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国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設工事に伴う 

基本設計及び実施設計業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目 的 

 

杉並区は、国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」関連の文化財展示など行う施設（以

下、「展示休憩施設棟」という。）建設のため、近接する用地を取得し、「（仮称）荻外荘公

園の追加用地整備基本計画」（以下、「基本計画」という。）を令和３年 12月に策定しまし

た。 

荻外荘は、戦前に国運を左右する会談が開かれた場所で、建築家伊東忠太が設計した数

少ない邸宅建築です。また、本計画地も、荻窪の歴史と密接に関わる経緯を持つと共に、

大田黒公園周辺地区地区計画により良好な景観や意匠が求められています。 

以上を鑑み、新たな観光の核となる展示休憩施設棟には、荻外荘の歴史的・意匠的価値

を存分に活用した荻窪のまちに融合する優れた設計が必須であるため、公募型プロポーザ

ルにより受託者候補者を選定します。 

 

※荻外荘の歴史の詳細、荻外荘復原・整備プロジェクトの詳細、（仮称）荻外荘公園追加

用地等の詳細については別紙１「国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建

設工事に伴う基本設計及び実施設計業務に関する特記事項」（以下、「特記事項」という。）

を参照。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設工事に伴う基本設計及び

実施設計業務 

（２）業務内容 

①建築基本設計・実施設計業務(展示室、庭の設計業務を含む) 

②その他発注者が必要と認める業務 

※詳細は別紙１「特記事項」及び別紙２「国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展

示休憩施設棟建設工事に伴う基本設計及び実施設計業務委託（予定仕様書）」（以

下、「予定仕様書」という。）を参照 

（３）履行期間 

契約締結の翌日から令和５年 ８月 31日(木)（予定）までとする。 

(ただし、成果物の納期については、別紙２予定仕様書に定める期限とする。) 

（４）事業規模（上限額） 

１２，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 上限額を超える額を提示した者は失格とする。 
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３．参加資格要件 

本プロポーザルの参加資格は次の要件を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していない

こと。 

（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22年 3月 23日杉並第

65476号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23年 1月 17日杉並第 53890号）

に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない

こと。 

（５）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく、一級建築士事務所

の登録があること。 

（６）当該業務に建築士法に規定する一級建築士で同規模以上の設計の業務経歴を有する

者を少なくとも１名配置できること。ただし、当該技術者は、参加申請日以前に３

か月以上の雇用関係を有する者であること。 

（７）東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格者名簿に登録された

業者、もしくは未登録の場合には企画提案書の提出締切までに申請自治体「杉並

区」、営業種目「建築設計」への登録の電子申請および申請書類の提出が完了してい

ること。 

（８）応募事業者はいかなる場合においても、本プロポーザルにおける他の応募事業者と

協力して提案はできない。 

（９）応募事業者は、当該業務の主要部分（建築基本設計・実施設計業務における意匠      

設計）以外である設備設計業務、構造設計業務等について、協力事務所を加えて応募

することができる（共同事業体を除く）。ただし、その場合は、以下の参加資格を全

て満たすものとする。 

なお、区は受託者と契約締結し、協力事務所とは契約締結しない。受託者は契約締

結後、区へ再委託に関する承認申請書を提出するものとする。 

また、協力事務所は、上記（１）～（４）の参加資格を全て満たすものとする。 

（10）共同事業体が本プロポーザルに参加する場合は、上記（１）～（４）の参加資格を

全て満たすこと。 

（11）代表する団体（以下、「代表団体」という。）を定め、共同事業体の代表は代表団体

に属する者の中から指定すること。 

（12）当該業務の主要部分（建築基本設計・実施設計業務における意匠設計）を担う設計

事務所は代表団体となり、上記（５）～（７）の参加資格を満たすこと。 
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４．実施手順 

  公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおりです。 

内容 期日等 

実施要領の公表 令和４年４月 15日（金） 

現地見学会 令和４年４月 20日（水） 

参加申込書及び 

企画提案書に係る 

質問受付 

令和４年４月 22日（金）正午(必着) 

質問の回答 

 

令和４年４月 28日（木）午後５時までに区公式ホームページ上で公開

する。 

参加申込書 

の提出期限 

令和４年５月 13日（金）午後５時(必着) 

企画提案書 

の提出期限 

令和４年５月 20日（金）午後５時(必着) 

第一次審査 

(書類審査) 

令和４年６月６日（月） 

第二次審査 

(プレゼンテーション・ 

ヒアリング審査) 

令和４年６月 20日（月） 

受託者候補者選定 

結果の通知 

令和４年７月上旬（予定） 

 

 

５．現地見学会 

本プロポーザルへの参加を検討する事業者を対象に、見学会を実施する。 

（１）日 時 ４月 20日（水）9時 30分から（雨天実施） 

（２）場 所 本計画地（現地集合）基本計画ｐ２参照 

（３）申込方法 ４月 18日（月）の正午までに電子メール若しくはＦＡＸにて申込むこ

と。 

（４）申込先 11．担当部署（P7）のとおり 

(５) その他 

①件名は【展示休憩施設棟建設に伴う現地見学会 参加申込み】とし、(ｱ)事業者名、(ｲ)

参加人数、(ｳ)当日担当者、(ｴ)連絡先を明記すること。（書式は任意） 

②１事業者につき２名まで参加可能とする。 

③見学会への参加は任意とし、参加の有無については審査に影響しない。 

④本計画地や周辺環境の写真撮影は可としますが、近隣住民のプライバシーには十分に配

慮すること。 

⑤公平性を期すため、本見学会内での質問には一切応じない。なお、質問がある場合は本

要領に定める方法により行うこと。 
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６．受託者候補者の選定方法 

国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設工事に伴う基本設計及び実

施設計業務受託者候補者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において、企画提案

書等の提出された書類及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容を審査し、本業務に最

も適していると認められる受託者候補者を選定する。 

ただし、選定委員会で審査をした結果、審査基準で定める一定の点数に満たない参加

事業者については、契約の相手方の候補者とはしないものとする。 

 

（１）評価基準について 

〇経営状況等に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

経営状況 ・経営状況は良好か 

業務遂行力 ・業務の遂行体制は妥当か 

・技術者の業務経歴や資格は十分であるか 

 〇企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

業務の理解度 ・業務の理念や内容を適切に理解しているか 

提案内容の妥当性 ・提案されたコンセプトや手法は適切であるか 

・独創的で特色あるアイディアが盛り込まれているか 

・全体の工程やスケジュール等は妥当であるか 

・ライフサイクルコストや省エネ等について配慮されているか 

費用対効果 ・見積りは適切であるか 

プレゼンテーション・

ヒアリング 

・論理的で説得力のある説明であるか 

・質問の受け答えが的確であるか 

〇総合評価 

評価項目 評価の内容 

総合評価 ・全体としての総合評価 
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（２）第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等に対し、選定委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通

過者（第一次審査配点合計の６割以上を取得した事業者のうち上位３事業者程度を想

定）を選定する。第一次審査の結果は、令和４年６月８日（水）までに電子メールで

通知する。その際、第二次審査の日程等を合わせて通知する。 

（３）第二次審査（企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査） 

第一次審査通過者に対し、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託

者候補者（配点総合計の６割以上を取得した最上位の事業者）を選定する。なお、業

務の理解度や提案内容の妥当性について特に重視して審査する。 

ただし、ヒアリング時に使用する資料は、本要領に定める提出書類のみとし、追加

の資料は認めない。 

（４）審査結果 

審査結果は、第二次審査参加者にそれぞれ電子メールで７月上旬に通知する。受託

者候補者名は区ホームページ上で公表する。なお、非選定の通知を受けた参加者は、

非選定理由についての説明を求めることができる。 

 

７．参加申込書・企画提案書の提出 

  別紙３「提出書類・記載説明書」の通り。 

 

８．参加申込書及び企画提案書に関する質問の受付と回答 

（１）受付方法：電子メールにて「質問書（様式 11）」を担当部署メールアドレスへ送

付。 

（２）受付期間：４月 22日（金）正午（必着） 

※受付期間に届かなかったメールの質問には回答しない。 

（３）メールの件名：「展示休憩施設棟建設プロポーザル質問（会社名）」とすること。 

（４）質問の回答：令和４年４月 28日（木）午後５時までに杉並区ホームページにて回答

する。 

   （http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

 

９．応募事業者の失格 

参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次の「ア」から「オ」までの

いずれかに該当するときは失格とし、提案をすることができなくなる。また、その場

合、既に提出されている企画提案書等は返却しない。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 参加資格を満たさなくなった場合 

ウ 審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

   特に、応募事業者（応募予定の関係者及び協力事務所を含む）は、選定委員会等の

設置から選定の通知が来るまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員

（以下「選定委員等」という。）に対し、金銭・物品を贈与すること、接待すること
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等、目的が自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触を禁止す

る。接触の事実が認められた場合は、失格となる。ただし、以下のような場合は含ま

れない。 

・実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加 

・実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等 

・現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為 

・自らが構成員の一員となる団体（区との契約の相手方である等の利害関係がないも

のに限る。）と区が行う事業推進に関する意見交換会等の出席（当該団体が応募関係

者である事業者等の利益のためにする行為を行う場合を除く。） 

・区が主催する審議会、意見交換会等への出席 

エ 企画提案書等の提出期限が守られなかった場合。 

オ 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があったと認め

られる場合。 

 

10．その他 

（１）本件参加に要する経費（企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費

用等）は、全て応募事業者の負担とする。 

（２）提出書類や手続きに使用する言語は日本語とし、使用する通貨は日本国通貨とす

る。 

（３）本プロポーザルで要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

（４）書類提出後の参加申込書及び企画提案書等の修正又は変更は認めない。ただし、提

出書類に不明確な表示等がある場合、必要に応じて応募事業者に対して聞き取り調

査を行うことがある。なお、様式５に記載した総括責任者及び主任技術者は、病

気、死亡、退職等の特別な場合を除き、変更することは認めない。 

（５）本プロポーザルにおいて提出された書類は返却しない。また、提出期限以降におけ

る企画提案書の差替え及び再提出は認めない。ただし、区から指示のあった場合は

その限りではない。 

（６）提出された企画提案書は審査以外には使用しないが、杉並区情報公開条例に基づ

き、区政情報として公開することがある。応募事業者は区政情報公開請求に関する

企画提案書の取扱いについて様式（様式 13）を提出すること。 

（７）企画提案書の作成のために区より受領した資料は、区の許可なく公表及び使用する

ことはできない。 

（８）応募事業者等から区への電子メールの送信等における通信事故については、区はい

かなる責任も負わない。 

（９）共同事業体による参加申込み後の代表団体及び構成団体の変更は認めない。 

（10）協力事務所は、応募事業者の参加申込時に当該応募事業者の協力事務所となること

に同意する旨を申し出ることとし、参加申込み後に協力事務所の変更または追加を

することはできない。 

（11）受託者候補者が失格要件に該当することが判明した場合、又は契約締結交渉が不調
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となった場合もしくは辞退した場合、次順位の応募事業者と契約交渉する。なお、

契約の締結にあたっては、区指定の標準契約書を使用する。 

（12）契約の締結に関して、選定された受託者候補者と区が協議し、業務に係る仕様を確

定させた上で契約を締結する。また、仕様書の内容は提案された内容を基本とする

が、受託者候補者と区との協議により最終的に決定する。 

（13）参加申込後に辞退するときは、速やかに書面（様式 12）により、11．担当部署

（P7）宛にその旨を通知する。 

（14）審査期間中において、審査の経緯や経過等に関する質問には一切応じない。 

（15）施設整備場所の地盤条件については、受託者候補者の選定後に設計者が提案する建

物計画、構造種別等を踏まえ、区が令和４年 10月に実施予定の地盤調査の結果によ

り決定するものとする。 

（16）提出された企画提案書等に、文献等を引用した場合は、必ず出典を明示すること。 

（17）建築の設計業務を受注した設計事務所等（協力を受ける他の設計事務所等を含む。）

及び当該事務所等と資本、人事面等において関連を有する製造業及び建設業の事業

者は、工事の入札に参加又は当該工事を請負うことができない。 

（18）契約締結前に、受託者候補者は建築士法第 24条の７に基づく重要事項説明を区へ行

うこと。 

 

11．担当部署 

所 管：杉並区 都市整備部 みどり公園課 （事務局） 

所 在：〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南 1丁目 15番 1号 杉並区役所 

電 話：03-3312-2111 内線 3582又は 3584 FAX：03-5307-0697 

メール：KOEN-K@city.suginami.lg.jp 

mailto:KOEN-K@city.suginami.lg.jp
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１．荻外荘復原・整備プロジェクトについて 

杉並区荻窪の閑静な住宅街にある「荻外荘（てきがいそう）」は、昭和２年に建

築家 伊東忠太の設計により、医師で大正天皇の侍医頭（じいのかみ）も務めた入

澤達吉の別邸として創建され、「楓荻荘（ふうてきそう）」と呼ばれていた。昭和

12年に政治家 近衞文麿に譲渡され、近衞の後見人だった西園寺公望により、「荻

外荘」と名付けられた。 

昭和 12年 6月に第一次近衞内閣が発足。その半年後には、多くの要人が「荻外

荘」を訪れるようになった。昭和 15年から 16年にかけては、歴史的にも知られ

る日本の対外政策の重要な会談がこの地で行われた。太平洋戦争終戦後の昭和 20

年 12月、ＧＨＱに出頭を命じられた近衞文麿は、「荻外荘」の自室で自決するに

至った。 

平成 24年２月に、「荻外荘」の所有者であった近衞文麿の次男 通隆氏逝去のの

ち、地元 10町会長の連名で『「荻外荘」に関する要望書』が杉並区（以下、「区」

という。）に出され、区は、「荻外荘」の土地及び建物を平成 26年に取得した。 

平成 28年３月には、この地が日本政治史上重要な場所であるとして、国の史跡

に指定された（国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」）。 

建物は、日本を代表する建築家 伊東忠太設計による現存する数少ない邸宅建築

のひとつである。しかし、様々な改変が加えられたほか、昭和 35年には、数々の

会談が開かれた客間を含む建物の東側半分が、豊島区内へ移築された。区は、こ

の部分を荻窪に再移築したうえで、近衞らが重要な会談を行い、政治の表舞台と

なった時代の姿をよみがえらせるとともに、当時の庭園も段階的に再現し、令和

６年 12月に史跡公園として公開する、「荻外荘復原・整備プロジェクト」（以下、

「本プロジェクト」という。）を進めている。 

 

２．（仮称）荻外荘公園追加用地（以下、「本計画地」という。）について 

平成 28年の国史跡指定はもとより、「荻外荘」が、伊東忠太が設計した数少な

い現存する邸宅建築であること、そして、農村から別荘地、住宅地へと発展した

「荻窪」というまちの歴史を物語る存在のひとつでもあることから、区は、「荻外

荘」に関する文化財の展示等に自由に活用できるスペースが必要であると考えて

いた。そのような折り、「荻外荘」の東側道路を挟んだ向かいの土地を、令和３年

６月に（仮称）荻外荘公園の追加用地として取得できたため、令和３年 12月に

「基本計画」を策定した。 

本計画地は、実業家の山田直矢氏が、明治末期に荻窪に購入した広大な土地の

一部である。入澤達吉が居住していた「楓荻荘（ふうてきそう）」を、地域の人々

は「入澤別荘」と呼んでいたが、山田家の邸宅も「山田別荘」と呼ばれていたと

いう。  

「荻外荘」は、富士山をも望める美しい眺めと清涼な空気に恵まれ、伊東忠太

の住宅思想が注がれた別荘として創建された。「荻外荘」の向かいに立地する本計
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画地も、「別荘地 荻窪」の記憶を伝える土地であったことを踏まえ、施設整備内

容を検討する。 

 

３．施設整備 

（１）概 要 

区は、本計画地に、周辺施設との連携や回遊性を確保するため、（仮称）荻

外荘公園、大田黒公園及び角川庭園（以下、「荻窪三庭園」という。） の案内

所としての機能を備えつつ、荻窪の歴史や原風景を顧みながら多くの人が集

い、交流する場として活用する施設を整備する。（基本計画参照） 

 

（２）所在地 

杉並区荻窪二丁目 42 番 12 号 

 

（３）敷地面積 

449.09㎡ 

 

（４）建築物の規模・仕様 

敷 地：建設予定位置は、基本計画(ｐ７)に示される敷地の範囲内で自由

な提案を求めるものとする。ただし、既存樹木（中高木）につい

ては基本的に伐採を認めない。 

構 造：プロポーザル応募事業者（以下、「応募事業者」という。）が、建

物の用途、規模、使用目的及び周囲の景観との調和等を考慮の

上、合理的な提案を行う。なお、展示室については、貴重な文化

財等の展示を行うため、耐火性等を考慮し鉄筋コンクリート造と

する。その他の案内所・カフェスペース等の部分については、用

途、規模、使用目的等に合わせて応募事業者が合理的な提案を行

う。 

階 数・高さ：周囲の景観と調和した高さとし、工期・経済性等を考慮して計画

すること。なお、建築基準法第 55条による高さ許可・認定の取

得は行わない計画とする。 

工 法：施工の容易な汎用性の高い工法とする。 

外  観：周囲の景観と調和した外観とする。また、本建築物は、「荻外

荘」を復原し史跡公園として整備する（仮称）荻外荘公園の施

設の一部となるものであることを考慮すること。 

延べ床面積：最低 240㎡、最大 270㎡程度とする。 

 

（５）諸室構成と展示等 

①基本計画に示される諸室等の整備方針（ｐ５～６）を実現するための具体的
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な諸室機能や広さ・展示内容等について、延べ床面積の範囲内で自由な提案

を求める。 

②ユニバーサルデザインに配慮し、人にやさしく、安全で、すべての利用者に

とって利用しやすい設計とする。また、ゾーニング計画にあたっては、施設

運営従事者にとって効率的な管理運営となるよう配慮すること。 

③提案の諸室構成等については、選定された場合においても必ず完全な履行を

求めるものではなく、区との協議、査定により内容の変更又は経費の増減等

を行う場合がある。 

 

参考：諸室構成一覧 

諸室 基本的機能及びねらい 室数・規模 

案内所（ショッ

プ併設） 

・荻窪三庭園の魅力を発信するとともに、イベント等の

各種情報を提供する。また、来園者に楽しくまち歩き

をしていただくため、荻窪のまちの魅力を発信してい

く。 

・荻外荘オリジナルグッズ等を扱うショップを設ける 。 

提案による。 

(想定約14㎡） 

展示室 

（展示ケース・ 

ガス系消火設備

設置） 

・展示内容については 、荻外荘の歴史や近衞文麿をはじ

めとする荻外荘に関わった人物に関する文化財のほ

か、荻窪にゆかりのある文化人等に関する文化財の展

示を想定している。（参考資料展示品リスト参照） 

・文化財等を展示するため、専用の展示ケースを設置す

る。また、消防用設備として、美術館・博物館用のガ

ス系消火設備を設ける。消火設備室を整備する。 

提案による。 

(想定約85㎡） 

カフェスペース

（キッチン含

む） 

・来園者が休憩と共に軽食等を楽しめるカフェスペース

を設ける。 

・本計画地の庭又は荻外荘が眺められるように設置場所

に配慮する。 

・ケーキ等の軽食を提供するため、キッチンを設ける。 

提案による。 

(想定約70㎡） 

トイレ 

（バリアフリー

トイレ含む） 

・男子用・女子用トイレのほか、バリアフリートイレを

設け、高齢者や障害者等誰もが利用できるよう整備を

行う。 

提案による。 

(想定約17㎡） 

階段・廊下・エ

レベーター・コ

インロッカー 

 

・来園者が手荷物等を保管するためのコインロッカーを

設置する。 提案による。 

(想定約54㎡） 

駐車スペース ・屋外には、車いす使用者用兼ショップ等の物品搬出入

用として車１台分の駐車スペースを設ける。 
提案による 

その他、基本計

画を実現するた

めに参加者が必

要と考える空間

等  

・本施設並びに荻外荘の魅力をさらに高める効果的な機

能  

・管理運営上、必要となる機能  提案による 
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（６）庭 

①ケヤキ、イロハモミジ等の既存大木を保存しつつ、建物との調和を図った庭

として整備する。規模は提案による（想定約 300㎡）。 

②荻外荘の庭園とともに荻窪の原風景を形づくってきた一体の屋敷林を来園者

に体感してもらう空間とする。 

 

（７）その他 

①北側境界については、隣地所有の塀と接して本計画地側に新たな塀を整備し

ない想定とする。 

②東側境界については、隣地家屋が比較的近接していることから、隣地家屋の

外観と調和したフェンス等の設置を盛り込むこと。 

③提案内容には、参考資料⑥にある大谷石（※）の活用を盛り込むこと。提案

における活用場所は問わない。 

※この大谷石は、青山葬儀場で執り行われた志賀直哉の葬儀の祭壇に使用さ

れたものである。 

④荻外荘復原・整備プロジェクトは、日本全国の幅広い方々からの寄附を募

り、本プロジェクトの趣旨へのご理解とご賛同を得ながら進めている。一定

額寄附者は、「荻外荘倶楽部」の会員と位置づけ、いくつかの特典を設定し

ている。そのひとつに、寄附額に応じたサイズ展開で、寄附者のご芳名を記

載した銘板を、寄附者の希望に応じて、本計画地に整備する建物内に掲示

し、本プロジェクトへの貢献を称えることとしている。応募事業者は、参考

資料⑦にある(1)銘板の想定サイズと、(2)令和４年１月現在の「荻外荘俱楽

部」データを踏まえ、銘板のデザインと、その掲示場所・掲示方法を提案す

ること。なお、この特典は、（仮称）荻外荘公園開園後も継続する可能性が

あり、掲示方法は、掲示数の増加に柔軟に対応できるものが望ましい。 

⑤文化財等の展示物については、展示・保存環境に十分留意すること。 

⑥ライフサイクルコストの低減や、省エネ等の環境に配慮した計画とするこ

と。 

 

（８）建設工期（予定） 令和５年 11月～令和６年 10月末日 

 

（９）想定整備費（上限額） 

約１５０，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

※プロポーザル実施時における予定であり、この金額を確約するものではない。 
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４．参考資料 

① （仮称）荻外荘公園の追加用地整備基本計画 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/ayumi/index.html 

② 本計画地現況図 

③ 本計画地高低測量図 

④ 地盤調査データ 

⑤ 展示品リスト 

⑥ 大谷石に関する資料 

⑦ 銘板に関する資料 

⑧ 現況写真 

※上記②～⑧は以下の URLに掲載。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/index.html 

⑨ 荻外荘保存活用計画 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/ayumi/index.html 

⑩ （仮称）荻外荘公園整備基本計画 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/ayumi/index.html 

⑪ 荻外荘透視図（完成イメージ）（３種） 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/seibiimage/index.ht

ml 

なお、「荻外荘復原・整備プロジェクト」全般についても、下記ＵＲＬを参照のこ

と。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/index.html 

 

＜以上、すべて杉並区公式ホームページ内＞ 
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（案） 
 

基本設計及び実施設計業務（予定仕様書） 

下記の基本設計及び実施設計業務を一括委託する。 

 

 

記 

 

 

１ 委託件名   国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設に伴う 

基本設計及び実施設計業務委託 

 

２ 委託場所   杉並区荻窪二丁目 743番 4外（住居表示：荻窪二丁目 42番 12号） 

          

３ 委託期間   契約締結の翌日から令和 5年 8月 31日まで 

 

         各業務については、以下の期限を目途に概ね完了すること。 

業 務 項 目 期 限 

基本設計 基本設計図、工事費概算書の作成 令和 4年 9月下旬 

 

上記以外の成果品の作成 令和 4年 12月下旬 

 

実施設計 建築基準法第 48条に基づく許可申請の提出 令和 5年 4月中旬 

 

建築基準法第 18条に基づく計画通知の提出 令和 5年 6月下旬 

 

工事の入札（公告）に必要な実施設計図、設備

設計計算書、工事費積算書、数量調書、見積書、

透視図の作成 

令和 5年 7月 10日 

上記以外の成果品の作成 令和 5年 8月 31日 

 

 

４ 設計概要  工事種別  新築 

用  途  展示施設、案内所、カフェ 

類  型  文化・交流・公益施設 第 2類 

敷地面積  449.09㎡ 

        構  造  未定 

階  数  未定 

延べ面積  最低 240㎡、最大 270㎡程度 
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５ 業務概要   

「（仮称）荻外荘公園の追加用地整備基本計画」(令和 3年 12 月)に基づき、以下の業務を行う。 

① 国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設のための基本設計及び実施設計 

② 国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」展示休憩施設棟建設に伴う基本設計及び実施設計業

務公募型プロポーザルで提案のあった内容の再検討（配置や平面計画等については、複数

案作成するほか、省エネルギーやユニバーサルデザイン等の事項についての検証を行う。） 

③ 展示計画の基本設計及び実施設計 

④ 残土処分に伴う土質調査 

⑤ 補助金申請に係る資料作成 

⑥ 住民説明会等への参加、説明及び資料の作成、印刷 

⑦ 関係法令等の手続きに関する各種説明会への参加、説明及び資料の作成、印刷 

⑧ その他、上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査、各種必要となる事前協議及び

法令手続き等 

 

６ 基本設計業務の内容 

基本設計業務(以下業務)の内容は、下表及び下記（１）から（７）までのとおりとする。 

項目 業務内容 完了期限 

ア 設計条件

等の整理 

① 条件整理 耐震性能・設備機能の水準など、区担当者（以下

担当者）から提示される様々な要求その他の諸条件

を設計条件として整理する。 

令和 4年 

12月末 

② 設計条件変更

等の場合の協

議 

担当者から提示される要求の内容が不明確若しく

は不適切な場合、内容に相互矛盾がある場合又は

整理した設計条件に変更がある場合においては、担

当者に説明を求め又は担当者と協議する。 

イ 法令上の

諸条件の

調査及び

関係機関

との打合

せ 

① 法令上の諸条

件の調査 

基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関す

る法令及び条例上の制約条件を調査する。 

令和 4年 

8月末 

② 建築確認申請

（計画通知）等

に係る関係機

関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、建築確認申請（用途許

可申請、計画通知等）を行うために必要な事項につ

いて関係機関と事前に打合せを行う。 

令和 4年 

12月末 

ウ 上下水道、ガス、電力、通信等の

供給状況の調査及び関係機関と

の打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水

道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要

に応じて関係機関との打合せを行う。 

エ 基本設計

方針の策

定 

① 総合検討 設計条件に基づき、配置計画を含めた様々な基

本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめて

いく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、

業務工程等を立案する。 

令和 4年 

8月末 

② 基本設計方針

の策定と担当

者への説明 

総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定

し、担当者に対して説明する。 

オ 基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、担当者と協議の上、基本

設計図書を作成する。 

令和 4年 

12月末 

カ 概算工事費の検討 基本設計図の作成が完了した時点において、当

該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費

用を概算し、工事費概算書（工事費内訳明細書、数

量調書を除く。以下同じ。）を作成する。 

令和 4年 

9月末 
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キ 基本設計内容の担当者への説明

等 

基本設計を行っている間、担当者に対して、作業

内容や進捗状況を報告し、必要な事項について担当

者の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が

完了した時点において、基本設計図書を担当者に提

出し、担当者に対して、設計意図（当該設計に関する

設計者の考え。以下同じ。）及び基本設計内容の総

合的な説明を行う。 

随時 

 

 （１）基本設計期間 令和 4年 12月末頃まで 

（２）次に掲げるものを内容とする基本設計図の作成 

     実施設計の基本となる配置図、平面図、立面図、断面図、色彩計画図及び設備概要図、 

展示計画図、庭園計画図の一般設計図 

（３）次に掲げるものを内容とする基本設計書の作成 

   ア 建築の計画概要及び設計概要 

（与条件及び課題の整理、設計要旨、設計概要、関係法令、敷地状況、構造、仕上、環境への 

配慮、維持管理、日影、外構、緑化、雨水対策、防災、避難、セキュリティ、バリアフリー、

ライフサイクルコスト等） 

   イ 設備の計画概要及び設計概要 

    （電気設備、昇降機設備、給排水方式、空調方式、消防設備等） 

   ウ 展示の計画概要 

   エ 庭園の計画概要 

   オ 設計経過 

   カ 工事費概算書 

   キ 既存工作物解体、外構等工事を含む工程計画の概要 

   コ 透視図の作成（Ａ３、着色のもの、鳥瞰図１枚及びアイレベル外観１枚） 

 （４）住民説明会及び住民個別説明等への参加及び資料の作成・印刷 

    説明範囲は、敷地境界から 250m程度とする 

（５）打合せ記録簿（担当者、行政（用途許可、計画通知）、消防、上下水道、ガス、電力、通信等

の関係機関との打合せ）の作成 

（６）設計 VE への協力業務 

（７）その他基本設計に必要な業務 

 

７ 基本設計期間中に特に検討を要する事項 

  （１）荻外荘公園全体の利用者動線に関する検討 

（２）屋敷林及び既存樹木の保護、移植、撤去に関する検討 

（３）展示計画（展示ケースレイアウト、展示物搬出入動線、消火設備）に関する検討 

 （４）敷地の高低差（バリアフリー等）の処理に関する検討 

（５）既存擁壁及びコンクリートブロック塀の安全性に関する検討 

（６）近隣住宅境界設えに関する検討 

（７）前所有者所縁の大谷石の有効活用方法に関する検討 

（８）荻外荘復原・整備プロジェクトへの寄附者芳銘板 

（９）工事車両の搬出入に関する経路及び諸官庁との協議
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８ 実施設計業務の内容 

  実施設計業務(以下業務)の内容は、下表及び下記（１）から（20）までのとおりとする。 

項目 業務内容 

ア 要求等の確

認 

① 担当者の要求等

の確認 

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、区担当者（以

下担当者）の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条

件の修正を行う。 

② 設計条件の変更

等の場合の協議 

基本設計の段階以降の状況の変化によって、担当者の

要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等

基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設

計条件を変更する必要がある場合においては、担当者

と協議する。 

イ 法令上の諸

条件の調査

及び関係機

関との打合

わせ 

① 法令上の諸条件

の調査 

建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件につ

いて、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 

② 建築確認申請

（計画通知）等

に係る関係機関

との打合わせ 

実施設計に必要な範囲で、建築確認申請（用途許可申

請、計画通知等）を行うために必要な事項について、

関係機関と事前に打合せを行う。 

ウ 

 

 

 

実施設計方

針の策定 

 

 

① 総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造、設備の各要素につい

て検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更

する。 

② 実施設計のため

の基本事項の確

定 

基本設計の段階以降に検討された事項のうち、担当者

と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討

作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があ

るものを整理し、実施設計のための基本事項を確定す

る。 

③ 実施設計方針の

策定と担当者

への説明 

総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実

施設計方針を策定し、担当者に対して説明する。 

エ 実施設計図

書の作成 

① 実施設計図書の

作成 

実施設計方針に基づき、担当者と協議の上、技術的な

検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を

作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工

者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕

様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定

する必要のある施工に関する情報（工法、工期、仮設

計画、工事監理の方法、施工管理の方法等）を具体的

かつ詳細に表現する。 

② 建築確認申請

（計画通知）等

図書の作成 

所管の官公庁等との事前の打合せ等を踏まえ、実施設

計に基づき、必要な建築確認申請（用途許可申請、計

画通知等）図書を作成する。 

オ 工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実

施設計書に基づく建築工事に通常要する費用をし、工

事費積算書を作成する。 

カ 実施設計内容の担当者への説明等 実施設計を行っている間、担当者に対して、作業内容

や進捗状況を報告し、必要な事項について担当者の意

向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した

時点において、実施設計図書を担当者に提出し、担当

者に対して、設計意図及び実施設計内容の総合的な説

明を行う。 
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（１）次に掲げるものを内容とする実施設計図の作成（特記仕様書を含む） 

   ア 建築意匠設計図 

   イ 建築構造設計図 

   ウ 仮設計画図 

   エ 工事工程表 

   オ 電気設備設計図 

   カ 給排水衛生設備設計図 

   キ 空気調和設備設計図 

   ク 昇降機設備設計図 

   ケ 展示計画図工事 

   コ 庭園計画図 

（２）計算書の作成（構造計算書、設備設計計算書、ＬＣＣ計算書、騒音計算書） 

   ＬＣＣ計算書は、建築物のライフサイクルコスト（建築保全センター 最新版）の床面積入力法

による算出とする。 

（３）工事費積算書の作成 

   建設費・ライフサイクルコスト等、コスト縮減の妥当性の検討を行った上で、工種別積算チェッ

クリスト（東京都 財務局 建築保全部 令和 3年度版）に基づく数量算出チェックリストによ

り、数量等の確認を行うこと。 

（４）数量調書の作成 

（５）見積書の作成（原則として３社以上とする。また、見積比較表を作成すること。） 

（６）透視図の作成 

   基本設計の内容を反映した透視図を作成するとともに、実施設計を踏まえた透視図も作成するこ

と。（着色のもの、Ａ３、鳥瞰図２枚、アイレベル外観２枚） 

（７）模型の作成（縮尺１／３００程度） 

（８）ヒアリングの実施 

   平面詳細図及び展開図等を作成し、施設管理者等に実地ヒアリングを行うこと。 

（９）計画通知等申請図書の作成及び申請手続き業務 

   受託者は、当該設計業務の対象施設の建設に伴う建築基準法等関係法令に適合させた図書の作成

を行い、申請手続きを行わなければならない。 

ア 計画通知等の申請図書の作成 

(ｱ)  受託者は、その責任において建築基準法等関係法令に適合する図書を完成させなければ

ならない。 

(ｲ) 計画通知やそれに伴う許認可（建築基準法第 48 条に基づく許可申請）、構造計算適合判

定及び省エネ適合性判定（以下「計画通知等」という。）の申請後、「適合しない旨の通知」

若しくは「決定できない通知」等が交付された場合などの設計内容のかしは、受託者の責

任において、修補しなければならない。 

      なお、これらにかかる再申請の手数料は、受託者の負担とする。 

(ｳ) 構造設計・設備設計に関し、建築士法に基づき施設規模に応じた建築士（構造設計一級・

設備設計一級）が自ら設計を行うか、または法適合確認を行うこと。 

イ 計画通知等の申請手続き業務 

(ｱ) 受託者は用途許可申請、計画通知等の申請手続き（提出、説明、照合、受領業務）を行

わなければならない。 
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(ｲ) 省エネ適合性判定を伴う場合は、計画通知を所管する行政庁とする。 

(ｳ) 当初における必要な許認可及び計画通知、構造計算適合判定、省エネ適合判定を伴う場

合の申請手数料は、受託者の負担とする。 

（10）住民説明会及び個別説明等への参加及び資料の作成・印刷 

   説明範囲は、敷地境界から 250m程度とする 

（11）環境に配慮した施設についてと具体案の提示 

（12）工事費抑制のためのＶＥ提案業務 

（13）打合せ記録簿（担当者、行政（用途許可申請、建築確認申請等）及び消防、上下水道、ガス、電

力、通信等の関係機関との打合せ）の作成 

（14）委託業務に関する協議書の作成 

（15）ユニバーサルデザイン導入ガイドラインチェックリストの作成 

（16）「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（最新版を適用のこと）に基づくアからウまでのチェ

ックリストの作成 

あらかじめ担当者に説明を行い、確認を受けた上で提出しなければならない。 

また、環境物品等（特別品目）使用予定チェックリスト（財務局最新年度版）の分類において、 

「原則として使用する品目」については、これを使用した設計を原則とする。 

ア 環境物品等（特別品目）使用予定チェックリスト（財務局最新年度版） 

イ 環境物品等（特定調達品目）使用予定チェックリスト（財務局最新年度版） 

ウ 環境物品等（調達推進品目）使用予定チェックリスト（財務局最新年度版） 

（17）全体工事の詳細工程表の検討及び作成 

   建物の用途・規模・施工条件等により適切に工事予定工程表を作成する。 

（18）国産木材利用リストの作成（数量・金額） 

（19）省エネルギー計画書の作成及び申請業務 

（20）その他実施設計に必要な業務 

本仕様書に明記していない事項については、担当者と協議の上、業務の性格上当然必要なものは 

実施すること。 

 

９ 実施設計期間中に特に検討を要する事項 

（１）バリアフリー及びユニバーサルデザインの計画 

（２）施設の危害防止対策 

（３）国産木材の活用 

（４）工事費の精査 

（５）工事工程の検討及び仮設計画 

（６）工事期間中の安全対策（仮設計画、工事車両計画、騒音、振動抑制） 

（７）省エネルギー法による省エネ基準適合 

 

10 業務の処理 

（１）受託者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、担当者と連絡を取り、かつ、十分に打ち合

わせをして業務の目的を達成しなければならない。また、その内容については、その都度受託者

が書面（打合せ議事録）に記録し、相互に確認しなければならない。 

（２）受託者は、担当者の指示に従い業務に必要な調査を行い、関係法令に基づいて資料を作成するも

のとする。 

（３）受託者は、担当者の指示に従い業務に必要な調査を行い、官公署、その他関係機関と協議のうえ、
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資料を作成するものとする。 

（４）受託者は、契約締結後速やかに業務に着手しなければならない。 

（５）受託者は、契約締結後速やかに設計業務実施計画書を担当者に提出しなければならない。 

   設計業務実施計画書の記載事項は、次のとおりとする。 

   ア 委託概要 

   イ 設計業務体制 

   ウ 管理技術者等の通知書 

   エ 設計方針（設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等） 

   オ （６）に定める設計業務工程表 

   カ その他、担当者の指示する事項 

（６）受託者は、監督員と協議のうえ、次の事項を盛り込んだ、設計業務工程表を作成しなければなら

ない。 

   ア 設計業務の進捗予定 

     ※関係法令等に基づく各種申請手続きの時期を明記すること 

   イ 業務内容及びその報告時期 

   ウ 設備設計を適切に行うために必要な建築図面の範囲及び内容並びに建築図面の概成時期 

（７）受託者は、設計業務が完了したときは、遅延なく成果物を業務完了報告書とともに担当者に提出

しなければならない。 

   業務完了報告書の記載事項は、次のとおりとする。 

ア 設計概要 

   イ 業務結果内容（設計方針に対する結果等） 

   ウ （６）の工程表に実施を朱書きした設計業務工程表 

   エ 納品書 

   オ 協議書 

   カ その他、担当者の指示する事項 

（８）受託者の主任設計者又は担当技術者は、同規模程度の設計業務実績（意匠、構造、電気設備、機

械設備）のある者とすること。 

（９）受託者は、業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに担当者に中間報告をし、十分な打ち合わ

せをしなければならない。 

（10）受託者は、材料、工法等について、品質、コスト、工期、安全性、地球環境等への配慮等の検討

を十分に行い、担当者に報告しなければならない。 

（11）受託者は、設計業務の実施にあたり、担当者が示す予定工事費をもって適切なコスト管理を行わ

なければならない。 

（12）受託者は、設計業務の実施に当たり「都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン」を

参考に、すべての人が出来る限り利用可能な建築物の整備へ向け、十分検討し施設利用者に配慮

した設計業務を行うこと。 

（13）作成する図面の用紙及び縮尺は、担当者の承認を受けなければならない。 

（14）業務に必要な資料は受託者に貸与する。 

受託者は、設計資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又

は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは現状に復し返還し、又

はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 
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下表は、貸与可能な既存建物に関する資料一覧。 

現況測量図 ＰＤＦ・ＣＡＤ 

高低測量図、樹木調査図（令和 4年 6月調査予定） ＰＤＦ・ＣＡＤ 

地盤調査報告書（令和 4年 6月調査予定） ＰＤＦ・ＣＡＤ 

 

11 現場実態の把握 

受託者は、設計に当たり、設計の対象となる敷地や現況建物、近隣等の調査を行うとともに、 

既存図面やしゅん功図書等を確認し、現場の実態を充分に把握の上、設計に反映しなければなら 

ない。 

 

12 業務内容の疑義 

   受託者は、業務内容に疑義があるときは速やかに担当者の指示を受けなければならない。 

 

13 適用基準等 

   受託者は、下表に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用す

る場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 

実施設計業務委託適用基準等 適用 参考 

１ 東京都財務局 設計業務委託仕様書 ○  

２ 東京都財務局 積算基準 ○  

３ 東京都財務局 東京都建築工事標準仕様書 ○  

４ 東京都財務局 東京都電気設備工事標準仕様書 ○  

５ 東京都財務局 東京都機械設備工事標準仕様書 ○  

６ 東京都財務局 構造設計指針・同解説 ○  

７ 杉並区構造設計指針 ○  

８ 東京都財務局 デジタルテレビ放送受信障害対策処理要領  ○ 

９ 建築保全センター 建築物のライフサイクルコスト  ○ 

10 都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン  ○ 

11 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル ○  

12 東京都環境物品等調達方針（公共工事）  ○ 

13 高齢者、障害者の円滑な移動等に配慮した建築設計標準  ○ 

 

14 手続書類の提出 

   受託者は、担当技術者を定め、担当技術者及び協力事務所について書面をもって届けるほか、担

当者が指示する委託に必要な手続書類を提出しなければならない。 

 

15 成果物等及び提出部数 

受託者は、業務完了時には、遅滞なく下表に基づき成果物等を提出しなければならない。また、設計

図書は、相互に食い違い等がないことを確認のうえ、提出を行うこと。 
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表１ 成果物等の提出 

項目  成果物等 
提出 

部数 

電子 

ﾃﾞｰﾀ 
仕様・備考 

業務実施 

計画書 
□ 

委託概要 

１ ○ PDF 

設計業務体制及び技術者届 

設計方針 

設計業務工程表 

その他 

基本設計

図書 

 

□ 
基本設計書（表２を参照）    6 ○ 

製本 A3、電子デー

タを出力したもの

（ケース付）、 

PDF、JWW  

実施設計

図書 

□ 

実施設計図の原図及び特記仕様書 A3  

（押印のもの） 
１ ○ 

電子データを出力

したもの（ケース

付）、 

PDF、JWW  

□ 
実施設計図の製本 A3 ８  各 8部 

計算書 

□ 構造計算書 １ ○ PDF 

□ 設備設計計算書 １ ○ PDF 

□ LCC計算書 １ ○ PDF 

□ 騒音計算書 １ ○ PDF 

積 算 

□ 工事費積算書 １ ○ PDF、RIBCデータ 

□ 数量調書 １ ○ PDF 

□ 数量算出チェックリスト １ ○ PDF 

□ 積算数量調書チェックリスト １ ○ PDF 

□ 見積比較表 １ ○ PDF 

□ 見積書 １ ○ PDF、3社原本 

□ 単価適用根拠（物価本等写） １ ○ PDF 

行政届出 

□ 建築基準法等関係法令に基づく図書 １ ○  

□ 許認可申請図書 １ ○  

□ 構造計算適合判定 １ ○  

□ その他届出 １ ○ PDF 

業務書類 

 

□ 

打合せ記録簿（担当者、建築確認申請及び消防、

上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との

打合せ、ヒアリング等） 

１ 

○ 

PDF 

業務完了

報告書 

 

 

 

□ 

設計概要 

１ ○ PDF 

業務結果内容 

業務工程表（実施を朱書き） 

納品書 

協議書 

その他 

その他 

□ ＬＣＣ計算書 １ ○ PDF 

□ 実施設計案透視図 A3（２枚） １ ○ PDF 

□ 
模型 １  

縮尺１/３００程

度 

□ 環境物品等(特別品目)使用予定(実績)チェック

リスト（財務局最新年度版） 
１ ○ 

特別品目を選択し

た場合、PDF 

□ 環境物品等(特定調達品目)使用予定(実績)チェ

ックリスト（財務局最新年度版） 
１ ○ 

調達推進品目を選

択した場合、PDF 
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□ 環境物品等(調達推進品目)使用予定(実績)チェ

ックリスト（財務局最新年度版） 
１ ○ 

特定調達品目を選

択した場合、PDF 

□ 都立建築物ユニバーサルデザイン導入ガイドラ

インチェックリスト 
１ ○ 

PDF 

□ 設計 VE資料 １ ○ PDF 

□ 全体工事の詳細工程表 １ ○ PDF 

□ 住民説明会等の資料 １ ○ PDF 

□ 国産木材利用リスト １ ○ PDF 

□ 土質調査結果報告書 １ ○ PDF 

□ 環境に配慮した施設についての検討書 １ ○ PDF 

□ 成果品の電子データを収めたＣＤ－Ｒ等 ２   

 ・JWW形式は、JW_CAD Windows版 

 ・RIBCデータは、(財)建築コスト管理システム研究所が開発した RIBC2形式（営繕積算システム） 

・上記を含む、担当者の指示によるものについては指示された形式 

注：電子データの提出にあたっては、コンピュータウイルスのチェックを必ず行うこと。 

 

表２ 基本設計書 

設計の種類 成果図書 

(1) 総合 ①計画説明書 

②設計概要書 

③仕上表（概略） 

④面積表及び求積図 

⑤案内図 

⑥配置図 

⑦平面図（各階） 

⑧立面図 

⑨断面図 

⑩設備計画図 

⑪工事費概算書 

⑫工事予定工程表 

⑬基本設計案透視図 

(2) 構造 ①構造計画説明書 

②構造設計概要書 

③工事費概算書 

(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ①電気設備計画説明書 

②電気設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

(ⅱ) 給排水衛生設備 ①給排水衛生設備計画説明書 

②給排水衛生設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

(ⅲ) 空調換気設備 ①空調換気設備計画説明書 

②空調換気設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

(ⅳ) 昇降機等 ①昇降機等計画説明書 

②昇降機等設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

(4) その他 ①その他検討資料 
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16 経年調査の立会い 

   受託者は、工事竣工後おおむね一年後及び二年後に行う経年調査（瑕疵調査）に立合うこと。 

 

17 著作権の譲渡等 

（１）受託者は成果物が、著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2条第 1項第 1号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第 21

条から第 28条に規定する権利をいう。）を当該著作物の引き渡し時に、委託者に無償で譲渡する

ものとする。 

（２）委託者は、成果物が著作物に該当するしないにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾な

く自由に公表することができる。 

（３）委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当

該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

（４）受託者は、成果物が著作物に該当するしないにかかわらず、当該成果物の内容を委託者の承諾を

受けた上で、自由に公表することができる。 

 

18 設計に関する標準業務に付随する標準外の業務について 

   本仕様書に明記されていない内容について、追加的な業務が発生した場合には、担当者と協議の

上、履行すること。 

 

19 情報セキュリティの確保 

電子情報の取扱いに関して、受託者は、「杉並区情報セキュリティ対策基準」と同様の水準での情

報セキュリティを確保すること。 

なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより杉並区が被害を受けた

場合は、杉並区は受託者に損害賠償を請求することができる。損害賠償額は、杉並区が実際に被った

損害額とする。 

 

20 エネルギー管理及び環境配慮行動 

杉並区は「杉並区環境基本計画」に基づき、杉並区の組織が行う事業活動におけるエネルギー管理、

環境配慮及び環境保全に関する行動を積極的に実施している。このため、本事業における受託事業者

の業務管理についても、環境への影響の低減に対する受託事業者及び業務従事者の協力が不可欠であ

り、地球環境保全に十分な配慮をもって業務にあたること。 

 

21 個人情報の取扱い 

個人情報の取り扱いに当たっては、杉並区が定める「杉並区個人情報保護条例」及び「同施行規則」

等、個人情報の取り扱いに関する各種条例・事項に基づき、個人の権利・利益を侵害することのない

ように取り扱うこと。 

杉並区が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り得た個人情報は、全て杉並区の

個人情報であり、杉並区の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならない。また、この契約の

履行後においても同様とする。 

 

22 秘密の保持 

   受託者は、作成する設計図書及びそれに係わる資料並びに区から提供を受けた関係資料を当該 

  設計に携わる者以外に漏らしてはならない。 
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23 守秘義務 

（１）受託者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、委託者の承諾なく成果物（未完成の成果物及び

業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 

（２）受託者は、積算業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければ

ならない。 

24 再委託 

（１）受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに設計業務遂行管理については、これを

再委託することはできない。 

（２）受託者は、協力事務所に対し、設計業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければな

らない。 
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建築士法第２２条の３の３に定める記載事項 

 

対象となる建築物の概要 仕様書による 

 

業務の種類、内容及び方法 仕様書による 

 

作成する設計図書の種類 仕様書による 

※建築設計業務の場合。 

工事と設計図書との照合の

方法及び工事監理の実施の

状況に関する報告の方法 

仕様書による 

※建築工事監理業務の場合。 

 

設計（工事監理）に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】： 

【資格】：（       ）建築士   【登録番号】： 

【氏名】： 

【資格】：（       ）建築士   【登録番号】： 

（建築設備の設計（工事監理）に関し意見を聴く者） 

【氏名】： 

【資格】：（       ）設備士   【登録番号】： 

    （       ）建築士 

※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 

設計・工事監理の一部の再委

託先（協力事務所） 
委託者の承諾を得た「技術者及び協力会社」による。 

 

（注）契約後に記載事項の変更が生じる場合は、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。 

 

 

受託者の建築士事務所登録に関する事項 

建築士事務所の名称  

建築士事務所の所在地  

区分（一級、二級、木造）  

開設者氏名  

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 

主管課担当 



 

 

 

 

 

 

 

提出書類・記載説明書 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 

杉並区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 
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１．提出書類等一覧 

 提出書類 様式 提出部数 提出期限 

１ 応募事業者及び協力事務所の事業者概要 任意 15部(正本１部、副本 14部) 

事業者概要、パンフレット等 

※副本には事業者名・代表者氏

名、類推可能な名称及びロゴ等は

記載しないこと。（それらが記載

されている場合、塗りつぶし等の

対応をすること） 

５/13（金） 

２ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

(法人の場合・応募事業者のみ) 

原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本） 

（個人事業主で商号登記している場合・応

募事業者のみ） 

原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

登記されていないことの証明書 

（個人事業主で商号登記していない場合・

応募事業者のみ） 

原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

３ 財務諸表(応募事業者のみ) 写し １部（直近３年分の貸借対照表、

損益計算書） 

４ 納税証明書（その３の３） 

(法人の場合・応募事業者のみ) 

原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

※「法人税」と「消費税及地方消

費税」に未納の税額がないことの

証明 

納税証明書（その３の２） 

（個人事業主の場合・応募事業者のみ） 

原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

※「申告所得税及復興特別所得

税」と「消費税及地方消費税」に

未納の税額がないことの証明 

５ 納税証明書（その４）（応募事業者のみ） 原本 １部（受付日前３カ月以内に発行

されたもの） 

※証明を受けようとする期間に、

滞納処分を受けたことがないこと

の証明 

６ 参加申込書 15部(正本１部、副本 14部) 

①表紙 様式１-Ａ 

様式１-Ｂ 

様式１-Ｃ 

②協力事務所同意書(協力事務所がいる場

合のみ) 

様式２ 

③事業者に在籍する技術職員・資格者数 様式３ 

④事業者の主要業務実績 様式４ 

⑤総括責任者・主任技術者の業務実績 様式５ 
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７ 企画提案書 15部(正本１部、副本 14部) ５/20（金） 

①表紙 様式６-Ａ 

様式６-Ｂ 

様式６-Ｃ 

②業務の実施方針 様式７ 

③各種計画・設計に対する企画提案 様式８ 

④竣工後の全体イメージが伝わるイラス

ト、スケッチ図等 

Ａ3版 

※2枚以内 

⑤設計工程計画 様式９ 

⑥見積書 様式 10 

８ 質問書(希望者のみ) 様式 11 １部 ４/22（金） 

９ 辞退届(辞退希望者のみ) 様式 12 １部 ５/20（金） 

10 区政情報公開請求に関する提案書の取り扱

い 

様式 13 １部 ５/20（金） 

 

２．参加申込書の作成方法 

（１）参加申込書は、別添の様式に基づき作成する。 

※様式に既に記載されている文字等は削除・変更しないこと。 

（２）用紙の大きさはＡ４判タテ（片面印刷）とする。 

（３）「参加申込書」（様式１-Ａ）の提出者欄には、担当者の電子メールアドレスを

記入すること。 

（４）協力事務所がいる場合は「参加申込書」（様式１-Ｂ）に必要事項を記入し、

あわせて協力事務所同意書（様式２）を提出すること。 

（５）共同事業体として参加する場合は「参加申込書」（様式１-Ｃ）に必要事項を

記入し、提出すること。 

（６）様式３（事業者に在籍する技術職員・資格者数）に記載する内容は、下記の

とおりとする。 

① 応募事業者及び協力事務所それぞれに在籍する技術職員の資格・担当別人

数 

② 建築設計業務（総括責任者）に従事する一級建築士１名の氏名・登録番号

（登録証の写しも添付すること） 

（７）様式４（事業者の主要業務実績）に記載する内容は、下記のとおりとする。 

①事業者の主要業務実績は、応募事業者及び協力事務所が過去 10年間に完了

した業務実績をそれぞれ３事例以内、合計で最大６事例まで選定した上で、

施設等の写真（外観・内観）、平面図、施設概要、竣工時期等を掲載し、業

務の技術的特徴（設計コンセプト等）を文章により簡潔かつ具体的に記述す

ること。 

②記載事項が確認できるように発注者、建物用途と規模構造、竣工時期、事業
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者が従事したこと等が確認できる書類（設計契約書、雑誌掲載記事の写し

等）を別添で１部提出すること。 

※業務実績は、平成 24年４月以降に完了したものを記入すること。 

③業務名は、受注した設計業務名を記入すること。 

 

（８）様式５（総括責任者及び主任技術者の業務実績）に記載する内容は、下記の

とおりとする。 

①業務実績は、総括責任者又は主任技術者として関わった業務実績について記

載すること。 

②過去 10年間に完了した業務実績の件数を、４件以内とし記入する。 

※業務実績は、平成 24年４月以降に完了したものを記入すること。 

③立場とは、その業務における役割分担を言い、総括責任者、意匠担当主任技

術者（意匠担当）、構造担当主任技術者（構造担当）等の別を記入する。 

④総括責任者は、本業務を受託する応募事業者の所員とすること。 

⑤総括責任者、主任技術者においては、応募事業者又は協力事務所が直接雇用

している者であることを証するものを添付する。 

⑥総括責任者と意匠担当主任技術者の兼務は認めない。 

⑦「主な業務内容」には、業務実績に記載された業務中において、それぞれの

立場で経験した専門知識及び応用能力を発揮した事項についての業務内容を

記入すること。 

⑧業務実績については、記載事項が確認できるように発注者、建物用途と規模

構造、竣工時期、事業者が従事したこと等が確認できる書類（設計契約書、

雑誌掲載記事の写し等）を別添で１部提出すること。 

 

３．参加申込書の提出方法 

本参加申込書の提出は以下による。 

（１）提出様式：Ａ４判(タテ)とし本要領に定められた様式とする。 

※通しのページ番号を付けること。 

（２）提出部数：15部(正本１部、副本 14部) ※左２ヶ所ホチキス綴じ。 

①正本は会社名等を記入し、押印すること。 

②副本は、表紙を含む全ての様式において、会社名・代表者氏名、代表者印、

類推可能な名称及びロゴ等は一切記載しないこと。 

③参加申込書一式をＰＤＦデータでＣＤ１枚(ラベルに業務名及び会社名を記

入)にて提出のこと。 

※なお、区指定の様式以外に、背表紙やファイル等を付加したもの、また、コ

ーティング紙の使用を禁ずる。 
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４．企画提案書の作成方法 

（１）「業務の実施方針（様式７）」について 

業務の実施方針については、本プロポーザルの目的を十分理解した上で、以

下の提案のポイントに関して、文章により簡潔に記載すること。 

【提案のポイント】 

① 展示室の設計業務及び造園設計業務等を含めた業務全体の取組方針、コン

セプト 

②本業務を実施するために組織している取組体制、協力体制及びその特徴や配

慮事項 

※文章を補完するための写真あるいはイメージ図等の使用は可とする。 

※多色刷りを可とする。 

※様式４を用いて、Ａ３用紙横使いのうえ、２枚以内に納めること。 

※文字の大きさは原則 12 ポイント以上とする。 

※提案者(事業者名等)が特定できる内容は記載しないこと。 

（２）「各種計画・設計に対する企画提案（様式８）」について 

基本計画に掲載する内容及び別紙１「特記事項」ｐ２～４の「３．施設整

備」を踏まえ、下記項目について自由な提案をすること。なお、基本計画ｐ３

【第１章 計画策定に当たって 1.3 追加用地の活用方針について】及びｐ４

【第２章 追加用地の整備方針 2.1基本理念】は必須事項として提案に含める

こと。 

※基本計画ｐ５～７に示される【第２章 2.3諸室等の整備方針】及び【第３

章 整備・管理運営方法 3.3配置・平面計画】は必須事項とせず、あくまで

応募事業者の自由な提案を求めるものとする。 

①以下の項目に係る具体的提案 

ア ゾーニング及び動線計画 

・本計画地のゾーニング 

・本計画地向かいの「荻外荘」を含む（仮称）荻外荘公園としての動線計画 

イ 建築計画 

・施設計画の基本方針 

・諸室構成(ゾーニング計画) ※平面図も可とする 

・案内所（ショップ併設）やカフェ等、来園者のおもてなしの場として、リ

ピート率の高い施設とする工夫（演出・運営方針等） 

ウ 展示計画 

・展示コンセプト 

・展示手法 

・動線計画を含めたレイアウト 

・更新性を踏まえた工夫（企画展等を含む演出・運営方針等） 
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エ 造園計画 

・造園計画の基本方針 

・庭のゾーニング計画 

・造成計画 

・施設計画 

・既存樹木等の扱い 

オ その他 

・イニシャルコスト・ライフサイクルコスト 

・省エネ等の環境配慮 

・バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

※表現方法は文章を基本とし、当該施設等の設計趣旨、提案等プロポーザル

応募事業者が主張したい点を簡潔に分かりやすく記述すること。また、文

章を補完するための写真あるいはイメージ図、イラスト等の使用は可とす

る。 

※多色刷りを可とする。 

※様式８を用いて、Ａ３用紙横使いのうえ、４枚以内に納めること。 

※文字の大きさは原則 12 ポイント以上とする。 

※提案者(事業者名等)が特定できる内容は記載しないこと。 

※１者につき１案まで提出を可とする。 

②竣工後の全体イメージが伝わるイラスト、スケッチ図等 

下記の２項目について、Ａ３用紙横使いのうえ、２枚以内で作成すること。 

ア 建築及び造園 (分棟の場合は全体が分かる構図) 

イ 展示(展示内容が分かる展示室内全体の構図) 

※１者につき１案まで提出を可とする。 

（３）設計工程計画（様式９）（Ａ３ １枚） 

（４）見積書（様式 10） 

 

５．企画提案書の提出方法 

企画提案書の提出は以下による。 

（１）提出様式：本要領に定められた様式とする。 

※通しのページ番号を付けること。 

（２）提出部数：15部(正本１部、副本 14部) ※左２ヶ所ホチキス綴じ。 

①正本には、表紙に会社名等を記入し、押印すること。 

②副本には、表紙に会社名・代表者氏名、代表者印、類推可能な名称及びロゴ

等は一切記載しないこと。 

③企画提案書一式をＰＤＦデータでＣＤ若しくはＤＶＤ１枚(ラベルに業務名
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及び会社名を記入)にて提出のこと。 

※なお、杉並区指定の様式以外に、背表紙やファイル等を付加したもの、ま

た、コーティング紙の使用を禁ずる。 
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