
 - 1 - 

枚方市新医師会館建替計画ＣＭ（コンストラクション・マネジメント） 

業務委託仕様書 

 

 

1  業務概要  

（1）委託業務名称  枚方市新医師会館建替計画ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業

務委託 

（2）業務内容    本事業におけるコンストラクション・マネジメント業務 

（3）履行期間    契約締結日から平成 33 年 6 月末日まで  

（4）発注者     一般社団法人枚方市医師会 

会長 藤本 良知 

（5）業務委託費   金 28,000,000 円（税込）を上限とする。 

（6）計画事業の概要 

① 事業名称    枚方市新医師会館建替計画（以下「本事業」という。） 

② 建設場所    大阪府枚方市禁野本町 1 

③ 完了予定   平成 33 年 6 月 工事完了（予定） 

④ 計画概要    医師会館、救急診療所、歯科医師会事務所、薬剤師会事務所、 

         その他商業施設等の複合ビルとしての計画 

 

2 業務仕様 

  本特記仕様書に記載されていない事項は、日本コンストラクション・マネジメント協会の「Ｃ

Ｍ（コンストラクション・マネジメント）業務委託書（2009 年 6 月改訂版）」によるものを基

本とし、発注者と受託者の協議により決定する。 

コンストラクション・マネジメント業務として、品質管理、工程管理、コスト管理等に対する

発注者の事業管理支援（マネジメント）業務を行う。業務詳細は以下とする。 

 

（1）基本構想計画段階（平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月） 

①受託者は、次の事項を整理するとともに、新施設建設に向けての基本構想計画の作成支援

を行う。 

②施設の現状及び新施設建設の必要性 

  施設の役割と基本的な方向性を整理し、新施設における基本理念及び基本方針を検討する

こと。 

③新施設建設に向けた基本的な考え方 

基本計画策定時に具体化する際の基礎とするため、主な機能と想定される整備事例につい

て整理し、新施設の基本的機能を検討すること。 

④新施設の想定規模 

将来を考慮し新施設の想定規模の算出根拠を整理すること。 

⑤事業手法 

建設計画地における事業手法を評価・比較し、整理すること。 

事業手法ごとの事業費を算出すること。 

事業手法ごとの事業スケジュールを整理すること。 

⑥新施設建設パターン 

建設計画地における整備パターンを整理すること。 

整備パターンごとのイメージ図（配置計画、単線平面計画図）を作成すること。 
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⑦新施設建設準備委員会（以下「建設準備委員会」という。）の運営支援 

建設準備委員会の会議資料、進行案及び想定質疑応答等を作成すること。 

建設準備委員会会議の実施後における議事録の作成及び意見の整理を行うこと。 

⑧新施設建設検討審議会（以下「審議会」という。）の運営支援 

⑨その他 

委託者の指示により議会審議に必要な資料を作成すること。 

業務内容は概要を示したものであり、業務の実施に当たっては委託者と十分打合せを行う

こと。 

 

（2）設計施工者選定段階（平成 30 年 4 月～平成 30 年 5 月） 

①プロジェクト基本計画の整理 

新施設建設基本構想計画を踏まえ、発注者と必要な打合せをし、プロジェクト目的の整理、

予算・全体工程、その他の基本的制約条件を整理し文書化して、発注者に提示する。 

②プロジェクトの進行中も必要に応じて更新し、その都度発注者の確認を得る。 

③工事発注計画について、総合評価方式等の方針検討を行い、更新案を必要に応じ、発注者

に提示する。 

④設計施工者の選定方法について、発注者は設計施工一括発注総合評価方式を想定している

が、受託者が適切と考える方法あるいは発注者から特別な要望が示された場合は、その方

法についても検討の上、発注者に説明し、発注者の意思決定を支援する。 

上記の事項を反映し、マスタースケジュールを更新するとともに、プロジェクト基本計画

書を作成し、発注者に提示する。 

⑤設計施工者選定手続き支援 

決定された設計施工者の選定方法に基づき、設計施工者選定における評価基準、選定プロ

セスの案を作成し、発注者に提示する。 

⑥設計施工者選定スケジュール案（デイリー）を作成し、発注者に承認を得た上で、スケジ

ュール進捗管理を行う。 

⑦発注者の要望を踏まえ、設計業務の対象範囲の案および設計委託業務成果品の案を発注者

に提示する。 

⑧設計範囲を鑑み、設計委託報酬（予定価格）の算定支援を行う。 

⑨上記を鑑み、設計施工者選定資料（募集要項案、様式案、設計業務委託契約書案、設計業

務特記仕様書案、評価基準案等）を作成し、発注者に提出する。 

⑩設計施工者選定に係る審査会、事務局の運営支援 

発注者が作成する設計者の選定するために設置される審査委員会（以下、「審査委員会」と

いう。）等の設置要綱の文書に関し、要望に応じ助言を行う。 

⑪事務局として審査委員会への出席を行うとともに、議事録の作成を行う。 

⑫提案者からの質疑に対し、回答案の作成等の支援を行う。 

⑬審査委員会で承認された評価基準に基づき、提案者の実績・資格評価資料作成支援および

技術提案の比較等の支援資料の作成を行い、発注者に提示する。 

⑭発注者は、設計施工者選定にあたりプレゼンテーションを予定しており、事務局の運営支

援を要望に応じ行う。また、議事録の作成を行う。 

 

（3）基本計画段階（平成 30 年 6 月～平成 30 年 7月） 

①受託者は、基本構想を踏まえ、具体的な基本計画の作成支援をすること。 

建設計画に関する次の事項について整理すること。 
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  敷地の利用計画に関する考え方 

建築計画に関する考え方 

②新施設導入機能について整理すること。 

・建物機能（用途等） 

・執務機能 

・防災機能 

・防犯・セキュリティ機能 

・情報発信 

・周辺環境との調和 

・駐車場 

③新施設も面積の検討を行うこと。 

④事業計画に関する次の事項について検討すること。 

・適切な事業方式に基づく事業スケジュールの検討 

・設計者選定に係る検討資料の作成 

⑤その他 

委託者の指示により議会審議に必要な資料を作成すること。 

業務内容は概要を示したものであり、業務の実施に当たっては委託者と十分打合せを行うこ

と。 

 

（4）基本設計段階（平成 30 年 8 月～平成 30 年 10 月） 

①発注者体制の構築、メンバー招集（プロジェクト関係者の役割分担の明確化） 

発注者体制の構築について、必要な人員や役割分担の明確化等について助言する。 

②設計要件の提示(基本方針、目標コスト、目標工期等） 

  発注者の要求事項（基本方針、目標コスト、目標工期等）を確認し、基本設計内容への反映

を設計者へ依頼する。 

③設計者への基本設計方針書の作成依頼等 

  基本設計方針書の作成を設計者に依頼し、設計者から提出された基本設計方針書と発注者の

要求を比較検討し、結果を発注者に報告する。 

④基本設計スケジュールの管理 

基本設計のスケジュールの作成を設計者に依頼し、提出された基本設計スケジュールについ

て設計者と協議を行い、発注者に結果を報告する。 

発注者の指示があった場合はマスタースケジュールを更新する。 

⑤基本設計内容の検証（品質、工程、コストなど技術的課題を含む） 

基本設計の期間中、随時継続的に設計内容が発注者の要求（品質・工程・コスト・施工性な

ど）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、結果を発注者に報告する。 

⑥基本設計課題の管理 

設計課題を抽出し、設計者に課題解決策を求める。設計者から報告された課題解決策の取組

進捗を管理し、結果を発注者に報告する。 

⑦設計者作成の工事概算の確認・検証 

設計中及び設計完了時の設計者から提出された工事費概算書について、基本設計図書との整

合性及び工事予算額との比較について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。 

工事予算額との関係で疑義があると受託者が判断した場合、発注者と協議し対応策について

助言する。 
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⑧事業費推移の管理 

基本設計中における事業費の推移を検証し、発注者へ報告する。 

⑨設計者作成の施工スケジュール案の確認・検証 

基本設計の内容が概ね確定した時点で、設計者と協議し施工スケジュール案を検証し発注者

に結果を報告する。 

発注者の指示があった場合はマスタースケジュールを更新する。 

⑩設計者作成の仮設計画、の検証及び代替え提案 

設計者が作成した仮設計画を確認し、実現可能性の検討、及び課題の抽出を行い、発注者と

協議し対応策について助言する。 

⑪設計者提案の構工法・施工性の検証 

設計者が作成した構工法・施工性を確認し、実現可能性の検討、及び課題の抽出を行い、発

注者と協議し対応策について助言する。 

⑫設計者より提出される技術提案・ＶＥ提案の検証・採否 

設計者から提出されたＶＥ（バリューエンジニアリング）提案書について、発注者の要求と

の整合性を、品質・工程・コスト・施工性などの観点から確認する。その採否を行った上で、

その結果を発注者に報告し承認を得る。 

⑬発注側でのＶＥ案の検討及び提案、設計者への検討依頼 

受託者がコスト削減に向けたＶＥ案の検討及び提案を行い、内容を発注者と協議する。 

その結果を設計者へ報告し、設計内容への反映検討を依頼する。 

⑭基本設計図書等の内容の確認 

基本設計図書及び関連する成果品の内容について、発注者の要求（品質・工程・コスト・施

工性など）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、その結果を発注者に報告する。 

⑮基本設計成果品の検収 

基本設計の成果品を検収し内容を確認する。内容に不備がない事を確認した上、発注者へ報

告する。 

⑯備品及び情報通信機器整備方針との調整 

別途発注する備品及び情報通信機器整備方針との調整をおこない、付帯工事による建物要求

事項が設計へ反映されているかを確認し、その結果を発注者に報告する。 

 

（5）実施設計段階（平成 30 年 11 月～平成 31 年 1 月） 

①発注者体制の構築、メンバー招集（プロジェクト関係者の役割分担の明確化） 

発注者体制の構築について、必要な人員や役割分担の明確化等について助言する。 

②設計要件の提示(基本方針、目標コスト、目標工期等） 

発注者の要求事項（基本方針、目標コスト、目標工期等）を確認し、設計内容への反映を設

計者へ依頼する。 

③実施設計スケジュールの管理 

実施設計のスケジュールの作成を設計者に依頼し、提出された実施設計スケジュールについ

て設計者と協議を行い、発注者に結果を報告する。 

発注者の指示があった場合はマスタースケジュールを更新する。 

④実施設計内容の検証（品質、工程、コストなど技術的課題を含む） 

実施設計の期間中、随時継続的に設計内容が発注者の要求（品質・工程・コスト・施工性な

ど）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、結果を発注者に報告する。 

⑤実施設計課題の管理 

設計課題を抽出し、設計者に課題解決策を求める。 
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設計者から報告された課題解決策の取組進捗を管理し、結果を発注者に報告する。 

⑥工事概算の確認・検証 

設計中に設計者から提出された工事費概算書について、設計図書との整合性及び工事予算額

との比較について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告する。 

工事予算額との関係で疑義があると受託者が判断した場合、発注者と協議し対応策について

助言する。 

⑦事業費推移の管理 

設計中における事業費の推移を検証し、発注者へ報告する。 

⑧施工スケジュール案の確認・検証 

設計の内容が概ね確定した時点で、設計者へ施工スケジュールの作成を依頼する。 

施工スケジュールの内容を検証し発注者に結果を報告する。発注者の指示があった場合はマ

スタースケジュールを更新する。 

⑨設計者作成の仮設計画の検証及び代替え提案 

設計者が作成した仮設計画を確認し、実現可能性の検討、及び課題の抽出を行い、発注者と

協議し対応策について助言する。 

⑩設計者提案の構工法・施工性の検証 

設計者が提案する構工法・施工性を確認し、課題の抽出を行い、発注者と協議し対応策につ

いて助言する。 

⑪設計者より提出される技術提案・ＶＥ提案の検証・採否 

設計者から提出された技術提案書及びＶＥ（バリューエンジニアリング）提案書について、

発注者の要求との整合性を、品質・工程・コスト・施工性などの観点から確認する。 

その採否を行った上で、その結果を発注者に報告し承認を得る。 

⑫発注側でのＶＥ案の検討及び提案、設計者への検討依頼 

受託者がコスト削減に向けたＶＥ案の検討及び提案を行い、内容を発注者と協議する。その

結果を設計者へ報告し、設計内容への反映検討を依頼する。 

⑬実施設計図書等の内容の確認 

実施設計図書及び関連する成果品の内容について、発注者の要求（品質・工程・コスト・施

工性など）から明らかに逸脱しているか否かを確認し、その結果を発注者に報告する。 

⑭実施設計成果品の検収 

設計の成果品を検収し内容を確認する。内容に不備がない事を確認した上、発注者へ報告す

る。 

⑮備品及び情報通信機器整備方針との調整 

別途発注する備品及び情報通信機器整備方針との調整をおこない、付帯工事による建物要求

事項が設計へ反映されているかを確認し、その結果を発注者に報告する。 

 

（6）発注段階（平成 31 年 2 月～平成 31 年 3 月） 

①発注スケジュール及び施工スケジュールの作成 

発注スケジュール及び、施工スケジュールを作成し、発注者の承認を得る。 

また、マスタースケジュールに反映し発注者の承認を得た上で、プロジェクト関係者へ周知

する。 

②工事発注区分表の確認及び決定支援 

施工者が作成する工事発注区分表を確認し、付帯工事の発注区分との調整を行い、発注者へ

報告し、発注区分の決定支援を行う。 

③施工者へ発注に伴う必要書類の作成支援（仕様書・契約書（案）等） 
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決定した発注手法に基づき、発注時に必要とされる見積要項書の作成支援を行う。 

④決定した発注手法に伴い、施工者との連絡調整を行い、発注者を支援する。 

⑤施工者より提出されるＶＥ提案について、発注者の要求との整合性を、品質・工程・コスト・

施工性などの観点から確認する。その採否を行った上で、その結果を発注者に報告し採用も

承認を得る。 

⑥見積書の確認・検証 

設計施工者より提出される見積書を確認し検証する。その結果を発注者に報告し承認を得る。 

⑦契約内容の確認助言 

決定した発注手法に伴い、契約条件の確認し必要に応じ助言を行う。 

 

（7）施工段階（平成 32 年 4 月～平成 33 年 6 月） 

   工事段階業務の業務範囲は本体工事とし、準備工事は含まない。 

①工事監理計画書の確認 

設計者が作成する工事監理計画書により、監理業務方針を把握する。必要に応じ、工事監理

計画書の修正を設計者に求め、発注者に報告する。 

②情報伝達方法の確認 

工事段階の情報伝達方法について発注者に提案し、発注者の指示に従いプロジェクト関係者

に周知する。 

③設計変更への対応 

設計者が作成する図面、設計変更等の承認プロセス案を受託者が作成し、発注者の確認を得

た後、プロジェクト関係者に周知する。設計変更が生じた場合は、決定したプロセスに従っ

て設計変更及び契約変更が進んでいるかを確認する。疑義が生じた場合は、必要な対策案の

検討を行い、発注者に報告及び承認のうえ、対策を実施する。 

④施工品質についての確認・助言 

設計者の工事監理手法、施工者の施工計画について、品質の観点から疑義が生じた場合、そ

の旨を発注者に報告し、発注者の指示に従い、関係者を交えて対策を協議する。必要に応じ、

対応策案を検討し、発注者に助言し解決に努める。 

⑤工事工程についての確認・助言 

施工者が報告する工事進捗を確認し、マスタースケジュールから遅れがないか比較及び検討

する。施工者がマスタースケジュールから遅れが生じていると判断した場合は、その旨を発

注者に報告し、発注者の指示に従い、関係者を交えて対策を協議する。必要に応じ、対応策

案を検討し、発注者に助言し解決に努める。 

⑥請求支払いの確認 

施工者から発注者に提出された工事費支払い請求について、当確請求が工事請負契約と概略

において祖語がないかを確認する。工事支払いの内容に疑義があると受注者が判断した場合

は、施工者に是正指示等を依頼する。 

⑦発注者検査の支援 

工事が完了した時点で、発注者を支援して、設計図書や工事請負契約と合致しているか否か

の検査を行う。検査結果については発注者に報告し、問題がある場合は、手直し指示を施工

者へ依頼するなど、必要な是正処置をとる。 

是正が完了した時点で確認を行い、その結果を発注者に報告する。 

⑧その他業務 

「2 業務仕様書(8)共通業務・その他業務」に記載の業務仕様を施工段階についても適用す

る。 
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工事定例会議については、プロジェクトの進捗に応じ、適宜実施する予定であり受託者が工

事定例会議参加する頻度については、業務仕様が満足でき、業務に支障が出ないことを条件

に、適宜参加するものとする。 

 

（8）共通業務・その他業務（平成 29 年 12 月～平成 33 年 6 月） 

(1)～(7)の各段階で共通して行う業務を以下とする。 

①プロジェクト情報管理システムの構築・運営 

プロジェクトの運用における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝達・ 記

録・保存の方法を提案する。 

発注者との協議において、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運用を行う。 

②設計定例会議出席 

受託者は設計定例会議（工事定例会議含む）に出席し、技術的中立性のもと、発注者の支援

を行う。 

③その他会議体への対応 

受託者は必要に応じその他会議体（設計分科会等）に出席し、技術的中立性のもと、発注者

の支援を行う。 

受託者が出席すると定められていない会議については、議事録又は報告をもとに必要に応じ

発注者に助言する。 

④関係部門への説明支援 

本事業に関する説明に向け、発注者に助言及び支援を行い、設計者及び施工者に協力を依頼

する。 

⑤打合せ及び記録 

受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、次回打合せ時まで

に検討結果資料等を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理すること。  

（設計定例等で設計者及び施工者が作成する議事録については、内容を確認し必要に応じ、

内容の訂正等指示を行う。） 

⑥業務計画書 

受託者は、契約締結後速やかに、業務計画書を作成の上、発注者に提出し、発注者の承認を

得るものとする。（仕様書等に定めの無い業務計画については、協議事項とし、適宜追加す

るものとする。）  

⑦業務完了報告書 

受託者は、(1)～(7)の各段階が完了した時点で、業務完了報告書を発注者に提出し、発注者

の承認を得るものとする。 

 

3 業務実施上の留意事項 

（1）受託者は、本事業において、発注者の方針や意向を十分に理解し、関連する各分野における

専門性の高い技術力を有する者を随時、適切に配置し、本委託に係る業務（以下「本業務」

という。）にあたるとともに、良質かつ安定的な支援を契約期間中継続的に提供するものとす

る。 

 

（2）受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最大の任務

と捉え、本業務を実施するとともに、契約期間中、発注者との高い信頼関係、及び、倫理性

の保持を徹底すること。  
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（3）受託者は、本事業に関連する設計者、施工者及び、発注者以外のプロジェクト関係者から常

時完全に独立する立場の維持を徹底すること。  

 

（4）受託者は入札要項書における所定の条件を踏まえるとともに、本業務の実施にあたり、本事

業に係る関係諸法令、及び関連条例等の遵守を徹底すること。 

 

（5）受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。 

また、本業務の遂行に当たり、本委託における発注者の方針や意向を満足する上で、当然必

要な業務であると発注者が考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅滞なく実

施すること。 

以上 


