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【第 1章】総 則 

１． 適用 

（１）本特記仕様書は、「平成 28 年度鍬ヶ崎・光岸地地区宅地整備その他工事」に適用するものとし、

工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用

を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものである。 

（２）設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められる事項は、契約の履行

を拘束するものとする。 

（３）設計図書と現地等の間に相違がある場合は、受注者は監督職員等に確認して指示を受けなければ

ならない。 

２．工事場所 

岩手県宮古市鍬ヶ崎他 

３．工期 

  契約締結日の翌日～平成 30年 3 月 31 日 

４．用語の定義 

工事請負契約にかかわる部分に使用する用語の定義は、基盤整備工事共通仕様書（以下、「共通仕

様書」という。）に準ずるものとし、次の各項に定めるところによる。 

（１）共通仕様書の現場代理人は、「監理技術者」と兼務する場合は読み替える。 

（２）監督員及び監理員を総称して監督職員等という。 

５．使用基準 

本工事は、本特記仕様書によるほか、設計図書において特に定めのない事項については、下記の

仕様書及び基準類によらなければならない。なお、下記によらない場合は、監督職員等と協議して

決定すること。 

【共通図書】        

（１）現場説明書・追加説明書・入札説明書・質疑応答書 

（２）基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 都市再生機構 平成 24年度版 

（３）測量作業規定及び測量作業共通仕様書 都市再生機構 平成 22 年４月版  

（４）宅地土工指針（案） 都市再生機構 平成 20年 4月 

（５） 宮古都市計画事業鍬ヶ崎・光岸地地区土地区画整理事業 宅地整備水準 

【宅地整備編】【宅地品質編】 平成 26年９月 宮古市  

宮古都市計画事業鍬ヶ崎・光岸地地区土地区画整理事業  

下水道設計基準   平成 26 年９月 宮古市 

（６）コンクリート標準示方書 土木学会 2007 年制定 

（７）コンクリートのポンプ施工指針 土木学会 平成 12年度版 

（８）鉄筋定着･継手指針 土木学会 2007 年版 

（９）アスファルト舗装工事共通仕様書解説 平成４年 12月 日本道路協会 
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（１０）舗装再生便覧 平成 22 年度版 日本道路協会 

（１１）舗装調査・試験法便覧 平成 19年６月 日本道路協会  

（１２）舗装設計施工指針 平成 18年度版 日本道路協会 

（１３）舗装施工便覧 平成 18 年度版 日本道路協会 

（１４）舗装標準示方書 2007 年制定 土木学会  

（１５）建設副産物適正処理推進要綱 建設省経建発第３号 平成 14年５月 30 日改正 

（１６）再生資源の利用促進について 

（１７）岩手県「復興資材活用マニュアル」平成 24 年 6月 

（１８）建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）建設省経建発第１号 平成５年１月 12日 

（１９）土木工事安全施工指針 国土交通省大臣官房技術調査課 平成 21 年３月 

（２０）建設機械施工安全技術指針 国土交通省 平成 17年３月 31日 

（２１）建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 

 建設大臣官房技術審議官通達昭和 62 年３月 30日 

（２２）道路工事現場における標示施設等の設置基準 

（２３）道路工事保安施設設置基準（案） 

（２４）道路土工要綱 2009 年 7月 

（２５）道路土工－切土工・斜面安定工指針 2009 年 7月 

（２６）道路土工－盛土工指針（平成 22年度版） 

（２７）道路土工－擁壁工指針（平成 24年度版） 

（２８）建設省河川砂防技術基準（案）同解説 設計編[Ⅰ] 

     建設省河川局監修/社団法人日本河川協会編  平成 9年 10 月 

（２４）その他監督職員等が指示する基準等 

６．提出書類について 

（１） 工事に係る提出書類は、共通仕様書に基づき提出すること。書類の様式は、共通仕様書で定める

様式とする。なお、提出書類のうち、主なものを下記に示す。 

着手届、請負代金内訳書、技術者名簿、工事計画書、実施工程表、施工体制台帳、工事記録、

安全教育・訓練報告書、材料使用届、工事材料検査表、工事主要材料総括表、出来形管理図表、

品質管理表、工事写真、完成図 

その他監督職員等の指示するものとする。  

（２） 本特記仕様書及び図面に詳細が明記されていない事項については、予め施工図または施工承諾願

を提出し、監督職員等の承諾を得ること。  

（３） 工事の施工計画書 

工事計画書には共通仕様書総則編２.１.７「工事計画書」による他、下記による。 

① 工事計画書を監督職員等に提出し、その承諾を得た後に工事に着手することを原則とする。 

② 作成にあたっては、共通仕様書総則編２.１.２「工事中の安全確保等」に基づき、豪雨、出水、

その他天災時の防災体制を記載し提出すること。 

③工事計画書の作成にあたっては、監督職員等と十分打合せを行うこと。 

④提出図書の提出時期 

以下に示す時期に、監督職員等に提出すること。 
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・工事計画書・・・工事着手まで 

・請負代金内訳書及び実施工程表・・・契約締結後 14日以内 

・（１）に示す上記以外の提出書類・・・それぞれ必要な時期 

（４） 工事完成図 

工事完成図は、共通仕様書による他、下記の通りとする。 

① 設計図面に出来形数値を反映させるものとする。 

② 材料業者一覧表を添付すること。 

③ 完成図の仕様は以下のとおりとする。 

ⅰ ＳＢブルー黒文字打観音製本Ａ２Ｓ仕上げ ２部（出来形入り） 

ⅱ 縮小版金文字黒表紙観音製本Ａ４Ｓ仕上げ ２部（出来形入り） 

ⅲ 完成図電子データ（ＤＸＦ，ＤＷＧ及びＰＤＦ形式） １式 

④ その他監督職員等の指示するもの  

（５） 工事完成検査 

工事完成検査は、共通仕様書による他、下記の通りとする。 

①受注者は検査にあたり、出来形測量を実施し、設計値と出来形値を比較できるように出来形

値を朱書きした出来形図を作成し、監督職員等の確認を受けたものを提出すること。 

②測定した出来形値について出来形算出根拠資料として取りまとめ提出すること。 

７．官公庁等への手続等 

受注者は、共通仕様書による他、発注者が行う官公庁等への手続きに協力しなければならない。ま

た受注者は、工事を実施するため、官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものと

する。 

８．地元関係者との交渉等 

（１） 地元関係者への説明、交渉等は監督職員等が行い受注者はそれに協力しなければならない。ま

た、受注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。 

（２） 受注者は、工事等の実施に当たり地元関係者から、要望等を受けた場合は、遅滞なくその旨を

監督職員等に報告し、監督職員等の指示を受けてから行うものとする。また、地元関係者との

間に紛争が生じないように努めなければならない。 

９．土地への立入り等 

（１） 受注者は、工事の実施のため国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員等及び関

係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、第三者の

土地への立入について、当該土地占有者の許可が必要となった場合は監督職員等に報告する。

また、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員

等に報告し指示を受けなければならない。 

（２） 受注者は、工事の遂行のため植栽伐採、垣、柵等の除去または土地もしくは工作物を一時使用
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する時は、あらかじめ監督職員等に報告し、指示を受けなければならない。 

（３） 受注者は前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に

示す外は監督職員等と協議により定めるものとする。 

（４） 受注者は、第三者の土地への立入に当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出

し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際してはこれを常に携帯しなければならない。 

１０．諸法令の遵守 

受注者は業務等の実施にあたっては、共通仕様書に基づき、関連する関係諸法令を遵守しなけれ 

ばならない。 

１１．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１） 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求または業務妨害（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

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２） （１）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。 

１２．打合せ 

工事を適正かつ円滑に実施するため、監督職員等と、常に密接な連絡をとり、工事の方針及び条

件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互

に確認しなければならない。 

１３．疑義 

本特記仕様書等に疑義が生じた場合、または業務上必要な事項で定めのない事項については、監督

職員等と協議を行うものとする。 

【第２章】工事関連 
１．適用 

本章は、「平成 28年度鍬ヶ崎・光岸地地区宅地整備その他工事」に適用する。受注者は本章の履行

において、対応が必要となる事項については「本特記仕様書及び監督職員等の協議、指示」により検討

を行った上で実施すること。 

２．一般事項 

（１）施工範囲が宮古市の管理地（土地使用承諾範囲）であることを確認した上で、工事着手すること。 

（２）民有地、民家、公道、河川、海洋等への土砂の流出、雨水の流出は絶対に避けること。 

（３）工事車両の運行経路については、事前に監督職員等に報告し承諾を得ること。 

（４）施工にあたり、完成した宅地や法面を破損した場合は、監督職員等に直ちに報告を行い原形に復
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旧すること。 

（５）工事現場内での建設機械の作動による粉塵発生がある場合は、可能な限りその防止に努めること

とし、強風時の作業は極力避けること。 

（６）施工にあたり、近接して既存家屋・工場等があることから、騒音、振動、ほこり等に十分注意し

た施工機械を選定すること。 

（７）施工中、周辺地盤および既存施設の変状が生じた時には、直ちに監督職員等に報告し対応につい

て協議すること。工事に際し必要な仮設等の対策は、監督職員等の承諾を得たのち、対策工事を

実施すること。 

（８）境界及び中心点の測量杭については、共通仕様書総則編 1.4.1「測量標」によることとし、常に

良好な維持管理を行うと共に、監督職員等の指示又は承諾が無い限り移設、除去、増設をしては

ならない。 

（９）工事測量については、共通仕様書総則編 1.4.2「工事測量」によることとする。また仮ＢＭを設

置する場合に使用する水準点は監督職員等より別途指示する。仮ＢＭについては、指定の水準点

と２点以上の検測を行い、その差 10√S mm（S＝片道ｷﾛ）以内であることを確認した上で使用す

ること。仮ＢＭの検測は、１回／月実施するものとし、その成果を点検し、異常の有無を確認す

ること。異常を発見した場合は、ただちに修正するとともに、監督職員等へ報告すること。 

（１０）仮設物等が確認された場合は、対処方法を検討したのち、監督職員等と協議した上で確実に撤

去を行うこと。 

（１１）仮設工については、工事の安全性を把握するとともにその内容を施工計画書に記載し監督職員

等へ提出すること。 

（１２）施工にあたっては、予め施工基面を目視調査し、木根材、コンクリート・アスコン塊等廃棄物

の混入を発見した場合は、適切な処分等方策を検討し、監督職員等と協議したうえで適切に

処分すること。 

（１３）工事において発生する木根、コンクリート･アスコン塊等廃棄物は、法令及び契約図書等に基

づき適正に処理することとし、現場に不法に放置または廃棄した場合には工事請負契約書 41

条に基づき「故意または重大な瑕疵」として補修または損害賠償請求を求める場合がある。

契約図書にその処理方法等が規定されていない場合には、処理方法等の検討を行い、その結

果を監督職員等へ報告し、承諾を得たのちに処理を行うこと。 

（１４）前項以外で施工中に他工事で発生した木根、コンクリート・アスコン塊及び不法投棄等による

廃棄物を発見した場合においても、処理方法等の検討を行い、その結果を監督職員等へ報告

し、承諾を得たのちに処理を行うこと。 

（１５）施工中に自然由来に起因する重金属類の土壌汚染を発見した場合は、監督職員等へ報告し指示

を受けなければならない。 

（１６）開口部を掘削状態で開放する際には、転落の恐れがない様、十分安全対策を行うこと。 

（１７）既設構造物の前面部の掘削または床掘を行う場合は、予め根入れ深さを調査し安全性を確認 

上で施工すること。 

（１８）大雨が予想される場合、大雨洪水警報が発令された場合は、作業員を待機させると共に、現場

を巡回し、安全点検を行い、巡回結果を監督職員等に報告すること。また、現場巡回時に危

険箇所が発見された場合は、ただちに監督職員等に報告するとともに適切な処置を講ずるこ

と。 
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（１９）施工に先立ち既存埋設物（電力線、通信線、ＣＡＴＶ、水道、ガス等）の埋設状況を確認し、

施工にあたっての支障の有無を確認すること。不具合があった場合は、監督職員等に報告し、

承諾を得たのちに対策を講じること。 

（２０）構造物等の基礎地盤面が岩質の時は、基礎構造等について監督職員等に報告し、承諾を得たの

ちに実施すること。 

 （２１）岩手県発注の他工事との関連エリアについては、他工事の進捗に応じ工事数量を減じる場合

がある。なおその場合別途、整地工事等を追加する。 

(別添図 他事業関連工事エリア図 別紙①参照の事） 

（２２）施工エリア内の仮設道路、仮設物の撤去、設置は監督職員等と別途協議すること。 

３．工事施工に係る監理技術者の業務内容 

（１）監理技術者は、工期の厳守及びコスト縮減を図るための、効率的な施工計画を策定し、発注者

へ提出すること。 

（２）工事請負契約書に添付される現場説明書特記事項及び本特記仕様書に記されている内容を熟知

し、工事施工にあたって遵守すること。 

４．工事施工に関する事項 

（１） 工事を施工するに当たっては、本特記仕様書によるほか、共通仕様書及び監督職員等との協議

・指示によること。 

（２） 本工事に係る施工範囲については、設計図書に示す範囲とする。 

５．施工条件 

（１）本工事は原則として、８：００～１７：００の時間帯で行うこととする。作業時間帯を変更す

る場合は、事前に監督職員等と協議すること。 

（２）原則として、土曜日、日曜日、祝日及び都市機構の閉庁日に作業は禁止する。但し、受注者は、

工事実施の都合上、土曜日、日曜日、祝日及び都市機構の閉庁日に作業を行う必要がある場合は、

事前に監督職員等と協議すること。 

（３） 公衆災害及び産業廃棄物処理にかかる工事については、事前に監督職員等へ通知するものとし、

監督職員等の立会の有無について協議すること。工事は、監理技術者立会の下、実施するものと

し、工事が完了したときは、その内容を監督職員等へ報告すること。 

（４）移転がある街区の着手可能予定時期 

施工エリア 移転家屋 着手可能予定時期 

B-6 戸建て住宅 平成 29年 10 月初 

C-1 企業 平成 29 年 11 月初 

別添図 着手可能予定時期図 別紙②参照の事 
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６．関係法令等に基づく手続きについて 

（１）本工事を施工する前に必要な関係法令等手続きについて、内容、提出時期等を工事計画書に

記載し、監督職員等に提出すること。 

（２）受注者が本工事において手続きが必要な関係法令等を別添法令一覧に示すが、別添法令一覧

の他に必要な法令等がある場合は適宜、工事計画書に記載し監督職員等に提出すること。ま

た、提出した工事計画書に記載されている各関係法令等について、工事着手前に申請を行い、

許可を得ること。 

（３）手続き実施にあたっては、共通仕様書施工関係基準１.１.26「官公署への手続など」を遵守

すること。 

（４）受注者は、各関係法令等の許可等の後、申請書類一式及び許可等の写しを工事記録に添付し

監督職員等に提出すること。また、工事着手にあたっては監督職員等の指示を受けること。 

（５）受注者は、工事期間中は承認年月日、承認番号、承認内容等が分かる書類等を現場内の見や

すい場所に掲示すること。 

７．コンクリート 

本工事で使用するコンクリートは下記によるものとする。 

（１）セメントは高炉Ｂ種を使用すること。それ以外による場合は、監督職員等と協議のこと。 

（２）コンクリート構造物に使用する水セメント比について、共通仕様書土木編１.３.２（2）に規

定する「耐久性に依存しないもの」とは、仮設構造物（数年の内に撤去するもの）、道路照明、

標識、防護柵などの基礎構造物、均しコンクリートを指す。 

（３）プレキャスト製品の基礎となる均しコンクリート及び擁壁工、カルバート工における現場打

ち構造物の基礎となる均しコンクリート（下表参照）は、共通仕様書１．３．３に基づきコンク

リート打設後の養生を行うこと。また前記以外の均しコンクリートにおいては、コンクリート打

設後に必要な保護を行うこととする。 

工 種 種 別 構造物名称 区 分 摘 要

路面排水工 側溝工 Ｕ型側溝等 
プレキャスト製品の基礎

部 

道路付属施設工 
街築ブロック

工 
縁石等 〃 

歩車道境界ブロ

ックを含む

擁壁工 

場所打擁壁工 L型擁壁等 現場打ち構造物の基礎部

プレキャスト

擁壁工 

プレキャスト L

型擁壁等 

プレキャスト製品の 

基礎部 

カルバート工 
プレキャスト

カルバート工 

プレキャストボ

ックス 

プレキャスト製品の 

基礎部 
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水路工 開水路 開水路等 現場打ち構造物の基礎部

８．土砂運搬 

（１）ダンプトラックによる土砂運搬工事については、運行計画書を監督職員等に提出すること。ま

た、公道を通行する場合は、シート掛けを行うこと。なお運行時間は、８：３０～17：００とす

る。 

（２）運搬土量の出来形管理について 

運搬土量の出来形については、現地測量による土量計測の他、３連の運搬伝票（搬出元、車両

運転手、搬出先）を使用し、管理すること。なお、ダンプ運搬車へのステッカー等の表示は以下

のとおり実施すること。 

①土運搬工事等継続的に通行する車両は、事前に運行予定車両リストを監督職員等に提出し、ス

テッカー等の配布を受けること。 

②車両には、監督職員等から配布されたステッカー等を運転席全面に表示すること。 

③運搬が終了した場合には、配布したステッカー等を監督職員等へ返却すること。 

９．整地工事 

（１）施工に先立ち、現況地盤高の測量を実施し、設計土量の確認を行うこと。 

（２）常に降雨による土砂流出の防止に心がけ、上流域の造成着手は防災計画上、流末の防災施設を

設置した後に土工事に着手すること。 

（３）宅地整備・周辺整備に当たっては、宮古都市計画事業鍬ヶ崎・光岸地地区土地区画整理事業 

 宅地整備水準【宅地整備編】【宅地品質編】を厳守すること。 

（４）本工事において搬入する盛土材については、粒径は 300ｍｍ以下となっていることから、基盤整

備工事共通仕様書土木編２.１.３「盛土工 1.盛土材」、土木造園材料仕様書 710「搬入盛土材」

の規定に基づき良質な盛土材を使用することとし、施工に当たっては、基盤整備工事共通仕様

書２.１.３「盛土工２.締固め管理、３.盛土工法」及び、宅地造成等規制法施行令第五条第三

項「地盤について講ずる措置に関する技術的基準」の規定に基づき、適正な管理を行うこと 

（５）盛土材に関する基準は、下記の通りとし、詳細は、「迅速な復旧・復興に資する再生資材の宅

地造成盛土への活用に向けた基本的考え方」（平成 24 年 3 月国土交通省 都市局 都市安全課）

による。 

① 盛土材料の最大粒径は、仕上げ面の整地の品質を確保し、宅地造成盛土上の建築物の基礎 

調査の支障としないため、仕上げ面から深さ 5.5m 未満の盛土材の最大粒径は 100mm とし、径

37.5mm 以上のものの混入率は 40%未満とする。 

（６）盛土品質管理基準については、共通仕様書によること。 

（７）盛土材料が岩砕等を多く含み、材料間の空隙が大きい場合は、細粒土を混合するなどして、盛

土層における地盤沈下対策に努めること。なお、スレーキング現象に関しては、宅地土工指針

(案)Ⅱ.８.２「盛土材料」を参照し、盛土材料については留意すること。 

（８）建設搬入土の受入に際しては、搬入ｹﾞｰﾄにおいて、木根、コンクリート、アスコン塊等廃棄物

の混入の有無を目視確認し混入が確認された場合には、受入を拒否すること。 
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    なお、建設発生土を受け入れる場合は、建設発生土受け入れ計画を作成し、監督職員等の承諾

を得ること。 

（９）造成において軟弱地盤層への盛土箇所、切盛境の箇所がある場合には、住宅の建築に有害とな

る不同沈下、変形等の懸念があることから、監督職員等に報告し協議すること。 

（１０）盛土は３０ｃｍ以下の撒きだし厚さで施工すること。 

（１１）盛土を行った宅地については、スウェーデン式サウンディング試験を行うこと、なお実施箇 

所については監督職員と協議すること。実施深度は宅地仕上げ面より 5.5ｍとする。 

１０．道路工事 

（１）床掘は深堀がないよう注意して行うこと。また、埋戻しは発生土を用い、不同沈下を生じない

よう十分転圧を行うこと。 

（２）基準となる境界杭については発注者にて設置するものとするが、街渠の中に入る場合があるの

で、あらかじめ監督職員等と協議を行うこと。 

（３）工事着手前に、工事施工範囲の既存構造物の損傷状態、既存埋設管にあっては、標高、勾配及

び通りなども調査すること。また、工事に際し対策等が必要となった場合は、監督職員等と協議

すること。 

（４）側溝等の二次製品を使用するところで、端数が出た場合は最低 30ｃｍ以上となるよう調整するこ

と。また、現場打ちで処理する場合は最大 30ｃｍとする。 

（５）施工区域内及び施工区域界付近において、既存構造物等で損傷等が確認された場合は、監督職員

等に報告すること。 

（６）構造等について、見直しが必要となった場合は、監督職員等と協議すること。 

（７）現況道路との擦付けが必要となる場合は監督職員等と協議すること。 

１１．舗装工事 

（１）舗装工にあたっては交差点付近、現道すり付け部等においては、施工図を作成し、滞水の生じ

ないよう施工すること。また街渠面より 舗装面が低くならないよう施工すること。 

（２）路床部については、あらかじめＣＢＲ試験を行い、路床強度の確認を行うこと。設計ＣＢＲに

満たない場合は、置換えを行うこと。 

（３）舗設に際して、あらかじめ高さ調整が必要となる人孔、弁筺等の調査を行い、高さ調整等が必

要となった場合は、受注者の責において対応すること。 

（４）人孔、弁筺等の既設構造物に損傷を与えないよう施工すること。 

   

 １２．排水工事 

 （１）埋設標示テープについて 

共通仕様書土木編 4.2.4「管布設工 5」に示す埋設標識テープの布設については、将来下水道管

理者の基準によるものとする。 

（２）宅地供給施設（取付管・宅地桝）の設置箇所については、事前に監督職員等に確認してから現

場の施工を行うこと。また取付管は本管１本(４ｍ)に３箇所以上取り付けてはならない。 

（３）排水工事（宅地桝・取付管）は完成後、舗装工事の前に将来管理者の検査 を受けること。また
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この際不備や修正を指示された場合については、速やかに対応をすること。 

（４）管布設に当たっては、管割図を作成し、施工すること。 

１３．擁壁工事 

（１）宮古都市計画事業鍬ヶ崎・光岸地地区土地区画整理事業  宅地整備水準【宅地整備編】【宅 

 地品質編】を厳守すること。 

（２）基礎地盤については、施工前に支持力の確認を行い監督職員等に報告すること。なお、支持力

試験の実施位置・試験方法については、監督職員等と協議すること。 

（３）地盤改良（安定処理工法）を行う場合は、計画地盤改良深度以深の支持力について確認した上

で改良深度を確定すること。また施工に先立ち室内配合試験を実施し、必要地耐力を満足する配

合量について監督職員等と協議すること。 

（４）擁壁背面部については、埋め戻し時の転圧を十分行い、沈下・宅地地盤強度不足にならないよ

うに留意すること。 

（５）擁壁背面部については、スウェーデン式サウンディング試験を行うこと、なお実施箇所につい

ては監督職員と協議すること。 

１４．河川工事

（１）工事にあたっては、降雨による河川外への土砂流出の防止に努め、河川流末に防災施設を設置 

 した後、土工事に着手すること。

（２）工事にあたっては、河川上流部に滞水を生じないような円滑な流下状態を維持すること。

（３）施工護岸の基礎地盤については、床付け面及び地盤改良底面の支持力をスウェーデン式サウン

ディング試験または、簡易支持力測定器（キャスポル）等により確認して、必要地耐力の確認

を行うこと。 

（４）施工護岸背面部については、スウェーデン式サウンディング試験を行うこと、なお実施箇所に 

ついては監督職員と協議すること。 

１５．分別解体等の条件明示について 

（１）本工事における特定建設資材の分別解体等の方法は下記を標準とする。 

① 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び

解
体
方
法

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法

①仮設
仮設工事 □手作業

  ■有 □無 □手作業・機械作業の併用

②土工
土工事 □手作業

  ■有 □無 ■手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事 □手作業
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  ■有 □無 ■手作業・機械作業の併用

④本体構造
本体構造の工事 □手作業

  ■有 □無 ■手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品
本体付属品の工事 □手作業

  □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

⑥その他
その他の工事 □手作業

  ■有 □無 ■手作業・機械作業の併用

※分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 

※作業内容は特定建設資材の使用の有無を記入する。 

② 再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

コンクリート 陸中建設（株） 宮古市崎山第６地割 46-1

アスファルトコンクリート 陸中建設（株） 宮古市崎山第６地割 46-1

※対象建設工事において発生する廃棄物のみとする。 

１６．構造物（舗装）撤去及びアスファルト廃材・コンクリート廃材について 

    工事により発生するアスファルト廃材及びコンクリート廃材については、通仕様書除却偏３.

１.１～３.３.４（「工事現場内の保管」「運搬及び処分の委託」「自己処理」「再資源化等」「産

業廃棄物広域認定制度」「再資源化完了報告等」「最終処分」）及び「資源の有効な利用の促進

に関する法律」を遵守し、以下の方法で適正に処理を行うこと。 

（１）アスファルト廃材及びコンクリート廃材は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき

許可を受けた「産業廃棄物処理施設（再資源化施設）」に搬出すること。 

（２）施工に先立ち、撤去構造物の規格、形状、寸法、体積等について監督職員等立会いの必要性の

有無について協議すること。また、工事は原則として、監理技術者立会いのもと実施し、監督職

員等に詳細な施工計画書を提出すること。工事が完了したときはその内容を監督職員等に報告す

ること。 

（３）アスファルト廃材及びコンクリート廃材の処分に先立ち、処分先、処分方法を記載した書面を

監督職員等へ提出すること。 

（４）廃棄物の運搬・処分を許可業者へ委託する場合には、委託契約書の写しを監督職員等へ提出す

ること。 

（５）処分量・運搬台数・搬出先計量器の検定書（検定合格証明書の写し）が確認できる書面・写真

等を監督職員等へ提出すること。 

① 搬出にあたっては、検収によって算出した推定値（積載状況写真添付）と、処分先の重量測

定結果を突き合わせて、出来高管理を行なうこと。 

② 搬出については、計画的な集中搬出に努めること。 

（６）搬出状況等について、定期的に監督職員等に報告すること。 

（７）アスファルト廃材及びコンクリート廃材は 30㎝以下に破砕すること。 

（８）宮古市と機構との協議調整により災害廃棄物対象となる可能性がある。災害廃棄物となった場
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合は、処分費用が無料となることから設計変更の対象とする。 

（９）アスファルト廃材及びコンクリート廃材、既設水道管（鉄くず）の処分先については、積算上

の条件明示であり、処分先、処分方法を指定するものではない。なお、受注者の選定する施設が

下記施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、

受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。 

① コンクリート、アスファルト 

・処分先： 陸中建設（株）（宮古市崎山第６地割 46-1） 

・運搬距離： L=7km（平均）   ・単価：2,600 円/t（無筋コンクリート） 

                    3,400 円/t（鉄筋コンクリート） 

                    2,600 円/t（アスファルト） 

   ② プラスチック廃材(塩ビ管) 

・処分先：塩ビリサイクル排水管協会会員各社 

・運搬距離：現場内集積(引き取り) ・買取価格：300 円/t 

（10）アスファルト廃材及びコンクリート廃材、自然石については撤去後、防塵ネットを設置した仮

置きヤードへ場内運搬とする。仮置きヤードは狭隘なためバックホウにて受取り敷均し整形する

こと。 

１７．交通誘導員について 

    受注者は、警察及び発注者と協議の上必要に応じ、交通誘導員を配置し、工事車両による事故

等の発生防止を図ること。 

（１）配置人数は、合計 1000 人とする。 

（２）配置時間は、工事の作業時間とする。 

     警察、他工事施工者等との協議により、配置計画の変更が生じた場合は、監督職員等と協議

のうえ、設計変更の対象とする。 

     なお、数量総括表に示す交通整理員の警備業法に基づく資格については、所轄の警察と協議

により決定すること。 

１８．工事における注意事項 

  （１）同一施工箇所に他業者が輻輳する箇所があるので、監督職員等の指示のもと工程調整を行う

こと。 

（２）電信・電力柱が施工箇所に現存するため、作業進捗に応じ電信・電力柱の移転要請を監督職員

等を通じ行うこと。(別添図 支障電柱位置図 別紙③参照の事) 

  (３）各施工エリアの現場状況を別添表に示す。（別添表①参照の事） 

(４）関連する他工事 

発注者 工事件名 施工者 工期 工事概要 

岩手県 二級河川閉伊崎川筋藤原

地区河川災害復旧(23 災

鹿島建設㈱・大坂建設

・三陸土建㈱JV 

平成 30年 3 月末 閉伊川水門 
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662 号)水門土木工事 

鍬ヶ崎地区防潮堤その２

工事(2工区) 

㈱浅沼・岩井建設特定

共同企業体 

平成 29年 10月末 防潮堤 

鍬ヶ崎地区防潮堤その３

工事(3工区) 

昭栄建設㈱ 平成 30年 3月 15日 防潮堤・陸閘・避難

橋 

日立浜地区海岸防潮堤ほ

か工事(4 工区) 

㈱森本組 平成 29年 12月末 防潮堤・船揚場 

日立浜地区海岸防潮堤そ

の２工事(5工区) 

㈱森本組 平成 29年 12月末 防潮堤 

東北電力  東北電力 随時 電力柱移設 

NTT 東日本  NTT 東日本 随時 電信柱移設 

UR 平成 28年度鍬ヶ崎・光岸

地地区下水道その他工事

㈱田中建設 平成29年 3月 31日

(平成 29年 9月 30

日変更予定) 

上下水道・整備工事

鍬ヶ崎・光岸地地区公園

整備工事(仮) 

未定 平成 29年 9 月 1日

    ～ 

平成30年 3月 31日

公園・防火水槽工事

                                   平成 28 年 12 月現在 









工事エリア

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

A-４

A-７

B-4

B-5

B-6

B-10

C-1

C-2

D-2

D-4

D-5

※　●は一部完成検査予定を示す。

工事期間想定表

平成29年 平成30年

移転家屋画地着手不可

移転家屋画地着手不可



各施工エリアの現場状況表 別添表①

宅地整備及び周辺整備

A-4 区5-15の上下水道は他工事で施工

43街区の①、②画地にはそれぞれ工事上支障となる倉庫が存在する

43街区の①、⑥画地にはそれぞれ工事上支障となる井戸が存在する

A-7 区9.5-1の上下水道は他工事で施工

25街区②画地は、契約駐車場があり代替駐車場を用意する必要がある

B-4 区5-21の上下水道は他工事で施工

工事エリアに既設電柱がある

B-5 区5-22の上下水道は他工事で施工

工事エリアに既設電柱がある

B-6 区5-23の上下水道は他工事で施工

工事エリアに既設電柱がある

B-10 特4-6の一部で他事業の陸閘工事が予定されている

C-2 区13-3の上下水道は他工事で施工

工事エリアの東側で他事業の陸閘工事と防潮堤工事が予定されている

C-1 区17-1の上下水道は他工事で施工

D-2 76街区の既設陸閘は、新設防潮堤と新設陸閘が完成したのち撤去となる

D-5 工事エリアに既設電柱がある


