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別紙１２ 設計図書リスト 
 

建築施設 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、配置図、案内図、面積表・

求積図、特記仕様書、工事区分表、仮設計

画図 

建築図面 仕上げ表、各階平面図、断面図、立面図、

矩計図、展開図、天井伏図、建具表、階段

詳細図、各部詳細図（平面、断面）、サイ

ン計画図、その他必要図面 

構造図面 基礎・杭伏図、基礎梁伏図、各階床梁伏図、

軸組図、部材断面リスト、ラーメン配筋図、

鉄骨詳細図、鉄骨継手リスト、雑配筋図、

工作物等詳細図、その他必要図面 

建築附帯電気 

設備図面 

受変電・発電設備図（機器仕様・結線図、

機器配置図、系統図）、電灯設備図（平面

図、分電盤図、照明器具図、系統図）、動

力設備図（平面図、系統図、制御盤図）、

情報通信設備図（機器仕様・姿図、平面図、

系統図、端子盤図）、防災・防犯設備図（機

器仕様・姿図、平面図、系統図）、テレビ

共聴視設備図（機器仕様・姿図、平面図、

系統図）、避雷針配線及び取り付け図、映

像・音響設備図（機器仕様・姿図、平面図、

系統図）、電波障害対策図（機器仕様・姿

図、平面図、系統図）、中央監視設備図（機

器仕様・姿図、平面図、系統図）、その他

必要図面 

図

面 

建築附帯機械 

設備図面 

給排水衛生・ガス設備図（機器リスト、平

面図、詳細図、系統図）、消火設備図（機

器仕様・姿図、平面図、系統図）、空調換

気設備図（機器リスト、平面図、詳細図、

系統図）、昇降機設備図（機械室詳細図、

かご詳細図、シャフト断面図、各部詳細

図）、その他必要図面 

図面等はA1 

及び A3 縮

小版、計算

書等は A4 

各５部 

設計計算書 仮設計画計算書、構造計算書、雨水排水流

量計算書、機械設備設計計算書、電気設備

設計計算書、省エネルギー計算書 

A4 ５部 

設計説明書 防災計画書、構造計画概要書、景観計画説

明書、色彩計画説明書（内外主要部）、ユ

ニバーサルデザイン説明書、環境対策説明

書、ランニングコスト縮減説明書、法的検

討書、電気設備概要書、機械設備概要書、

その他必要とする説明書 

A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む。 A4 ５部 

積算調書 数量計算書 A4 ５部 
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透視図 全体鳥瞰図１葉、各棟アイレベル外観図各

１葉、各棟内観図各１葉 

A2／A3 ５部 

模型 アクリル樹脂製、ケース入り － 一式 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

日影図 A2 １部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

建築基準法第６条による確認申請書及び申請に必要な図書類（建築、

昇降機、工作物（擁壁含む） 
３部（正、副、控） 

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例による標

識設置届及び届出に必要な図書類 
３部（正、副、控） 

建築基準法第４４条の規定による道路内の建築許可に係る建築審査

会の許可申請書及び申請に必要な図書類 
３部（正、副、控） 

都市計画法第５８条の２に規定による地区計画区域内の建築物の建

築に関する届出及び届出に必要な図書類 
３部（正、副、控） 

東京都景観条例に基づく特定行為通知書に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

東京都福祉のまちづくり整備協議書及び協議に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

緑化計画書及び届出に必要な図書類（東京都、江東区） ３部（正、副、控） 

雑用水利用・雨水浸透計画書及び届出に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

消防法による特例基準申請書及び申請に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

排水に関する事前協議書及び協議に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

給水に関する事前協議書及び協議に必要な図書類 ３部（正、副、控） 

東京都屋外広告物条例の規定に基づく許可申請書及び申請に必要な

図書類 
３部（正、副、控） 

水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置に関する届出及び届出に必

要な図書類 
３部（正、副、控） 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー計画

書 
３部（正、副、控） 

リサイクルに関する法律のリサイクル計画書 ３部（正、副、控） 

卸売市場施設整備事業費補助金交付に係る申請書及び申請に必要な

図書類 
３部（正、副、控） 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は別途

協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．模型の縮尺、仕様等については、別途都の指示による。 

  ６．透視図の原画は CG により作成し、A2 版カラーで出力したものをアルミ額縁に入れて１部

提出する。その他 A3 版カラーを５部提出する。透視図の視点等は、別途都の指示による。 

  ７．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議の上

決定する。 

  ８．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 
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ペデストリアンデッキ 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、案内図、数量総括表、全

体一般図、施工要領図 

上部工図面 線形図、構造一般図、主桁、横桁、対傾構、

主構、床組、床版、支承、伸縮装置、排水

装置、高欄・防護柵、地覆、照明、キャン

バー図、架設計画図、舗装、落橋防止構造、

その他必要図面 

下部工図面 下部工座標図、構造一般図、配筋図、その

他必要図面 

基礎工図面 基礎杭、その他必要図面 

仮設工図面 一般図、土留め工詳細図、その他必要図面

図

面 

その他付帯工 階段、エレベーター、駅舎改造図、その他

必要図面 

図面等はA1 

及び A3 縮

小版、計算

書等は A4 

各５部 

設計概要書 設計概要書、その他必要とする説明書 A4 ５部 

設計計算書 上部工、仮設工、下部工、基礎工、その他

必要とする設計計算書 

A4 ５部 

数量計算書 数量計算書 A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む A4 ５部 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は

別途協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議

の上決定する。 

  ６．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 
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環状 2号アンダー取付擁壁 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、案内図、数量総括表、全

体一般図、施工要領図 

擁壁工図面 座標図、構造一般図、伸縮装置、排水装置、

高欄・防護柵、地覆、照明、舗装、その他

必要図面 

基礎工図面 基礎杭、その他必要図面 

図

面 

仮設工図面 一般図、土留め工詳細図、その他必要図面

図面等はA1 

及び A3 縮

小版、計算

書等は A4 

各５部 

設計概要書 設計概要書、その他必要とする説明書 A4 ５部 

設計計算書 擁壁工、仮設工、基礎工、その他必要とす

る設計計算書 

A4 ５部 

数量計算書 数量計算書 A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む A4 ５部 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は

別途協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議

の上決定する。 

  ６．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 
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外周道路 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、位置図 

平面図 平面図 

縦断図 20m 毎測点及び主要点を標準とする測点 

標準横断面図 標準横断図 

横断面図 20m 毎測点及び主要点を標準とする測点 

土積図 土積図 

小構造物詳細図 ブロック積み擁壁、コンクリート擁壁(H

＜2m)、管渠(φ60cm 以下、道路横断以外)、

側溝、街渠、のり面保護工、小型排水路(幅

2m 以下または高さ 1.5m 以下)、集水桝、

防護柵工、階段工(高さ 3m 未満)等 

図

面 

排水系統図  

図面等はA1 

及び A3 縮

小版 

各５部 

報告書 設計報告書、その他必要とする説明書 A4 ５部 

流量計算書 排水設計流量計算書 A4 ５部 

数量計算書 数量計算書 A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む A4 ５部 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は

別途協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議

の上決定する。 

  ６．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 
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桟橋（取付道路含む） 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、案内図、全体一般図 

上部工図面 構造一般図、梁配筋図、床版配筋図、舗装、

杭頭詳細図、その他必要図面 

下部工図面 杭伏図、杭製作図、その他必要図面 
図

面 
その他付帯工 防食工、係留設備、防衝設備、車止め、梯

子、照明、防護柵、排水工、その他必要図

面 

図面等はA1 

及び A3 縮

小版、計算

書等は A4 

各５部 

設計概要書 設計概要書、その他必要とする説明書 A4 ５部 

設計計算書 上部工、下部工、付帯工、その他必要とす

る設計計算書 

A4 ５部 

数量計算書 数量計算書 A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む A4 ５部 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は

別途協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議

の上決定する。 

  ６．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 
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緑地 

図書名 内容 サイズ 部数 

共通図 表紙、図面目録、位置図 

全体平面図 平面図 

割付平面図 座標 

造成平面図 造成高 

施設平面図 施設配置 

排水平面図 排水系統 

電気平面図 電気系統 

植栽平面図 選定樹種、配置 

構造図 各種付帯施設 

標準横断面図 標準横断図 

横断面図 20m 毎測点及び主要点を標準とする測点 

  

  

図

面 

  

図面等はA1 

及び A3 縮

小版 

各５部 

報告書 設計報告書、その他必要とする説明書 A4 ５部 

数量計算書 数量計算書 A4 ５部 

工事費内訳明細書 メーカー見積書など単価参考資料を含む A4 ５部 

現地調査報告書 測量調査報告書、地質調査報告書 A4 ２部 

打合せ協議記録簿 A4 １部 

各種技術資料 － １部 

 

注）１．設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は

別途協議の上決定する。 

  ２．使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。 

  ３．提出は、原図及び複写図（二つ折り製本５部）とする。 

  ４．実施設計図書（各種技術資料は除く。）は、CD-ROM にまとめ、１部提出する。 

  ５．提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議

の上決定する。 

  ６．提出時の体裁等は、別途都の指示による。 

 
 
 

 


