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大阪駅北(２期)地区迂回道路実施設計その他業務

特 記 仕 様 書

第１章 総  則

第１条 適 用

本特記仕様書は「大阪駅北(２期)地区迂回道路実施設計その他業務」（以下「本業務」という。）

に適用する。

本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書によるほか、土木設計業務等共通仕様書（以下

「共通仕様書」という。）及び調査職員の指示による。

第２条 設計範囲

設計範囲は、別紙位置図に示す範囲とする。

第３条 履行期間

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日より平成２８年９月３０日までとする。

※但し、第２章業務内容、第４条業務内容(７)「国道１７６号接続橋梁検討」については、

平成２８年３月１５日までに完了するものとする。

第４条 管理技術者

管理技術者は、技術士（業務に該当する部門）、あるいはシビルコンサルティングマネージャ

ー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者（業務に該当する部門）とする。

第５条 打合せ

１ 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業

務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、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。

２ 業務着手時、及び基礎資料作成をしていく中での区切りにおいて、管理技術者と調査職員は

打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し相互に確認

しなければならない。

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と

打合せするものとする。

４  管理技術者は、打合せに必要な日時調整を、速やかに行い、調査職員と打合せするものとす

る。

第６条 業務計画書

１ 受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならな

い。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

・業務概要         ・実施方針         ・業務工程

・業務組織計画       ・打合せ計画     ・成果品の内容、部数
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・使用する主な図書及び基準 ・連絡体制（緊急時含む） ・その他（特記事項）

なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画に

ついて記載するものとする。

第７条 現地踏査

受注者は、当業務の実施にあたり、業務範囲箇所の現地踏査を行い、貸与された設計データ・

図面、資料等との整合性を確認するものとする。

また、受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果を「現

地踏査報告書」としてとりまとめることとする。

第８条 設計業務等の成果

   成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。

  １ 業務成果概要書

    業務成果概要書は、業務等の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、工事毎の整

理、各必要項目の整理等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。

  ２ 設計計算書等

    検討項目は、特記仕様書「第２章 業務内容」によるものとする。

  ３ 基礎資料

    基礎資料は、別に定める土木工事設計図面作成要領を基本に特記仕様書「第２章 業務内容」

に示す方法等により作成するものとする。

第９条   再委託

１ 契約書第８条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者

は、これを再委託することはできない。

・ 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

・ 解析業務における手法の決定及び技術的判断

・ 設計の中核となる図面等の作成

・ 打合せ等

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項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得

なければならない。

４ 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にして

おくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理のもとに設計業務等

を実施しなければならない。

なお、協力者は、機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名

停止期間中であってはならない。

第２章 業務内容

第１条 業務の目的

本業務は、「大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理事業」において、現地の調査
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を行ったのち、同事業の工事に必要な図面、数量並びに各種計算書等を調査職員から指示される

工事毎に作成することを目的とする。

併せて、設計及び施工に伴う関係機関との協議に必要となる資料の作成並びに同協議に出席を

行い、技術的アドバイスを行うことを目的とする。

第２条 使用する技術基準等

１ 関係法例等

・ 道路構造令      ・ 道路法           ・下水道法

・ 土地区画整理法    ・ その他

２  技術基準等

・ 都市再生機構  基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準

土木材料共通仕様書

土木工事図面作成要領（案）

土木設計業務等の電子納品要領（案）

  CAD による土木工事図面作成要領（案）

土木工事数量算出要領（案）

工事工種体系ツリー図

土木工事工種体系化細別用語定義集

工事工種体系化モジュール内訳表

土木造園工事積算要領

・ 日本下水道協会  下水道施設計画・設計指針と解説

・ 日本道路協会  道路構造令の解説と運用

道路橋示方書・同解説

・ その他

第３条 資料等の貸与及び返却

１ 本業務で使用する次の技術関係資料は、調査職員が受注者に貸与するものとする。

・ 当該区域現況測量データ

・ 地下道設置工事データ

・ 地下道出入り口設置工事データ

・ 各関係事業工事データ

・ その他本設計に必要と調査職員が認めたデータ

２ 契約書第１７条第１項に規定する引渡場所は、独立行政法人都市再生機構西日本支社うめき

た都市再生事務所とする。なお、不要となった貸与品については、速やかに返還するものとす

る。

３  受注者は、第１項において貸与された図面及びその他関係資料の、使用並びに保管等に充分

注意を払い、丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図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。

第４条 業務内容

本業務の作業内容は、次に定める通りとする。

（１）九条梅田線迂回道路部整地設計

   九条梅田線の迂回道路設置に伴い、盛土工が必要であることから、迂回道路設置予定
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箇所の整地設計（盛土設計）を行い、本工事に必要な図面及び数量計算書、その他資料

の作成を行うこと。

    整地実施設計     Ａ＝１．３ha

   （２）九条梅田線迂回道路設計

      現在供用中である九条梅田線が、当該事業区域内の工事の支障となることから、迂回道

路の設置が必要となるため、本工事発注に必要な図面及び数量計算書、その他資料の作成

を行うこと。

         仮設迂回道路     Ｌ＝４３０ｍ・Ｗ＝２５ｍ

          ・仮設道路

          ・両側歩道

        ・その他、現在供用中の道路と同規格程度

（３）地下道出入り口（東側）撤去設計

   現在供用中である地下道の出入り口施設が、当該事業区域内の工事の支障ととなるこ

とから、当施設の撤去が必要となるため、本工事発注に必要な図面及び数量計算書、その

他資料の作成を行うこと。

    地下道入り口施設撤去     Ｎ＝１箇所

（Ｌ＝４２．８・Ｗ＝７．６ｍ・階段及びスロープ構造）

     ・本体（鉄筋コンクリート構造物）

     ・屋根（ポリカボネート製ほか）

     ・照明施設（独立柱）

     ・電気施設（付属物含む）

     ・雨水排水ポンプ施設

     ・土留め仮設施設

     ・その他付帯施設

  なお、設計作業の内容については、当施設設置時の発注図面データの修正にて撤去工

事に必要な図書を作成すること。

  ※）図面作成枚数２５枚：図面修正率２５％（数量計算書含む）

  ※）図面枚数、修正率については想定の枚数である。

また、本工事に必要な仮設土留めついては、設計・計算等を行い、本工事発注に必要

      な図面及び数量計算書、その他資料の作成を行うこと。

   仮設土留め設計      １式

     ・切梁式２段

（４）地下道出入り口（西側）新設設計

   現在供用中である地下道の出入り口施設が、当該事業区域内の工事の支障となり撤去

を行うため、代替え施設の設置が必要となることから、本工事発注に必要な図面及び数量

計算書、その他資料の作成を行うこと。

        地下道入り口施設新設     Ｎ＝１箇所

        当該施設については、現在供用中の施設と同等の施設とする。

（Ｌ＝４２．８・Ｗ＝７．６ｍ・階段及びスロープ構造）

     ・本体（鉄筋コンクリート構造物）

     ・屋根（ポリカボネート製ほか）
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     ・照明施設（独立柱）

     ・電気施設（付属物含む）

     ・雨水排水ポンプ施設

     ・土留め仮設施設

     ・その他付帯施設

  なお、設計作業の内容については、現在の施設の発注図面データの修正にて行うもの

とする。

   ※）図面作成枚数５０枚：図面修正率２５％（数量計算書含む）

   ※）図面枚数、修正率については想定の枚数である。

また、本工事に必要な仮設土留めついては、設計・計算等を行い、本工事発注に必要

      な図面及び数量計算書、その他資料の作成を行うこと。

    仮設土留め設計      １式

     ・切梁式２段

（５）地下道撤去設計

   現在供用中である地下道が、当該事業区域内の工事の支障となることから、当施設の

一部の撤去が必要となるため、本工事発注に必要な図面及び数量計算書、その他資料の作

成を行うこと。

    地下道（函渠部）     Ｌ＝１２５ｍ

    ・本体（函渠施設：コンクリート構造物）

なお、設計作業の内容については、現在の施設の発注図面データの修正にて行うもの

とする。

   ※）図面作成枚数８枚：図面修正率２５％（数量計算書含む）

   ※）図面枚数、修正率については想定の枚数である。

また、本工事に必要な仮設土留めついては、設計・計算等を行い、本工事発注に必要

      な図面及び数量計算書、その他資料の作成を行うこと。

    仮設土留め設計      １式

     ・切梁式２段

（６）仮設歩道（地下道代替歩道）設計

   地下道の一部撤去に伴い、代替えとなる歩行者専用道路の設置が必要であるため、本工

事発注に必要な図面及び数量計算書、その他資料の作成を行うこと。

歩行者専用道路     Ｌ＝１６０ｍ・Ｗ＝４～６ｍ

     ・アスファルト舗装

     ・照明施設

     ・排水施設

     ・安全施設

（７）国道１７６号接続橋梁検討

   本事業において、都市計画道路の国道１７６号（現道）への接続を行うにあたり、接続

に必要な道路橋の上部工、下部工、基礎工について検討を行うこと。

   また、本橋梁直下の地下部分に計画されているＪＲ（ボックス形状軌道敷）との関係を

検討し、お互いの構造の支障となる項目を整理すること。

道路橋     Ｌ＝２４０ｍ・Ｗ＝９ｍ～１１ｍ
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※）橋長及び支間割り等の検討を行い、架橋地点の橋梁として適切な、橋梁形式と

して、構造特性、施工性、経済性、維持管理等総合的に検討を行うこと。

     ・橋梁形式計画（下部工、基礎を含む）

     ・各種計算（下部工、基礎を含む）

     ・一般、詳細図面作成（下部工、基礎を含む）

     ・概算工事費算出（下部工、基礎を含む）

（８）関係機関協議資料作成

   当事業に伴い、各関係機関との協議に必要となる資料の作成並びに協議への出席等を行

うものとする。

         関係機関協議資料作成     １式

協議回数（各管理者協議）     ８回

     ・各管理者協議

     ・公安協議

           ・その他事業に必要な協議

（９）業務に伴う設計打合せ

   管理技術者及び設計担当者は、調査職員と本設計における打ち合わせを行うこと。

また、打ち合わせ内容については、打ち合わせ協議録を作成し、押印を行ったのち、調

     査職員へ提出すること。

設計打ち合せ     ３回

（業務着手時、中間、成果品納入時）

※）なお、上記打ち合せのうち、業務着手時及び成果品納入時については、必ず

管理技術者も同席すること。

第３章 その他

第１条 業務カルテの作成

受注者は、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

作成し調査職員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクに

より、又は公衆回線を通じてオンラインで提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター

発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下

のとおりとする。

なお、業務カルテの作成にあたっては、別に定める「テクリス登録要領」を参考とする。

１ 受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

２ 完了時登録データの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

３ なお、履行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日

以内に変更データを提出しなければならない。

第２条 守秘義務

１ 受注者は、契約書第６条第１項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。

２ 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、契約書第２７条第１項の承諾を受

けた場合はこの限りではない。
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第３条 業務の完了及び誤りの訂正

本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。

なお、検査の合格後であっても誤りが発見された場合には、受注者の負担で速やかにこれを訂

正すること。

第４条 成果品

１ 提出する成果品は、下記のとおりとする。

項  目 サイズ 成 果 品 数

(１)実施設計図面

①発注図面 Ａ１版

Ａ３縮小版

―

青焼き製本

１部

３部

原図１式

原図１式

(２)計算書等

①数量計算書

②各種計算書

Ａ４版

Ａ４版

製本

製本

３部

３部

原稿１式

原稿１式

(３)報告書等

①設計業務等成果概要書

②現地踏査報告書

③設計報告書

④コスト縮減検討書

⑤打ち合せ記録簿

⑥照査報告書

⑦接続橋梁検討資料

⑦関係機関協議資料

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

Ａ４版

適宜

適宜

製本

製本

製本

製本

製本

製本

製本

製本

３部

３部

３部

３部

３部

３部

３部

３部

原稿１式

原稿１式

原稿１式

原稿１式

原稿１式

原稿１式

原稿１式

原稿１式

(４)その他調査職員が指示し

たもの
３部

原図・原稿等

１式

(５)上記成果品データ ＣＤ-Ｒ ３枚

２ 本業務にパソコンを使用する場合のＯＳはＷindows とし、Ｍicrosoft Ｏffice におけるバ

ージョンは２００７、ＡutoＣＡＤにおけるバージョンは２００８までとし、上位のバージョ

ン利用においては、保存形式変更及びコンバータをコピーし対処すること。また報告書データ、

各検討書データ、工事図面データにおいては、すべてＰＤＦデータもコピーすること。

３ 成果品については、提出物を纏めて成果品箱（箱の色、文字、その他については調査職員の

指示に従うこと。）に入れ納品することとする。また、原図及び原稿については、図面ファイ

ル等に入れ納品することとする。

第５条 低価格による受注に関する調査

１ 落札価格が予定価格の１０分の７を乗じて得た額を下回ったときは、落札価格、業務履行体

制及び業務履行状況に関する調査を実施する。

２ 調査においては、以下の調査資料の提出を求める。

(１) 当該価格で入札した理由（様式－２）
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(２) 入札金額の積算内訳（様式－３）

(３) 業務実施体制（様式－４）

(４) 手持ち業務の実施状況（様式－５－１～５－３）

(５) 配置技術者名簿（様式－６）

(６) 過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者（様式－７－１～７－３）

３ 調査資料は、機構が通知を行った日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を含む）に提出

すること。なお、提出期限後の資料の差し替え及び再提出は出来ないので注意すること。

４ 資料の内容に関しては、入札の責任者（代表者、又はその権限代行者）及び管理技術者等か

ら事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となるものに追って連絡する。

５ 調査において、入札者が履行可能な理由として説明した事項は、確認事項として打合せ記録

簿で提出することとし、業務履行状況の調査時にその内容を確認する。

６ 調査対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなっ

た場合、又は業務履行状況の調査の結果と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合（合理

的な理由が確認できる場合を除く）は、業務成績評定点に厳格に反映するものとする。また、

調査資料の提出がなかった場合についても、業務成績評定点に厳格に反映するものとする。

第６条 業務成績評定

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には業務完了後、業務成績評定点を通知する。

付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

          以 上



地下道出入り口(東側)撤去設計

仮設歩道(地下道代替歩道)設計

地下道撤去設計

地下道出入り口(西側)新設設計

九条梅田線迂回道路部整地設計

国道176号接続橋梁検討

九条梅田線迂回道路設計

設計数量一覧表

工　　　　　種 単位

・九条梅田線迂回道路部整地設計 ha 1.3

・九条梅田線迂回道路設計 ｍ 430

・地下道出入り口(東側)撤去設計 個所 1

・地下道出入り口(西側)新設設計 個所 1

・地下道撤去設計 ｍ 125

・仮設歩道(地下道代替歩道)設計 ｍ 160

・国道176号接続橋梁検討 ｍ 240

・関係機関協議資料作成 式 1

数量

大阪駅北（２期）地区迂回道路実施設計その他業務（位置図）

９



（様式-2）

当該価格で入札した理由

（注)手持ち業務の状況、手持機器等の状況、過去に実施した同種の業務の実績、保有する技術者の
状況、再委託会社の協力等の観点から記載すること。

○当該価格で入札した理由
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（様式-3）

業務名称

項　  目 工　  種 種  　別 細　  別 単位 数  　量 金　  額 備　　考

直接費

直接人件費

小計

直接経費

小計

計

間接費

諸経費

技術経費

計

合計

（注）設計数量総括表等に対応する内訳を記載すること。

（注）見積もり等積算根拠を示すものがあれば添付すること。

　　　　　入札金額の積算内訳
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（様式-4）

担当する役割の内容

管理技術者

照査技術者

担当技術者

担当技術者

担当技術者

担当者

担当者

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容 ・担当する役割の内容

・担当する役割の内容

・再委託等に係る業務の内容、再委託等の予定金額、再委託等を行う理由

氏　　　名 備　　　考役職・部署

業 務 実 施 体 制

技術者の区分

（注2）技術者の区分及び体制図は業務に応じて適宜記載すること。

管理技術者 照査技術者

担当者担当技術者

担当技術者 担当者

担当者

（注1）配置する技術者の役割を分担させたときは、それぞれの配置する技術者の役割を、体制図
　　　　として記載すること。
　　　  また、契約書に基づき再委託等をするときは、再委託等の相手方の商号又は名称、再委託
　　　　等に係る部分、再委託等の理由等について記載すること。

　再委託等の相手方
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(様式－5－1）

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

監理技術者名

※技術者１名につき１枚作成する。
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(様式－5－2）

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

照査技術者名

※技術者１名につき１枚作成する。
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(様式－5－3）

手持ち業務の状況

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額

担当技術者名

※技術者１名につき１枚作成する。

15



（様式-6）

資　　格 備　　考

管理技術者

照査技術者

担当技術者

担当技術者

担当技術者

担当者

担当者

担当者

(注)技術者の区分は業務に応じて適宜記載すること。

配 置 技 術 者 名 簿

氏　　名 取得年月日
免許番号
交付番号

技術者の区分
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（様式－7－1）

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者

管理技術者名　　　　　　　　　

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

履行期間

業務の概要

※技術者１名につき１枚作成する。記載する件数は２件までとする。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額
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（様式－7－2）

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者

照査技術者名　　　　　　　　　

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

履行期間

業務の概要

※技術者１名につき１枚作成する。記載する件数は２件までとする。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額
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（様式－7－3）

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者

担当技術者名　　　　　　　　　

同種又は類似業務の実績①

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額

履行期間

業務の概要

同種又は類似業務の実績②

業務分類 同種業務・類似業務

業務名

履行期間

業務の概要

※技術者１名につき１枚作成する。記載する件数は２件までとする。

ＴＥＣＲＩＳ登録番号

発注機関名

契約金額
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