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設計委託業務仕様書 

 

１．委託業務名    平成 28 年度 第 6号 

 （仮称）彦根総合運動公園第１種陸上競技場建築基本設計業務委託  

 

２．対象工事名称    （仮称）彦根総合運動公園第１種陸上競技場新築工事 

  (工事場所)      （彦根市松原町 3028） 

 

３．設計概要      別添『設計概要書』による。 

 

４．設計委託期間    契約締結の日より平成 29年 12 月 26 日まで 

 

５．建築計画の概要   『（仮称）彦根総合運動公園整備基本計画』および『（仮称）彦根総

合運動公園基本設計』を参照のこと。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/a/kikaku/kokutai/syukaijouseibi.html 

※ リンク先に表示する第１種陸上競技場の絵図は、イメージ（色彩や

形状等を含む。）を示すものであり、本業務で委託する設計を拘束

するものではない。 

 

６．事業工程     （仮称）彦根総合運動公園整備事業全体の工程については、別添『（仮

称）彦根総合運動公園基本設計の概要』を参照のこと。 

 

７．設計範囲、提案可能範囲 

  別図に示す『設計範囲』とする。 

なお、『提案可能範囲』についても提案可能とするが、提案に当たっては（仮称）

彦根総合運動公園基本設計における施設の配置等大きな変更は伴わないこと。 

 また、同時期に進める（仮称）彦根総合運動公園実施設計と十分に調整すること。 

 

８．業務範囲 

（１）第１種陸上競技場建築基本設計業務 

ア 第１種陸上競技場新築工事 

(ｱ)予定延べ面積：23,000 ㎡程度（建築基準法上、床面積に算入されるスタンドの

部分を含む）とする。 

(ｲ)主たる構造：鉄筋コンクリート造（ＰＣ造を含む。）または鉄骨鉄筋コンクリー

ト造とする。 

(ｳ)収容人数：15,000 人以上（芝生席等を含む。また、メインスタンドに固定席を

7,000 席程度（車椅子席を含む。）設置すること。）とする。 
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     ※ フィールド（トラック等を含む。）部分の地盤対策等の設計は、（仮

称）彦根総合運動公園基本設計等業務において実施済みである。 

 

イ 電気設備工事 一式 

ウ 機械設備工事 一式 

エ 外構工事 一式 

オ 景観にかかる環境調査 一式 

 

９．業務内容 

（１）下記の基本設計（建築、設備、外構その他一式を含む。）業務一式 

ア 第１種陸上競技場の基本設計 

       公益財団法人日本陸上競技連盟による第１種公認が得られる陸上競技場と

すること。 

イ アに伴う電気設備基本設計 

ウ アに伴う機械設備基本設計 

エ 外構基本設計 

オ 上記（アからエ）に伴う概算工事費積算書作成 

 

（２）景観にかかる環境調査 （仕様は別添『景観にかかる環境調査特記仕様書』のとお

り。） 

       第１種陸上競技場の計画検討や周辺住民等への事業説明、関係機関との協議

に向けて、当該競技場の高さ、形状、色彩等が彦根城など周辺景観への負荷の

程度や当該競技場の照明設備が周辺住宅地等におよぼす影響の検証などにつ

いて、効率的かつ継続的に可視化して比較検討できるよう、（仮称）彦根総合

運動公園および周辺について汎用三次元デジタル空間を作成し、多機能バーチ

ャルリアリティ（ＶＲ）コンテンツを制作すること。 

 

（３）その他 

ア 業務着手に先立ち、（仮称）彦根総合運動公園の彦根城（天守、西の丸、天秤

櫓）や彦根市景観計画に基づく視点場（特に松原湖橋、矢倉川橋、大洞弁財天の

３地点）からの見え方をはじめ、周辺景観についての十分な調査  

イ 建築基準法に基づく計画通知、許可、認定、承認等に伴う関係官庁との十分な

事前協議の実施、および周辺地域住民等への説明に対する支援業務の実施 

ウ 都市計画法に基づく開発許可等の関係諸官庁との十分な事前協議の実施 

エ その他建築に必要となる諸手続きにかかる関係諸官庁との事前協議 

オ 彦根市開発行為指導要綱・運用基準、彦根市景観条例および彦根市景観計画等

の滋賀県および彦根市の諸規定を遵守すること。 
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カ 本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

21 年版）」による。 

 

１０．業務条件 

（１）第１種陸上競技場の予定工事費（フィールド部分（トラック等を含む。）の工事費

を除く。）は、現時点で約８８億円を上限とし、第１種陸上競技場に求められる機能

を維持しつつ、可能な限り工事費の縮減を図るものとする。ただし、今後の社会情勢

により物価が変動する等予定工事費を超過する場合は、あらかじめ監督職員へ報告し

承認を得ること。 

 

（２）建物用途：運動施設(陸上競技場) 

   （国土交通省告示第15号  別添二 三 運動施設 第2類） 

 

（３）施設規模（第１種公認陸上競技場） 

ア 予定延べ面積：23,000㎡程度（建築基準法上、床面積に算入されるスタンドの

部分を含む。）とする。 

イ 収容人数：15,000 人以上（芝生席等を含む。また、メインスタンドに固定席

を 7,000 席程度（車椅子席を含む）設置すること。）とする。 

ウ 屋根の架設範囲：メインスタンドおよびバックスタンドの全面を覆う範囲（特

に、屋根等の積雪に対する落下防止対策を講じること。） 

エ 照明設備の設置方法：屋根に照明設備を設置（JIS Z 9127 を遵守すること。ま

た、照明柱は建てない。） 

オ 競技場の最高の高さ：できる限り高さを低く抑えるものとする。（（仮称）彦

根総合運動公園基本設計等業務において、モデルケースを作成し検証した際の競

技場の最高の高さは約 24ｍであった。詳細は、前述の業務報告書参照のこと。） 

カ 主要諸室・その他：次の各規程を満たすものとする。 

(ｱ)公益財団法人 日本陸上競技連盟 

第１種公認陸上競技場基本仕様、陸上競技場公認に関する細則、 

日本陸上競技連盟競技規則 

(ｲ)公益財団法人 日本体育協会 

国民体育大会開催基準要綱、国民体育大会開催基準要項細則、 

国民体育大会施設基準 

なお、諸室等は、球技などの多目的利用を考慮して設定すること。 

また、諸室等の必要性やその室の大きさについて、その根拠を整理するととと

もに、それら諸室の配置や大きさの妥当性を報告すること。 

（４）建築物の配置等 

  第１種陸上競技場の配置は、風向を考慮し施設長軸を南北方向(敷地南側の県道



4/11 

 

に対して垂直に配置)とし、西日を考慮してメインスタンドは西側に配置する。 

 

（５）主な法規制等 

種 別 法規制など 

都
市
計
画
法 

建
築
基
準
法 

主な用途地域 第１種中高層住居専用地域《近隣商業地域に変更予定》 

建ぺい率・容積率 60％・200％ 《変更後》80％･200％ 

防火地域 指定無し 

斜線制限(道路斜線) 距離：20ｍ 数値：1.25 

《変更後》距離：20ｍ 数値：1.5 

斜線制限(隣地境界） 距離：20ｍ 数値：1.25 

《変更後》距離：31ｍ 数値：2.5 

日影規制 対象建築物 ：建築物高さ＞10ｍ 

測定時間 ：冬至日 8：00～16：00 

測定面の高さ ：平均地盤面から 4ｍ 

敷地境界からの水平距離 ：5ｍ＜L≦10ｍ、L＜10ｍ 

規制される日影時間（最大限） ：4時間・2.5 時間 

《変更後》 

対象建築物 ：建築物高さ＞10ｍ 

測定時間 ：冬至日 8：00～16：00 

測定面の高さ ：平均地盤面から 4ｍ 

敷地境界からの水平距離 ：5ｍ＜L≦10ｍ、L＜10ｍ 

規制される日影時間（最大限） ：5時間・3時間 

風致地区 彦根城風致地区（公園区域全体に拡大予定） 

都市計画公園 総合公園として整備 

景
観

法 

景観計画 

（彦根市景観計画） 

市街地景観ゾーン 

（公園内の一部：城下町景観形成地域） 

地
域
に
お
け
る
歴
史

的
風
致
の
維
持
及
び

向
上
に
関
す
る
法
律 

歴史的風致維持 

向上計画 

重点区域 

（計画地内において、歴史的風致形成建造物の指定や行為

の規制などなし。） 

都
市
公
園
法 

建築面積率 

（建ぺい率） 
12％以下 

運動施設面積率 50％以下 

緑化面積率 目標 30％以上 
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※ 用途地域等は変更される予定であるので、設計着手前に再調査すること。 

（６）スケジュール／予定 

基本設計業務期間 平成 28 年度～29 年度 

実施設計業務期間 平成 29 年度～30 年度 

建設工事期間     平成 31年度～ 34年度 

 

 （７）（仮称）彦根総合運動公園整備基本設計との整合 

    当該基本設計の実施に当たっては、原則として、（仮称）彦根総合運動公園整備基

本設計に基づいた設計とすること。 

 

１１．設計にあたっての留意事項 

（１）周辺地域の景観、生活環境への配慮 

ア 彦根城をはじめとする歴史的な景観との調和 

(ｱ)競技場の高さを抑えること。 

(ｲ)競技場の周囲を樹木で囲んでボリューム感を抑えること。 

(ｳ)彦根城との連続性を考慮すること。 

(ｴ)彦根城天守から見下ろした際に競技場が突出しないこと。 

イ 彦根城天守からの景観に配慮した屋根の構造 

(ｱ)景観上支障となる照明柱をなくすため、スタンド両側とも屋根を架設し、屋根

先に照明設備を設置すること。 

(ｲ)スタンド全面に屋根を架設することで座席等を隠すなどデザインについて、十

分検討すること。 

ウ 周辺地域の景観や生活環境に配慮した照明設備 

(ｱ)照明柱は設置しないこと。 

(ｲ)両側スタンドとも光害の抑制が可能となる屋根先照明とすること。 

エ 周辺地域に馴染む色 

(ｱ)周辺地域の豊富な自然に溶け込む色とすること。 

(ｲ)明度や彩度を低く抑え、彦根城を尊重する色とすること。 

(ｳ)外壁や屋根だけでなく、フィールドや座席等、競技場全体の色彩に配慮するこ

と。 

オ 自然素材の使用 

(ｱ)擬石や擬木より本物の素材（自然素材）をできるだけ使用すること。 

(ｲ)屋内仕上材等に県産材をできるだけ使用すること。 

カ 公園整備との整合性 

(ｱ)建築と公園の整合がとれた景観とすること。 

 

（２）工事費の縮減 
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工事費については、建設物価の高騰や事業スケジュールを踏まえ、工期短縮を考慮

しつつ、可能な限りコストの縮減に努めること。 

 

（３）ライフサイクルコストの縮減 

施設の長寿命化や維持管理のしやすさに配慮し、耐久性の高い材料の採用に努める

こと。また、自然エネルギーの導入や雨水利用等を考慮し、施設全体の省エネルギー

化を図ること。 

 

（４）建築物の構造等 

第１種陸上競技場の構造検討に当たっては、時刻歴応答解析により構造安全性を確

認すること。なお、時刻歴応答解析を行った建築物は、建築基準法第 20条第１項第

一号の規定に基づく国土交通大臣の認定が必要であることから、この認定に先立ち指

定性能評定機関と性能評価書の取得に向けて事前協議を綿密に実施すること。 

また、建築敷地は琵琶湖に近接しており、また、かつて内湖であった場所を埋め立

てた土地で、地下水位が高く軟弱地盤であるため（別添地質調査データ参照）、基礎

工法等の採用に当たっては、特に地下水の状況に留意し周辺地盤へ影響を与えないよ

う十分に検討するとともに、施設の安全性および経済性に十分に留意すること。 

 

（５）災害時の対応等 

現在の彦根総合運動場は、滋賀県地域防災計画および彦根市地域防災計画にて防災

施設の指定を受けており、計画地全域は滋賀県緊急輸送ネットワークの「広域陸上輸

送拠点」、また陸上競技場は「災害用ヘリポート」としての役割を果たす想定である。

競技やイベントなどで多数の人が集まり、非常時・災害時には地域住民の避難場所と

しての役割も期待されることから、その安全性の確保に留意すること。再生可能エネ

ルギーや蓄電池の活用などによる非常時の照明設備など大規模災害時の緊急的な役

割を検討すること。 

 

１２．設計業務要領 

設計業務実施に当たっては、「滋賀県建築工事設計業務実施要綱」により行うこと。 

 

１３．提出図書 

（１）共通事項 

ア 設計に関する打ち合わせは、全て記録し、その都度速やかに提出すること。 

イ 設計に際し、環境や省エネルギー等への対応、および維持管理面にも十分配慮の

うえ、適切な設計を行い対応事項は要点を文書で提出すること。 

ウ 設計にあたり、計画建物に対する障害物（地中埋設物等）の有無、給排水、電気、

ガス等の供給施設の調査、関係機関との打ち合わせを十分にして、その結果を記録
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し報告すること。（写真を含む。） 

（２）基本設計 

［建築設計］ 

ア 提出図面等 

                 縮尺等 

付近見取り図        任意 

配置計画図（外構図を含む） １／５００ 

各階平面計画図       １／２００ 

立面図           １／２００ 

内外仕上げ表        任意 

面積表（各階棟ごと）    任意 

日影図       

（現状地盤面および計画地盤面のもの） 

断面図           １／２００ 

構造計画図（耐震に対する考え方、架構計画等） 

イ 設計方針概要書 

      整備に関する基本的な考え方および留意事項を基本に、設計方針、考え方の概

念図（諸室計画、動線計画、ゾーニング計画、安全計画等）を作成し、説明文を

添えて提出すること（Ａ３サイズ）。 

ウ 各法令整理表 

      関係法令を整理し照合リストを作成すること。 

エ 外観パース（３面程度、着色要）、内観パース（７面程度、着色要）、鳥瞰２面

（着色要）を簡単なデザインポリシーを添えて提出すること（Ａ３サイズ）。 

オ 工事費概算調書 

      建築・電気・機械・外構に区分し提出すること（算出は工種別方式による科目

までとする。）。 

カ その他発注者が必要に応じて求めるもの。 

 

［電気設備設計］ 

ア 提出図面等 

縮尺等          

付近見取り図            任意 

配置計画図             １／５００ 

受変電計画図            任意 

幹線系統図 計画書         任意 

弱電設備系統図 計画書       任意 

防災設備系統図 計画書       任意 
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照明計画図 計画書         任意 

照度分布図             任意 

（フィールド部分の計画照度および周辺住宅地への光害や虫害等を検証する

ことを含む。） 

イ 設計方針概要書 

   (ｱ)各設備に関する要旨を簡潔に記載すること。 

   (ｲ)受変電設備容量計算書、受配電設備計画書等を添付のこと。 

   (ｳ)省エネルギー、耐震計画書を添付のこと。 

ウ 各法令整理表 

     関係法令を整理し照合リストを作成すること。 

エ その他委託者が必要に応じて求めるもの 

 

［機械設備設計］ 

ア 提出図面等 

縮尺等 

付近見取り図            任意 

配置計画図             １／５００ 

給排水衛生設備系統図 計画書    任意 

ガス設備系統図 計画書       任意 

空調設備系統図 計画書       任意 

換気設備系統図 計画書       任意 

イ 設備方針概要書 

   (ｱ)各設備に対する要旨を簡潔に記載すること。 

   (ｲ)各種機器類容量算定書、空調方式熱源比較検討書等を添付のこと。 

   (ｳ)省エネルギー、耐震計画書を添付のこと。 

エ 各法令整理表 

     関係法令を整理し照合リストを作成すること。 

オ その他委託者が必要に応じて求めるもの 

 

（３）その他 

   ア 全体工程表 

   イ 住民説明に必要な資料 

 

１４．業務内容の疑義 

受託者は、業務内容に疑義があるときは、速やかに監督職員の指示を受けなければな

らない。 
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１５．設計図書の作成 

（１）共通 

設計図は原図、および CAD データ（ファイル形式は DWG および DXF または JWW）を

提出すること。 

（２）製本 

基本設計：５部 

１６．積算 

（１）概算積算とする。 

（２）積算は建築積算資格者が行うよう努めること。 

（３）概算工事費の算出に当たり、公共建築数量積算基準・公共建築設備積算基準等によ

り適切に行うこと。 

 

１７．景観にかかる環境調査  

    別添『景観にかかる環境調査特記仕様書』による。 

 

１８.その他 

   当設計業務の範囲以後の実施設計業務に相当する部分（フィールド（トラック等を含    

む。）部分を含む。）については、別に契約する予定をしており、基本設計業務受託者を

除外しない。
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【別図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）彦根総合運動公園第１種陸上競技場 設計範囲および提案可能範囲 

※ 上図に示す第１種陸上競技場は、（仮称）彦根総合運動公園基本設計業務委託で

作成したイメージ図であり、本業務で委託する設計を拘束しない。 
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業務位置図 

委託場所 


