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大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務に係る平成 29 年

度品質確認補助業務仕様書

【総 則】

（適用範囲と目的）

第１条 この仕様書は、大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務（以

下「一体的業務」という。）に係る平成29年度品質確認補助業務（以下「本業務」という。）に適用す

る。

一体的業務は、調査、測量、設計及び施工の一体的なマネジメントを実施することで、大船渡市大

船渡駅周辺地区震災復興事業の早期着手及び円滑な事業促進を図るために実施するものである。また、

一体的業務は整備内容が確定し速やかに工事着手する早期業務と、現時点では整備範囲や土地利用計

画等が変更となる可能性があり、条件が整った段階で実施する次期業務を包含している。

一体的業務においては、当機構が実施する関係機関等との調整及び基本設計に基づいて、一体的業

務の受注者（以下「一体的業務受注者」という。）は以下の業務を実施している。

①目標工期の最短化の実現やコスト縮減等、施工の前段階に関する検討

②工事の施工に関連する、調査、設計等業務の管理

③公共団体等との設計協議

④施工開始後の関連事業及び他企業との調整

⑤地盤調査、埋設物調査及び土壌汚染調査（以下「地盤調査等」という。）並びに地形測量等

⑥許認可等に係る図書作成

⑦工事施工

一体的業務では、一体的業務受注者が元請として実施する施工管理に加え、自主管理施工としてマ

ネジメント業務の中で工事施工の品質管理を行なうこととしている。また、発注者は一体的業務受注

者から提出される「品質管理計画書に基づく品質確認結果についての報告書」（以下「品質管理結果

報告書」という。）に基づき現地確認等を行なうことによって監督行為を行っている。

本業務は、一体的業務受注者が作成する「品質管理結果報告書」の確認を行うとともに、発注者が

定める「重点管理項目」については、現地確認等を行なうことにより、発注者が行う監督行為を補完

するものである。

※重点管理項目とは、一体的業務の受注者が作成する「品質管理計画書」の工種・管理項目のうち、

担当職員の承諾を受ける材料の確認や立会を必要とする重要度が高いと判断された管理項目で担

当職員と協議の上決定したものをいう。

（仕様書等の適用）

第２条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するもの

とする。

（用語の定義）

第３条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
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（１）「担当職員」とは、業務の履行について、発注者を代表して、仕様書で定めるところにより、業

務受注者を監督する者で、契約書第７条に定める者をいう。

（２）「管理技術者」とは、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理する者で、契

約書第６条に定める者をいう。

（３）「請負業務従事者」とは、品質確認補助業務に従事する技術者をいう。

（４）「成果品」とは、業務仕様書に定める業務の成果品をいう。

（５）「確認」とは、業務の履行に当たり、管理技術者が、契約書第９条に該当する事実を発見した

ときに、書面をもってその旨を担当職員に通知し、調査を求めることをいう。

（６）「通知」とは、担当職員が、「確認」を求められたとき又は、自ら契約書第９条に該当する事実

を発見したときに、直ちに調査を行い、その結果を書面にて管理技術者に連絡することをいう。

（７）「指示」とは、前項（６）において、調査の結果、必要なとるべき措置を管理技術者に対して

通知することをいう。

（８）「承諾」とは、受注者側の発議により管理技術者が担当職員に報告し、担当職員が了解するこ

とをいう。

（９）「協議」とは、書面により契約図書の内容について、担当職員と管理技術者が対等の立場で合

議することをいう。

（10）「提出」とは、管理技術者が担当職員に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はその

他の資料を説明し、差し出すことをいう。

（11）「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録

し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。

   ・業務内容の疑義           ・成果品の納品

   ・業務開始の連絡           ・貸与資料の提示

   ・業務完了（中間）の報告       ・様式の提示

   ・緊急連絡，事故報告         ・成果品の修正連絡

   ・業務内容の一部変更の通知

  注：事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。

（12）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。

（13）「修正」とは、目的物（成果品）が、前項の検査に合格しないとき、受注者の責務において行

うべき訂正、補足その他の措置をいう。

（14）「連絡票」とは、担当技術者と管理技術者の確認・通知を補完するために、担当技術者及び受

注者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。

（15）「業務連絡箱」とは、連絡票、受注者が提出する書面等の受け渡しをするための箱をいう。

（16）「施工者」とは、一体的業務受注者をいう。

（疑義）

第４条 受注者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって担当職員へ確

認又は協議を求め、担当職員は、調査を行った結果を書面で管理技術者へ通知又は協議を行い、業務

を実施するものとする。
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（業務の履行期間）

第５条 本業務の履行期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日とする。

（管理技術者）

第６条 受注者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う管理技術者を定めなければならない。  

本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第８条に示す業務計画書に明記し、担当職員に提出し

なければならない。

区  分 担 当 業 務

管理技術者
品質確認補助業務の履行に関し、業務の管理及び品質管理の確認を行

い、品質確認補助業務を統括する者。

監理員 管理技術者の指示の下で、品質確認補助業務を担当する者

（担当部署）

第７条 実施に係る発注者の担当部署は、次のとおりとする。

大船渡復興支援事務所 基盤工事課

（業務計画書）

第８条 管理技術者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、担当職員に提出し承

諾を得なければならない。

（１）業務概要

（２）実施工程表及び配員計画

（３）業務実施方針・方法

（４）業務対象工事に係る重点管理項目

（５）使用する主な図書及び基準

（６）業務実施体制計画

（７）連絡体制（緊急時含む）

（８）その他、業務実施上の必要事項

（業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応）

第９条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、担当職員又は発注者職

員に取り次ぐ。

（守秘義務）

第１０条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果品等を他人に閲

覧、複写、譲渡してはならない。ただし、書面により担当職員の承諾を得たときは、この限りではな
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い。

（機材等）

第１１条 特記なき限り、業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、担当職員の立会い、確認を要

するものとする。

（資料等の貸与及び返却）

第１２条 発注者は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。

２ 受注者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を提出し

なければならない。

３ 受注者は、貸与品を使用した後はただちに発注者に返却するものとする。

４ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷し

た場合には、受注者の責任において修復するものとする。

５ 受注者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

（業務連絡箱）

第１３条 発注者が、発注者事務所を使用して業務を従事する場合には、発注者は、業務連絡箱を設置

するものとする。

２ 請負業務従事者への書類や郵便物等は、業務連絡箱に投函されるものとする。

（関係法令及び条例の遵守）

第１４条 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければなら

ない。

（再委託）

第１５条 受注者は、一体的業務受注者が作成する「品質管理結果報告書の確認」及び「重点管理項目」

についての現地確認を再委託することはできない。

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、作図など

の簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

３ 受注者は、第 1 項、第 2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、契約書第 4 条第 2項に基づ

き、発注者の承諾を得なければならない。

（業務進捗確認方法）

第１６条 業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員と管理技術者は、密接な連絡をとり、業務の

方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度管理技術者が記

録簿に記録し、相互に了解しなければならない。

（テクリス登録）
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第１７条 受注者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契約

後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、測

量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し、登録内容につ

いて担当職員の確認を受けた後に、一般財団法人日本建設情報総合センターに提出するとともに、一

般財団法人日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写しを担当職員に提出しなければ

ならない。

（検 査）

第１８条 業務が完了したときは、受注者は成果品並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、担当職

員が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。

（成果品）

第１９条 成果品は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、

担当職員に提出するものとする。

２ 成果品は、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。

（業務の完了）

第２０条 完了した成果品を担当職員に提出し、発注者が行う検査に合格したときをもって当該業務の

完了とする。ただし、業務完了後においても、成果品に不完全な箇所が発見された場合には、受注者

はその責任において補正を行わなければならない。

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理）

第２１条 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察へ通報

を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

２ 前項により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した文書により発注者に報告すること。

３ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注

者と協議を行うこと。

以 上
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【業務仕様書】

（総  則）

１ 適  用

本仕様書は、「大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務に係る平

成 29 年度品質確認補助その他業務仕様書」【総則】第 1 条に定める業務の仕様書である。

２ 業務処理に係る共通事項

１）事務所使用に関する事項

①受注者が、本業務履行のために、新規に拠点事務所等を設置する場合、または発注者事務所を使

用する場合、別添「事務所等の使用料（単価）」により算定された事務所等（事務所、会議室）使用

料相当分を直接費として見込むものとする。

②受注者が発注者事務所等を使用する場合は、「事務所等（事務所、会議室）の使用料に関する協定」

を締結するものとする。

２）業務実施上必要な備品等（事務所等以外の直接費等）

上記１）以外で、業務実施に必要となる直接的な経費（什器・備品等）は、受注者が準備するも

のとし、受注者の管理の下、注意を持って使用すること。なお、業務のために移動手段が必要な場合

に限り、旅費交通費を計上できるものとする。なお、旅費交通費に替えて、業務用自動車（ライトバ

ン 1500cc 相当）を計上することもできる。また、上記以外の経費について、必要性があるものにつ

いては、変更協議できるものとする。

３ 委託料基準等

１）本業務に適用する委託料基準は、「機構支援業務（工事管理）積算基準（案）Ｈ21.12」とする。

ただし、３（２）１）②③④、（６）、（７）は適用しない。

２）配員数等については下記を想定しているが、指定するものではない。

・管理技術者は、業務期間の全期間（12 ヶ月）配置するものとし、延べ 48 名を計上する。

技術者職位については、技師Ａ相当とする。

・監理員は、業務工期の全期間（12 ヶ月）配置するものとし、延べ 234 名を計上する。

技術者職位については、技師Ｃ相当とする。

・業務用自動車（ライトバン 1500cc 相当）は、業務期間の全期間（12 ヶ月）配置するものとし、

延べ 12 台を計上する。

４ 業務実施留意事項

１）実施に当たって

（１）業務の履行に際し、必要な発注者資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できない

ものについては、業務発生時期に貸与する。

（２）貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、発注者事務所執務室外への持出しは禁

止する。ただし、担当職員の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。
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（３）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。

（４）発注者が別に定める各様式（実施要領に定める基準等及び実施計画、甲の規程、通達及び本

仕様書で定める様式）については、受注者の応諾の範囲で変更できるものとする。

（５）本業務の実施にあたり、担当職員への報告または成果品においてデータにより納品する場合、

ファイル形式は下記の通りとする。

種 別 ファイル形式

調書，記録簿，連絡文書，報告

書 等

Microsoft Word2010 以下

PDF ファイル Acrobat7.0 以下

画像ファイル JPEG 及び GIF、TIF 形式

集計（数値）データ Microsoft Excel2010 以下

図面 Auto CAD2007 以下

圧縮ファイル LZH 形式

５ 品質確認補助業務関連

（１）準拠すべき仕様書、基準等

受注者は、発注者が契約した一体的業務に伴う工事（品質確認補助業務の対象工事）について、

一体的業務受注者が策定した「工事監理計画書」に基づき実施された品質管理結果を十分確認する

とともに、重点管理項目については自ら現地確認を行うことにより、十分に品質が確保されている

ことを確認するものとする。

基 準 等 発 行

大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興事業の工事施工等に関する一体的業

務の基本協定書
都市機構

工事監督業務委託共通仕様書 都市機構

工事監督業務における計画書の作成について（平成 13 年 10 月 16 日付 13

－46）
都市機構

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（平成 24年度版） 都市機構

監督必携 都市機構

  上水道布設工事の品質管理補助業務を行う際は、水道事業者の工事監督基準を確認すること。

なお、上記「工事監督業務委託共通仕様書」に定める用語については、本仕様書では次のとおり

読み替えるものとする。

   １）「監理員」は、本仕様書の「受注者」に読み替える。

   ２）「担当職員」は、本仕様書の「担当職員」に読み替える。

   ３）「指示・協議」は、本仕様書の「連絡・確認」に読み替える。

（２）業務実施に係る内容

①監督業務実施計画
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管理技術者は、品質確認補助業務の実施にあたり、【総則】第８条に基づき、「業務計画書」を

作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。

また、業務内容に重要な変更が生じた場合は、その都度、変更に関連するものについて「業務

変更計画書」を作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。

②業務内容の確認

  管理技術者は、品質確認補助業務対象工事の工期等が本業務仕様書の記載内容と異なる場合、

担当職員と業務処理に係る協議を行う。この場合において、担当職員は、当該変更又は追加に係

る「業務内容確認書・請書」を管理技術者に提出する。

③業務報告

管理技術者は、品質確認補助業務の処理結果について業務履行日毎に、「業務内容報告書」を

作成し、週に 1 回、業務週報として担当職員に報告すること。ただし、重要な処理事項が発生し

た場合は、速やかに報告すること。重要な処理事項とは、工事の請負契約内容に関すること、請

負業務の範囲を超える事項で機構の判断を要すること及び受注者が疑義を生じたことをいう。

④管理技術者

管理技術者は、品質確認補助業務を総括指導し、担当職員に対して技術的助言を行い、業務が

円滑に行われるよう努めなければならない。また、請負業務従事者に適切な指導を行い、業務が

円滑に行われるように努めなければならない。

⑤請負業務従事者

請負業務従事者は、業務の実施にあたっては、管理技術者の助言・指導を受け実施すること。

また、管理技術者が助言・指導を行う上で必要となる情報（工事上の課題や懸念事項及び工事請

負業者の施工体制等）は、遅滞なく報告すること。

⑥請負契約の変更

担当職員は、品質確認補助業務内容を変更する必要が生じた場合は、受注者と監督業務請負契

約書第９条第２項に基づき協議して定める。

（３）品質確認補助業務対象工事

受注者は、次の工事（品質確認補助対象工事）について品質確認補助業務を行うものとする。

工事等名 工事工期（予定） 品質確認補助対象期間

「大船渡市大船渡駅周辺地区震災復興事業の工事施

工等に関する一体的業務」に伴う工事
H29.4～H30.3 H29.4～H30.3

注）工事内容（規模、工期、発注時期等）については変更が生じることがある。また、変更に伴い、

品質確認体制に変動が生じた場合には契約変更を行う。

（４）品質確認補助業務対象工事に係る内容

①品質確認補助業務計画書

管理技術者は、「工事監督業務における計画書の作成について（平成13年10月16日付13－46）」

を参考に担当職員との調整により、「品質確認補助業務計画書」を作成し、当該業務着手までに
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担当職員に提出し確認を受けること。また、大幅な変更が生じたときや管理技術者等に変更があ

ったときは、その都度、速やかに「品質確認補助業務変更計画書」を作成し、担当職員に提出し

確認を受ける。

  ②品質管理結果報告書の確認

    受注者は、一体的業務受注者から提出される「品質管理結果報告書」の確認を行い、その結果

を担当職員に報告すること。

  ③現地における立会確認

    受注者は、重点監理項目について立会確認を行う。重点監理項目は担当職員と協議のうえ、決

定するものとする。なお、立会の頻度は週 2日を標準とし、重点管理項目の決定に当たっては上

記頻度で実施することを踏まえ決定するものとする。

  ④発注者への報告事項

    一体的業務受注者が行なう品質管理について、常にその実施状況等を確認し、問題等が発生し

た場合には、速やかに発注者に報告すること。

以 上


