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，一般事

。1) 適用範

本業務計 書 ○○○○業務。※以 本業務 称す ) 適用し す

。「) 目的

本業務 目的や意 い 簡潔 載し さい

。」) 実施方針

本業務を実施す あた 方針や 組 姿勢等を 載し さい



，業務概要

。1) 業務名称 ○○○○業務

。「) 業務場所 白山市○○ 地内

。」) 発注者 白山市長 ○○ ○○

。4) 主管課 白山市○○部○○課

。5) 監修 白山市建設部営 課

。6) 注者 ○○建築設計事務所

。7) 業務委 料 ￥○○○○○○。税込)

。8) 履行期間 ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日

。9) 敷地面積 ○○○㎡

。10) 構造 規模 ○○造 地 ○階 地 ○階

建築面積○○○㎡ 延べ面積○○○㎡

。11) 主要用途 ○○○○

。1「) 用途地域及び ○○○○

地区指定

。1」) 耐震安全性 構造体 ○類

分類 建築非構造部材 ○類

建築設備 ○類

。14) 別途発注委 ○○○○業務



，業務工程

。1) 実施業務工程

本業務 おけ 全般的 業務 流 や業務作業手 等 明確 把握 よう

実施業務工程表や業務フロ チャ ト等を作成し 具体的 明示し さい

。「) 工程管理計

実施業務工程表や業務フロ チャ ト 基 いた工程管理計 い 載し

さい

。」) 履行報告

本業務 履行報告 い 時期や方法等を 載し さい



業務実施工程表 作成日：　　年　　月　　日

（業務名称） ○○○○業務
（受 注 者） ○○建築設計事務所
（履行期間） ○○年○○月○○日　～　○○年○○月○○日

年月 年

日

契約,準備(10日間)

打合せ(月1回以上)

設計条件等の確認(15日間)

調査,条件等の整理(40日間) ☆(問題点等) 調査(随時) 調査(随時)

再調査,条件等の整理(15日間) ◎☆(基本整理事項)

平面,立面図作成(15日間) ☆

検討図,概要工事費等作成(35日間) ◎☆

基本図(配置,平面,立面図,仕上表) ▼(10日間)

設計計算書,設計図等作成(70日間) ◎☆ 修正(15日間) ☆

事前確認 ▼(20日間) ▼(7日間)

事前準備 積算(60日間) ☆ 修正(20日間) ☆

▼(20日間) ▼(10日間)

成果品の整理(15日間) ◎☆

▼(7日間)

完成検査,引渡し

官公庁(土木,建設,上下水道部局,消防等) 計画通知等事前協議

電力会社,通信会社

施設管理者

予定

実績

【凡例】 ◎：自主検査 ☆：調査職員への報告、説明及び提出 ▼：調査職員の確認及び修正指示

○月 ○ 月 ○ 月月 ○ 月 ○ ○ 月

10 20 10 20 10

月 ○ 月 ○月 ○ 月 ○月

2020 10

○

準備,打合せ等

20 10 20 1020 10 20 10 20 1020 10 20 10 20 10
業務区分

R○

詳細設計

現地調査

概要設計

業務のまとめ

積算

進捗率（％）

関係機関との調整

(随時)

50.0% 55.0% 60.0% 95.0% 97.0% 100.0%0.5% 2.0% 5.0% 10.0% 25.0% 35.0%

管理技術者
作　成　者

○ 月



記入要領
1, 予定は黒線、実績は赤線で示すこと。
2, 諸官公庁との協議を行なう時期を記入すること。
3, 段階検査及び自主検査を行なう時期を記入すること。



業務フローチャート

※予算額超過の場合、概要設計に戻る

※予算額超過の場合、詳細設計に戻る

電気設計図作成

電気概要設計
(検討図、システム概要

資料等の作成)

業務開始

準備計画

現地調査

検討の整理

基本整理事項について基本整理事項について基本整理事項について基本整理事項について
報告及び説明報告及び説明報告及び説明報告及び説明

概要設計について概要設計について概要設計について概要設計について
報告及び説明報告及び説明報告及び説明報告及び説明

現地調査

現地調査

業務終了

概算工事費算出概算工事費算出概算工事費算出概算工事費算出

工事費算定工事費算定工事費算定工事費算定

業務内容及び設計条件の確認、
貸与資料の確認

積算

最終成果内容について最終成果内容について最終成果内容について最終成果内容について
報告及び説明報告及び説明報告及び説明報告及び説明

建築設計図作成

機械設計図作成

機械概要設計
(検討図、システム概要

資料等の作成)

自主検査

検討結果の報告及び
改善案の提示

自主検査(基本整理事項)

建築概要設計
(検討図、仕上概要資料等の作成)

自主検査

設計図等について設計図等について設計図等について設計図等について
報告及び説明報告及び説明報告及び説明報告及び説明



４，業務組織計画

(1) 業務組織体制表(別紙添付)



業務組 体制表。連絡体制表)

000-000-0000 000-000-0000

[FAX] [FAX]

000-000-0000 000-000-0000

000-000-0000

[FAX]

000-000-0000

品質管理責任者

[所属会社]

○○建築設計事務所

[氏名]

○○ ○○

[TEL]

000-000-0000

[FAX]

000-000-0000

[FAX]

000-000-0000

電気担当 機械担当

[所属会社] [所属会社]

○○建築設計事務所 ○○建築設計事務所

[氏名] [氏名]

○○ ○○

000-000-0000 000-000-0000

○○ ○○

[TEL] [TEL]

000-000-0000

[FAX]

000-000-0000

構造担当

[所属会社]

○○建築設計事務所

[氏名]

○○ ○○

[TEL]

000-000-0000

[FAX]

意匠担当

[所属会社]

[氏名]

○○ ○○

[TEL]

○○建築設計事務所

000-000-0000

[氏名]

。技術設備)○○ ○○

。技術建築)○○ ○○

。事務)○○ ○○

[TEL]

000-000-0000

[FAX]

管理技術者

[所属会社]

○○建築設計事務所

[氏名]

○○ ○○

[TEL]

000-000-0000

[FAX]

000-000-0000

[氏名]

○○ ○○

○○ ○○

白山市

[主管課]

○○部○○課

[氏名]

。統括)○○ ○○

施設管理者

[監修] [施設名]

建設部営 課 ○○○○○○

[TEL] [TEL]



入要領入要領入要領入要領
1,1,1,1, 再委 をしている場合 再委 先 会社名を 入すること再委 をしている場合 再委 先 会社名を 入すること再委 をしている場合 再委 先 会社名を 入すること再委 をしている場合 再委 先 会社名を 入すること
2,2,2,2, 各担当者が複数 場合 欄を増やして 入すること各担当者が複数 場合 欄を増やして 入すること各担当者が複数 場合 欄を増やして 入すること各担当者が複数 場合 欄を増やして 入すること



５，打合せ計画

。1) 打合せの実施

打合せ協議の開催時期や内容等を打合せ計画書等を作成し 具体的に記載して

下さい

。2) 打合せ記録

記録方法や提出時期等について記載して下さい



打合せ計画書

内 容 提出資料

業務着手前 契約直後 ・業務内容 設計条件の確認 ・貸与品借用書

・指示事項の把握

・資料等の借用

現地調査 ○月○旬 ・施設管理者への聞き取

・問題点の抽出及び報告

現地調査実施後 ○月○旬 ・施設管理者への聞き取 内容の整理

・問題点の整理

概要設計着手前 ○月○旬 ・設計与条件等に対す 実施方法の提案

・問題点に対す 対策の提案

・設計方針の提案

概要設計中 月１回程度 ・進捗状況の報告

概要設計完了時 ○月○旬 ・概算工事費の提示 ・概算設計内訳書

・上記の各種根拠資料

詳細設計着手前 ○月○旬 ・詳細条件の確認

詳細設計中 月１回程度 ・進捗状況の報告 ・設計図(各段階で提示)

詳細設計完了時 ○月○旬 ・設計図の提出 ・設計図

・設計根拠資料の提出 ・各種計算書等

・借用資料の返却 ・貸与品返納書

積算業務着手前 ○月○旬 ・数量計算方法の確認

・単価算定方法の確認

積算業務時 月１回以上 ・進捗状況の報告

積算業務完了時 ○月○旬 ・工事費の提示 ・設計内訳書

・設計成果品の提出方法等の確認 ・各種根拠資料

業務完了時 ○月○旬 ・設計成果品の納品 ・設計成果品一式

時 期



，品質計画

。1) 品質管理

本業務 け 品質 関す 全般的 管理事項を 載し さい

。2) 使用す 主 図書及び基準

・実施設計業務委 様書

・市 定 設計基準。○○年版)及び工事特 様書。○○年版)

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事監理指針。○○年版)

※実施設計業務委 様書及び市 定 工事特 様書内 あ 図書

及び基準類 載 省略し い す

・ ほ 本業務 必要 を 載し さい

。3) 事前検討

作業方針 検討や問題点 整理等 準備作業 い 載し さい

。4) 現地調査 実施

現地調査 い 一般事項や特 詳細 調査す 必要 あ 事項等を 載

し さい

。5) 要求事項変更 対す 対応

要求事項 変更 あ た際 対応 い 載し さい

。6) 積算業務 チェック

積算業務 け チェック体制や方法等 い 載し さい

。7) 段階検査 自主検査

業務 主要 区切 や成果品 納入前 注者 行 う検査 い 時期や

方法等を具体的 載し さい



，成果品

。1) 内容及び部数

設計図書等 定 た 等を 載し さい



，使用す 主 機器類

。1) 測量機器

○○○

○○○

○○○

。2) Ａ ソフト

。意匠)○○○。ver.00)

。構造)○○○。ver.00)

。設備)○○○。ver.00)

。3) 設計計算ソフト

。意匠)○○○。ver.00)

。構造)○○○。ver.00)

。設備)○○○。ver.00)

。4) 積算ソフト

。意匠)○○○。ver.00)

。構造)○○○。ver.00)

。設備)○○○。ver.00)



，そ

。1) 法令遵

法令遵 対す 組 等 い 載し さい

。2) コスト管理

コスト管理 対す 組 等 い 載し さい

。3) 情報漏洩 防止

情報漏洩 防止 対す 組 等 い 載し さい

。4) 全管理

全管理 対す 組 等 い 載し さい


