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【添付資料 13】 アドバイザリー業務仕様書 



アドバイザリー業務委託仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

 １．業務名称 ＰＦＩ方式による「ａｗａもくよんプロジェクト（徳島県新浜町団地県営住宅の建 

        替等事業）」に係るアドバイザリー業務 

 

  ２．対象施設の概要 

本業務の対象となる施設の概要は、以下のとおりとする。 

 

（１）対象施設名称  新浜町団地県営住宅 

（２）敷地の場所    徳島市新浜町１丁目 

    （３）施設の用途   共同住宅（平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添二第六号１類） 

  （４）建設予定額   約８９０，０００千円 

（５）延べ面積    約１，６９０㎡ 

 

３．対象工事の概要 

本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の概要は、以下のとおりとする。 

対象工事の名称 （仮称）ＰＦＩ方式による「ａｗａもくよんプロジェクト（徳島県新浜町団 

               地県営住宅の建替等事業）」に係る建設 

        工期  令和４年３月～令和５年２月（予定） 

 

Ⅱ 業務仕様 

  業務委託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 20 年３

月 31 日国営整第 176 号（最終改定 令和３年３月 25 日国営整第 210 号））による。    
 

１．管理技術者等の資格要件 

     管理技術者及び主任技術者は「ａｗａもくよんプロジェクト」基本・実施設計業務に携わった

者（総括、構造、建築、電気、機械）とし、「ａｗａもくよんプロジェクト設計競技実施要領

書」に定めることとする。ただし、特段の理由があり、かつＰＦＩ事業者の承諾を得た場合は

この限りではない。 

 

２．業務の内容及び範囲 

本業務の管理技術者及び主任担当技術者（以下「管理技術者等」という。）は、工事施工段

階において、対象工事に係る基本・実施設計図書の設計意図を正確に伝えるため、対象工事の

図面及び仕様書等（以下「設計図書」という。）に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備

機器等の選定に関する検討、報告等を次の業務範囲について行う。 

①業務方針書及び工程計画の作成 

工事工程に合わせ、アドバイザリー業務内容及び時期等を記載する。 

②工事監理業務受注者等との打合せ 

設計意図を正確に工事監理業務受注者等に伝える必要があると判断した場合、現場訪問

し、工事監理業務受注者、ＰＦＩ事業者及び県監督員（以下「監督員」という。）と打ち

合わせ、必要に応じて設計図面等を作成し、監督員に報告する。 

    ③設計図書に対する質疑の調整と回答書及び報告書の作成 

       ④施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン図等の作成 

    ⑤設計意図の伝達に係る施工図の確認・修正等 

     ｱ 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記し 

      ているため、納まり等の設計内容を確認する必要がある次に示す施工図等 

               ・建具施工図  



               ・置床廻り施工図  
     ｲ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達       

を確認することができないような設計内容に関する次に示す施工図等  
               ・コンクリート躯体図のスリーブに関わる部分  
               ・型枠割付図  
               ・屋根詳細図  
               ・金属工事詳細図       
     ｳ その他、管理技術者等が必要と判断した次に示す施工図等  
        ・総合図 

        ・防火区画および防火被覆の設備配管  
・コンセント等の貫通部の処理  

 
    ⑥色彩計画案を指示し徳島県の承認を受けること。 

    ⑦その他  
・構造用集成材の材料性能・規格等の確認  
・設備関連機器に関するもの（照明、スイッチ・コンセントプレート、吹き出し口等の配

置に関するもの）の承認 

・サイン計画（設置場所、色彩、形等）の承認 

・品番指定されていない材料の承認 

・材料の製造者等による形状等の相違について、建築意図を反映できるよう検討し、現 

場（工事業者及び工事監理業務受注者）にて行い、監督員に報告する業務（検討部位 

は、仕上げを含む内外装とする。） 

・上記以外に必要と認められるもの 

 

３．追加業務の内容及び範囲 
①設計性能評価の変更に関する確認  
②建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物

省エネ法」という。）第 13 条第３項に規定する変更に関する調整 

設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記して

いるため、工事の受注者等が資機材等を決定した後に、建築物省エネ法第 13 条第 3 項に

規定する変更の通知に係る手続きの発生の有無の検討（所管行政庁との協議を含む） 

 ③施工方法や工事材料の変更にともない、防耐火検証に変更が生じないかの確認・調整  
④その他の申請に係る調整等（関係機関の検査の立会は工事監理受託者がおこなう）  
⑤工事施工者が提案する代替案（VE 提案等）の検討および評価。  
⑥設計変更が生じた場合の、監督員との協議。  
 

４．追加業務による委託料の変更  
①前項①～⑥追加業務に伴い設計変更図書の作成・構造計算書の作成・防耐火検証の変更、

及び工事費の積算が必要となった場合、または追加設計が必要となった場合は、委託料の

変更を行う。  
②上記にともなう申請手続き業務が発生する場合は、委託料の変更を行う。ただし手数料の 

納付はＰＦＩ事業者がおこなう。  
③設計に瑕疵がある場合は、当初設計受注者が設計変更を行う。  
 
 

  ５．業務の実施 

     (１) 一般事項 

         (a) 本業務は、提示された設計図書及び適用基準に基づき実施する。 

        (b) 管理技術者等は、アドバイザリー業務の確認項目一覧表を作成する。 



        (c) 管理技術者等は、業務の履行経緯を明確に記した書類を整備するものとする。また、

ＰＦＩ事業者からの請求があったときは、ただちに提出するものとする。 

        (d) 管理技術者等は月間業務計画表及び月間業務報告書を作成し、監督員に提出する。 

 (e) その他 

          ①本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で調整事項が生じた場合は、対象工事 

の監督員と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。  
          ②本業務の履行にあたり、工事の受注者等や工事監理業務の受注者との設計内容に関す

る内容確認等を、ＰＦＩ事業者の承諾を得て直接行うことができる。 

          ③本業務の管理技術者等は、ＰＦＩ事業者の承諾を得て、本業務の履行に当たり必要な

施工図等及び施工途中の現地の確認を行うことができる。  
          ④ＰＦＩ事業者は、本業務の管理技術者の確認を必要とする施工図、工事材料、設備機

器について、承認が得られない場合、対象工事の施工にとりかかってはならない。  
         

(２）適用基準等 

        特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び公共住宅事業者連絡協議会が制定又

は監修した基準等及び日本建築学会による建築工事標準仕様書とする。 

      

（共通）  
 ・公共住宅建設工事共通仕様書         （令和元年版） 

       ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和３年版） 

       ・官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説  （平成８年版） 

ａ．建築 

       ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）    （平成 31 年版）  

        ・建築設計基準                （令和元年版） 

    ・建築構造設計基準及び参考資料         （平成 30 年版）      

        ・建築工事標準詳細図              （平成 28 年版） 

      ｂ．設備 

     ・建築設備計画基準                           （平成 30 年版）   

    ・建築設備設計基準                        （平成 30 年版）   

    ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）   （平成 31 年版）    

    ・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）    （平成 31 年版） 

    ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）    （平成 31 年版）        

    ・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）    （平成 31 年版）    
 

   （３）提出書類 

受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。なお、

登録に先立ち、登録内容について、県監督員の承諾を得る。また、業務完了検査時には、

登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録（県監督員の押印済み）」を

検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 

           
（４）業務計画書 

    業務計画書には、次の内容を記載する。 

    (a)実施工程表 

    (b)業務体制表 

管理技術者等の経歴等を添付する。 

 

（５) 打合せ及び記録              

        打合せは、次の時期に行う。 

   (a)業務着手時 



   (b)定例会議等（1 月あたり１～2 回程度） 

   (c)ＰＦＩ事業者又は管理技術者等が必要と認めた時 

   (d)設計変更事項の確認が必要な場合の現場訪問時 

    上記打合せの際には、指示・意図伝達記録を作成のうえ、その都度ＰＦＩ事業者に提出のこ

と。 

 

 (６) 図面等の情報の適正な管理 

(a)次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のう

え、図面等の情報を適切に管理する。 

なお、ＰＦＩ事業者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分

であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 

1) 図面等とは、次に該当する図面、特記仕様書等及び工事関係図書のうち、施工図等、工

事写真その他施設の内容について表示された図書とし、紙媒体によるもののほか、これ

らの電子データ等を含むものとする。 

ｱ 対象工事の設計図書 

ｲ 業務の成果物(未完成の成果物を含む。) 

ｳ その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与されたもの 

2)管理方法等 

ｱ ＰＦＩ事業者及び徳島県の承諾無く、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者

に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しな

い。 

ｲ 業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲につい 

て行う。 

ｳ 図面等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が 

必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データに

よる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措

置を講ずる。 

ｴ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 

ｵ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし貸与者

に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 

ｶ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持 

が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。 

 

(b)図面等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やか

に発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 

(c)上記 a．及び b．の規定は、契約終了後も対象とする。 

(d)上記 a．b．及び c．の規定は、協力者等に対しても対象とする。 

 

  (７）その他、業務の履行に係る条件等 

(a)履行期限 (ＰＦＩ事業者との契約による) 

(b)成果物の提出先 (ＰＦＩ事業者) 

(c)成果物の取扱いについて 

提出された説明図、デザイン詳細図等は徳島県に貸与又は提供することがある。また、当

該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する

ことがある。 

(d)設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識

したうえで、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせて検討、報

告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。 

     (f)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 



ｱ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否

すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上

必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを任しした場合も同様とす

る。 

ｲ ｱにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載

した書面により発注者に報告すること。 

ｳ ｱ及びｲの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあ

る。 

ｴ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる

等の被害が生じた場合は、PFI 事業者と協議を行うこと。 

 

 ６．成果物及び提出部数等 

本業務の成果物の体裁・提出部数等は次による。 

成果物等 部数 製本形態 摘  要 

〇工事着手時 

  委託業務着手届 

  業務計画書 

  ・委託業務担当者専任届 

  ・委託業務工程表 

〇各月末 

  打合せ簿及び各種記録簿 

  検討資料及び報告書 

〇完了時 

  委託業務完了報告書 

 

１部 

１部 

 

 

 

１部 

１部 

 

１部 

 

Ａ４版 

Ａ４版 

 

 

 

Ａ４版 

Ａ４版 

 

Ａ４版 

 

 

 

 

翌月の７日までに提出 

 

 

工事期間中 

 

 

 ７．その他 

   （１）対象工事の設計図書に定められたＰＦＩ事業者の事務所及びその備品のうち、ＰＦＩ事業

者が指定するものは、この業務に関して無償で使用することができる。これらの貸与は、

善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

 

   （２）この業務を行うに必要な業務資料は、貸与又は閲覧することができる。貸与されたもの  
は、業務完了時に速やかに返却するものとする。 

 

 


