学会）

第7236条(28)
国土交通大臣官房官庁営繕部建築課監修 建築
工事標準詳細図（公共建築協会）

国土交通大臣官房官庁営繕部整備課 建築工事
標準詳細図

第7236条(41) 建築保全センター 公共建築協会
第7236条(42) 建築保全センター 公共建築協会
第7236条(43) 建築保全センター 公共建築協会

第7236条 ＊２
(44)ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説
編・マニュアル編）（ダム・堰施設技術協会）

第7236条 ＊２
(45)ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説
編・設備計画マニュアル編）（ダム・堰施設技
術協会）

第7236条 ＊２
(46)水門・樋門ゲート設計要領（案）（ダム・
堰施設技術協会）

＊１　設計及び解析業務委託共通仕様書では適用しない。（本仕様書は該当なし）
＊２　設計及び解析業務委託共通仕様書では追加する。


